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熱烈歓迎 

我孫子山の会 御一行 様 
 
 

金沢諏訪堂の会 

山と共に生きる 

黒森古道開通祝賀会 
平成27年6月13日 
美郷町「ワクアス」 

 
金沢諏訪堂の会 

熊谷 章 
bearsan@taobears.com 

道とは 
道は万物を産む, 
徳は万物を育む, 
自然は万物を形作る,                                              
環境は万物を完成させる. 
だから、萬物が道を尊び徳を貴ぶ。 
道を尊び、 
徳を貴ぶのは、 
命じられずに、常に自然に行われる。 
従って、道が万物を産み, 
徳が万物を畜い、成長させ、育み、 
成熟させ、養い、保護する。 
産んで所有せず, 
為して侍まず, 
長して宰せず, 
これを玄徳という． 

道生之、 
徳畜之、 
物形之、 
勢成之、 
是以萬物、 
莫不尊道而貴。 
道之尊、 
徳之貴、 
夫莫之命而常自然。 
故道生之、 
徳畜之、長之、育之、 
成之、熟之、養之、覆之。 
生而不有、 
為而不侍、 
長而不宰、 
是謂玄徳。 

出典「老子」、徳経、下篇養徳第五十一 

道とは 
Tao bears us, 
Love nurtures us, 
Nature shapes us,                                              
Circumstance completes us. 
We worship Tao and honor love; 
For worship of Tao and honor of love 
Are performed by being alive. 
Tao bears us, 
Love nurtures, develops, cares for, 
Shelters, comforts, and makes a home for us. 
Making without controlling, 
Giving without demanding, 
Guiding without interfering, 
Helping without profiting, 
This is love. 

 道：TAO 
 Way，Path 

「古道は山河にあり」 
     出典：「唐書」 

言語としてのコンピュータ 

言語 

コンピュータ 

記号システム 

コンピュータは数値計算だけで
はなく、言葉のような記号システ
ムを表現するために使用され始
めた 

従来記号はペンで紙に書かれ
た。しかし、いまやコンピュータ
は記号を表現するマルチメディ
アの媒体として世界中で使用さ
れている 

人類は歴史上初めて自分の脳
の性能に合った偉大な記号シス
テムを手に入れた。これにより、
文化と文明を大きく変える事が
できる 

mailto:bearsan@taobears.com
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屶磋沢行 二首 
 

  金天黄葉太初同 山腹鏡沼曲径通 

  高嶺万重看不尽 霜葉万朶勝花紅  
 

  青山紅葉白雲通 草径一路墜錦中 

  飛雁一声紅影乱 回首四望満山紅 
 

    平成24年10月25日屶磋沢にて 

内容 

• 屶磋沢行 

• 金沢諏訪堂の会 

• 地域の未来企画図 

–金沢の歴史と文化の継承 

–山と共に生きる 

• 里山計画と日本の林業 

• 国の政策と施策 

• 事例研究 

• 検討事項 

 

金沢諏訪堂の会のテーマ 

• 「歴史を愛し文化を育む」 
 

• 「山と共に生きる」 

 
 

 

金沢諏訪堂の会員 

• 美郷町 
– 佐藤康夫、山田清繁、佐藤清美、川越誠一、 
石田幹雄、斎藤利喜雄、加藤靖、熊谷章 

• 横手市 
– 小田嶋伝一、石川勇、中川原隆一、佐藤正晴、
寺尾信五、本間恒、中村和義、中川原一隆、 
半田進 

• 大仙市 
– 石塚柏、高橋幸男 

• 仙台市 
– 喜田浩一 
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金沢の歴史と文化の継承 

• 金沢地区の観光トレイル（案） 

–いずれのコースも山と歴史文化が融合 

1. 八幡宮コース：90分 

–八幡神社、御殿山、功名塚、祇薗寺、黒仏（桂徳
寺）、歴史資料館 

2. 諏訪堂コース：60分 

–春子稲荷神社、経塚（新発見？）、武南方宮彦古
跡、薬師堂（久寿師神社）、諏訪堂周辺 

金沢の歴史と文化の継承 

3. 唐櫃石コース：90分 

– カントリーパーク、金沢眺望、唐櫃石（からといし）、中
ノ目川渓流、薬師ヶ沢（薬師堂跡） 

4. 長沼-天下森コース：半日 

– 経塚、源義家の天下森、県南眺望、ブナ原生林、開
墾跡、ダム跡 

5. 黒森山-御嶽山コース：１日 

– 黒森古道、御嶽古道、黒森神社、塩湯彦神社、大持
沢、屶磋沢、ブナ原生林、クロサンショウウオ 

 

山半分人半分 

仙 
• 長生きした末、魂が身体から抜け去っ
て、空中に帰した者 

 僊：秦、後漢時代、仙：三国、六朝時代に変った 

• 人間界を避けて山中に入り、霞と露を食べて、
不老不死の術を修業した者 

• 「我孫子山の会」のテーマ 

山と共に生きる 

• 活動計画 

–山との関係を見直す（林業生活への回帰の可能
性を探る） 
• 山は荒れ放題、老若男女が物見遊山しなくなった 

• きれいな水と空気は山林から生まれる 

–市民による里山林、人工林の管理 

–金沢の森はボランティアが変える 

–石油から木質エネルギーシステムへの変換 

–美郷町、横手市、大仙市の連携 

 

 

山と共に生きる 

• 活動内容一覧（続く） 
–里山林の景観と生態、 

–生物多様性、 

–バイオマス利用（国の政策）、 

–レクリエーションと教育の場としての里山森林、 

–雑木林から広葉樹林へ、 

–森林の管理計画、 

–皆伐萌芽更新と環境高林、 

–地図作成、植生調査と土地の履歴、 

–林床の指標植物、 

 

 

山と共に生きる 

• 活動内容一覧（続く） 
–道づくり、 

–森林の利用、 

–薪作り、 

–キノコのほだ木作り、 

–木炭作り、 

–堆肥作り、 

–養蜂、 

–ビオトープ（生物の生息空間）作り（トンボ、カブト
ムシなど）、 
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山と共に生きる 

• 活動内容一覧（続き） 

– 里山林で遊ぶ（木工クラフト、薪を燃やしての
食、自然観察）、 

– 林業産業と里山林の関係、 

– 人工林の整備（調査、計画、間伐と枝うち、 

– 混交林化、 

– 杭の使い方、獣害防除）、 

– など。 

 

国民が森林に期待する役割の変化 

里地自然保全の長期戦略 
• 里山における戦略的な管理 

–日本における森林の概況 
• 「森林・林業基本計画」、平成18年9月制定、林野庁 

• 「新たな森林・林業基本計画の目指す方向」、~100年
先を見通した森林づくりと国産材の復活を目指して~、
平成18年9月 林野庁 

–里山林の管理の実態と可能性 

–バイオマス利用の可能性 
• 「バイオマス・ニッポン総合戦略」、平成18年3月31日、
閣議決定 

–里山林の戦略的な管理に向けて 

 

里地自然保全の長期戦略 

• 里地自然保全の法制度 

– 「悪貨の排除」と「良貨の創造」 

–土地利用調整の発想 

–地方分権時代の土地利用調整システム 

–里地保全のための土地利用面の課題 

–土地利用調整システムに求められる役割 

– 「里づくりシステム」と土地利用調整 

• 自然環境保全法、基本計画、町条例の関係 

検討事項（続く） 

• このような団体の推進の仕方 

–官民が一体化した協議会、NPOやNGO、ボラン
テェアベースの市民団体、民間企業 

• 国、県、市町村との関係 

–林野庁、秋田県政（水と緑の森づくり税）、各市町
村の政策 

–国有林、公有林、民有林の境界と三者を連携さ
せる仕組みと方法 

–補助金、支援金、税制優遇などのシステム 

 

検討事項（続き） 

• 現在考えている提案事項 

–森林の調査機構の設立 

• 人材（フォレスター）育成、広域森林（国有林、公有林
民有林を横断）の調査、絵地図の作成、管理計画の
作成、官への各種申請作業、地域との連携 

–森林の手入れ 

• 樹木、道、川、植生、動物に対する作業 

–森林のモニタリング機構の設立 

• 植生、動物（鳥、昆虫、爬虫類）、地質、水、山菜、キノ
コなどの調査と分布 
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検討事項（続き） 

• 現在考えている提案事項 

–バイオマス利用の計画と実践 

• 木質バイオマスの実験と長期計画、木質以外のバイ
オマスの利用研究開発 

–森林の学校の創設：廃校の再利用 

–森林博物館の創設：カントリーパーク、千畑村、
大仙市、横手市などの数カ所 

 

金沢の山林（続く） 

• ムラサキヤシオ、ウスユキソウ、ミズバショウ、
イチリンソウ、ナデシコ 

• ヤシノキ（ニワウルシ）、マンダノキ（ボダイ
ジュ）、ムシカリ、コバノガマズミ、イタヤカエ
デ、ナラ、ベニヤマザクラ、ヤマザクラ、ヤマ
ツツジ、ヤマシャクナゲ、オオバクロモジ、ブ
ナ原生林（４５０ha、～200年）、カエデ原生林 

• ワラビ、ゼンマイ、シドケ、アイコ、タラノメ、コ
シアブラ、ヤマウド、ホンナ、ミズ 

 

金沢の山林（続き） 

• クロサンショウウオ 

– 武衡沼、鏡沼、御嶽天池 

• モリアマガエル 

– 大持沢、御嶽天池 

• クマ、カモシカ、ヤマウサギ、キツネ、タヌキ、
テン 

• カッコウ、ウグイス、ホトトギス、オオルリ、ク
ロツグミ、ヤマドリ、キジ、キビタキ、ヤマゼミ 

 

金沢の山林（続き） 

• 中岳、黒森からの眺望 

– 男鹿半島、太平山、出羽丘陵（神宮寺嶽、姫神
山）、鳥海山、丁岳（ひのとだけ）、月山、神室山、
虎毛山、早池峰山、御嶽山 

 

• 御嶽中岳の古道からの眺望 

– 真昼山、女神山、早池峰山、秋田-岩手県境の
奥羽山脈の山並み 
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