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御 所湖の 湿地が 危ない ！
８ 月６日 に下久 保湿地 で自然 観察
会を 行いま した。 ここの 湿地は 御所
ダムの建 設に伴ってで きた自
然の ビオト ープと 言われ ており ます。
夏に 咲くエ ゾミソ ハギの 大群落 は観
光パ ンフで も紹介 されて いまし たが、
最近 はその 面影が 見られ ず、今 回の
観察 会でそ の状況 を知り たいな と思い 開催し ました 。
１ ０年ぐ らい前 には釣 り人の 姿も見 かける ことが できた のです が、 この 湿地が 出来て 約
３０ 年の時 間経過 は、人 の立ち 入りを 拒む状 況にな ってい ました 。晩 秋か ら春に かけて は
ダム 湖の水 位が上 がり、 この下 久保湿 地も完 全に水 面下に なりま す。 その 影響も あるの で
しょ う、本 来高木 になる シロヤ ナギや タチヤ ナギも 樹高
が低 く抑え られて いるよ うです 。さす がに時 間の経 過と
とも に徐々 にでは ありま すが大 きくな り、エ ゾミソ ハギ
など 草本の 植物を 追いや りつつ ありま す。し かも湖 岸か
らは 中の湿 原景観 が全く 見えな くなっ ていま した。 さら
に追 い打ち をかけ るかの ように 北米原 産のイ タチハ ギが
周辺 から迫 ってき ており 、伐開 しなが らでな くては 前に
イ タチ ハギ とオ オ オ ナ モミ

も進 めない 状況で した。

往時 の姿を 知る人 には、 この変 わりよ うはた だただ 驚くし かあり ませ んで した。 何とか し
たい と考え ている 人たち もおり ますが 、植生 の遷移 は
強敵 です。 とは言 っても 池風に なって いる場 所では 、
小魚 を狙う シラサ ギやア オサギ 、そし て水面 をのん び
りと泳 ぐカル ガモ、 ま
た白い ヒシの 花も見 ら
れます 。濃い 緑の植 物
はフト イでし ょうか ？
５月の 端午の 節句に 使うシ ョウブ も群生 してい ます。 や
や緑の 薄く芝 生のよ うにな ってい るのは アゼス ゲです 。
黄色の クサレ ダマや 紅紫色 のエゾ ミソハ ギも咲 いてい ま
す。 空では ミサゴ が旋回 してお り、何 を狙っ ている のでし ょうか ？
と ころで このア ゼスゲ は南部 鉄瓶の 裏方と して重 要な役 割を担 ってお り ます。 製作の 最
終段 階に「 着色」 という 工程が あるの ですが 、鉄瓶 を約 3 00 ℃に加 熱し、 その表 面に「 ク
ゴ刷 毛」を 用いて 漆を焼 き付け るので す。ク ゴ草の 乾燥し たもの でつ くっ たもの が「ク ゴ
刷毛 」です が、こ のクゴ 草こそ アゼス ゲらし いので す。盛 岡手づ くり 村で もその 工程を 見
るこ とが出 来ます ので、 是非お 立ち寄 りくだ さい。

