まもろう︑
つくろう︑
つたえよう

にっぽんの美しい風景
恵那坂折
旅と自然はもっと仲良くなれる

現在 戸の農家と︑保存会

豊かな甘さの棚田米とともに
心が晴れるこの景色も未来へ
このような豊かな環境で大
粒が揃った小ぶりの米は一粒

折の棚田︒
﹁作業の手を止めて

ポートによって守られている坂

切に育まれた坂 折 棚田の米︒ のメンバーやボランティアのサ
一粒に旨みが凝縮されている

軽くなる︒豊かな緑︑きれい

れだけで心が晴れ晴れとして

かのようで甘 さが 違いま す︒ あたりの景色を見渡すと︑そ
全 国の米のイベントに出 品し

来の子どもたちにもぜひ見て

な空気︑この美しい景観を未

て︑おにぎりの試食で表彰さ
逸 品︒この棚田米 を 使ったせ

す田口さん︒

ほしいと思っています﹂
︒と話

れたこともあるという自慢の
んべいや日本酒も評判の味わい

でも珍しく︑種類もまっすぐ

ています︒その大きな機能の

な自然環境の保全にも役立っ

坂折棚田はまた︑さまざま

思います︒これからは間 伐を

の多くがこの例にあてはまると

とを考えなくてはなりません︒

後世に残すために
必要な〝ひとの力〟

本の原風景を求めて坂折を訪

れる方も多いといいます︒ここ

四季折々違う表情を見せる日

にはおいしい米も野菜も水もあ

農家の高齢化による耕作放棄
景観を守りたいという気持ち

棚田の環境を守り
美味しいお米を
育てませんか？

ませんか︒

て︑棚田の保 全に参 加してみ

引き継ぐ担い手のひとりとし

しさを体感しながら︑後世に

んの美しい風景〟
︒そのすばら

ます︒未来に残したい〝にっぽ

てもらえたらという思いがあり

もらい︑一緒に棚田を応援し

場所の魅力を多くの方に知って

観が広がります︒そしてこの

り︑何といってもすばらしい景

を持った人の力が必要です︒

などの問 題には︑やはりこの

しかし長年の過重と老朽化
毎年収穫の時期になると大
による石 積みの崩 壊 修 繕や︑ 勢の人で賑わう 坂 折の棚田︒

です︒

至名古屋

横に積み上げる﹁横積み﹂や︑

ひとつは﹁土砂崩壊防止機能﹂ 林にして災害から身を守るこ

洪水や崩壊を防ぎ︑
生命を育む
棚田がもたらす自然環境保全

Ｖ字形に積む﹁谷積み﹂など

です︒棚田は傾斜地を利用し

す

また山草などを堆肥として棚
しく︑作物にとっても最良の土

田に鋤きこみ︑もっと自然に優

他にも棚田は人間のためだ

にしていくことが大切です︒

数々︒生き生きと飛び回るさ

や オタマジャクシ︑トンボの

少量パックで食味できます。

緑豊かな笠置山と権現山に囲まれて扇状に広がる棚田︒

その技を見て︑地元の人も石
だ

積みの技術を身につけていった
といわれます︒別名
﹁はしご田﹂

両 岸の東 南 斜 面に作 られた
さまざま︒積み方を見くらべ

ます︒そのつど補 修 すること

けば︑そこにいるのはアメンボ

にもなります︒ふと畦をのぞ

けではなく︑生き物の棲みか
また田んぼの下には水を通

ないようになっているのです︒

で大雨が降っても斜面が崩れ

しにくい固い土層︵耕 盤︶が
あるため︑雨水は緩やかに地

中になってしまいます︒これら

まに︑思わず 童 心に戻って夢

下に浸みとおり︑地下水位の

こうばん
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希少な坂折棚田米が

恵那市の北西部に位置する中野方町には約４００年前に
築かれた
﹁坂折棚田﹂
があります︒田は清らかな水の恵みを
受け︑
たわわに実った金色の稲穂が山間を染める日本の原
風景 そ
…れらは失ってはいけない大切な資源です︒クラブ

ツーリズムは恵那市坂折棚田都市と農村共生協議会と
連携して︑
これらの資源保全の具体的な支援と環境エコ
ツアーを推進します︒

先人たちの知恵と努力で作られた
石積みの棚田が織りなす佳景

﹁坂折棚田﹂
︒抜けるような青
てみるのも また楽しいもので

と呼ばれる石積み棚田は全国

空と︑山々の豊かな深緑を背

て作られるため︑石積みや土

清らかな坂折川を中心に︑

景に棚田が層を重ね︑里山の
す︒風にそよぐ緑の稲と石積

与えるため︑直接水田に入ら

急な上昇を防止︒地下に浸み
とおった水は長い時間をかけて

検索

地域応援＆ボランティアツアーも開催しています詳しくは クラブツーリズム ボランティア

行って落葉樹を植生し︑複層

豊かな風景を織りなしていま

崩れなど日々の農作業で田ん

ないように﹁上畦﹂と呼ばれ

ぼの異変をいち早く察知でき

みの棚田が織りなす雄大なロ

坂 折 地 区はいたるところに

ケーションは︑心に染み入るよ

地下水が滲み出しているのも

す︒
﹁ここ に 一 度 訪 れ る と︑

特 徴のひとつ︒山 側からの冷

何度でも足を運びたくなると

坂折棚田保存会理事長の田口

と話すのはＮＰＯ法人恵那市

たい清水は米の生育に影響を
た︒それを何度も繰り返すう

に出た石で高い畔を築きまし

上畦を巡回して暖められた水

る小 水 路が造られていま す︒

環境は大人の心を癒すばかり

の生き物や植物が育つ豊かな

（J R 恵 那 駅 集 合／9：20）7,980円 コース番号 78799-561

うな佳景です︒

譲さん︒
﹁中には移り住んで来

ちに石積み技術を覚えたよう

くりとした水の流れが川の水

を理解し︑親しむための学習

ではなく︑子どもたちが自然
の場でもあります︒

お申込み

TD 同行 受 1名 催 15名 相 可

（JR名古屋駅集合／8：00）9,980円 コース番号 78798-561

4.5kgプレゼント

◯環境学習・
・
・
・
・
・
・棚田に生きる自然や生き物を観察し、
豊かな自然の価値を考えます。

恵那市

企画・制作／中日新聞広告局

◯棚田見聞・
・
・
・
・
・
・モデルコースを巡りながら、棚田の自然環境・ふるさと景観に関する造詣を深めていきます。
恵那の古き良きふるさとの暮らしにもふれることができます。歴史文化の夜学も。
坂折棚田米

坂折棚田応援団並びに恵那・坂折の棚田ウォークは、
農水省の都市農村共生・
対流総合対策交付金を活用して取り組むモニターツアーのため、A4サイズ2枚
程度のアンケートにお答えいただきます。
また、
マスコミ等の取材協力をお願いす
る場合があります。

◯稲刈り実習・
・
・
・グループにわかれて手刈りによる稲刈作業を行うほか、
天日干し
（はさかけ）
作業、
機械を使った稲刈実習、
畦際の除草作業などを体験します。
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川に戻ります︒このようにゆっ
量を安定させる﹁河川流量安
さらに棚田の土にはバクテリ

定機能﹂もあります︒

11

瑞浪IC

いう 人 が 本 当に多いです ね﹂

る人もいます﹂という言葉に

です﹂と田口さんはいいます︒

は適温の用水として利用され

うわあぜ

潮見村︵現在の八百津町︶に

坂折棚田は江戸時代︑隣の
住んでいた柘植忠左衛門と弟

ま た 柘 植 氏は名 古 屋 城 な

もうなずけます︒

の長左衛門が︑この地に入植

ど︑城の石 垣 を 築 く﹁黒 鍬﹂ ます︒また石積みの一部や山

あり︑ここから流れ出る湧水

際などに︑﹁暗渠﹂や﹁清水口﹂

あんきょ

したことに始まったといわれて

と呼ばれる専門の石工も呼び

くろくわ

います︒
﹁このあたりは土中に

寄せ︑石積みにあたりました︒ と呼ばれる鳥居型の石組みが

を分解︒
﹁特に昔はこのあたり

アなどの微生物が棲み︑堆肥

ち葉や山草を棚田の堆肥とし

の山は落葉樹が多く︑その落

日本の原風景ともいえる坂
折棚田のすばらしい景観を残
していくために︑
ＮＰＯ法人恵
那市坂折棚田保存会とクラブ
ツーリズムが今回﹁坂折棚田
とことん応援団﹂を結成︑メ
ンバーを募集しています︒
応援団は実際に坂折で１泊
２日の研修を行い︑中島峰広
早稲田大学名誉教授の講義や
稲刈り実習などを通じて︑坂
折棚田の魅力を知り保全を手
助けできる知識・技術を身に
付けることができます︒第２
回は︑ 月開催予定︒さまざ
まな体験や講座を順次実施し
ます︒また将来的には体験施
設を作ることも計画中です︒
都市に住まう方々でも食の
安全や環境問題など︑棚田を
守ることは決して人事ではあ
りません︒また︑決して楽な
作業ではありませんが︑自然
や参加者みんなと一体感を得
られること︑そして自分が育
てたお米の味は格別です︒こ
れからも継続的に坂折棚田保
全に参加できるという方の応
募をお待ちしています︒

①汚れても良い作業服持参

石が多く︑田んぼを耕した際

す︒こうした先人の知恵を景

も用水として利用されていま
観の中に見るのもまた︑坂折

て利 用していました﹂と田口
現 在では 落 葉 樹 が 少 な く な

さんは振り返ります︒しかし
り︑スギなどの単層林が増え
が 増 えると 樹 幹 支 持 力 が 弱

てきているといいます︒単層林
まって土石流が起きやすくな

②長靴持参
（汚れても良い運動靴可）
④高校生以上の方

［ 参加条件 ］ ③帽子、雨具、水筒、筆記具持参

20日（土）〜21日（日）

第１回 9月

1泊2日
研修会

■ 坂折棚田とことん応援団の主な研修内容

Tel.0120-41-5818
9：00〜18：00／月〜金
（株）
成川米穀

棚田の保全ヘルパーを養成します

780円
3,480円

坂折棚田とことん応援団募集

坂折棚田

る︒日本各地で起こる土石流

程

（1日目）名古屋＝＜普通列車自由席＞＝恵那＝○棚田応援団研修
（進発式のあと、
棚田での実地研修を行います） 弁 夕
＝恵那峡奥戸温泉・恵那峡グランドホテル
（泊）※夕食の後、
棚田の歴史文化価値に関する講座を開催
］（2日目）恵那峡奥戸温泉＝○棚田応援団研修（稲刈り実習・環境学習などを行います）
朝弁
＝恵那
（17：00頃解散）
＝＜普通列車自由席＞＝名古屋
（18：00〜19：00着）

［行

棚田を訪れる醍醐味ではない

①田植えが始まる前の風景。鏡
のように陽光を映す美しい水田
②坂折棚田の標高は400〜600
メートル。田と田の間には人の身
長以上の高低差がある場所も
③田の神様を祀る碑石と収穫時
期に賑わう棚田。機械が入ること
のできない場所では、
今も多くの
人の手が必要となる

900g
5kg

2日間

257
418
中央自動車道

中津川IC
恵那IC

上畦
（うわあぜ）
と呼ばれる
小水路

［恵那市坂折棚田に関するお問い合わせ］
NPO法人 恵那市坂折棚田保存会・☎0573-23-2032
［下記ツアーに関するお問い合わせ］
300-001
11
クラブツーリズム名古屋テーマ旅行センター・☎052-300-0011
さまざまな生き物が暮らす水田

3
2
1

下記番号またホームページで
お問い合わせ下さい。

旅行代金

（おひとり）
2〜4名1室

でしょうか︒
約360枚もの石積みの棚田が
一面に広がる恵那市坂折

