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　よく手入れされた落葉広葉樹の雑木林では、春になる
と木立を透かして暖かい日差しが林床に届きます。
暖かい陽を浴びて木々が葉を茂らせるまでのわずかな期
間に、春の妖精と呼ばれる可憐な花が咲くのを皆さんは、
ご存知ですか？
わたしたちが暮らす周辺でも少し昔には、よく見られた
と聞きます。でも、今は残念ながら、雑木林は、人々の
暮らしから遠く離れ、使われることも手入れされること
もない、篠竹や下草が茂って日差しが地面に届かないと

ころになってしまいました。
これでは春が来ても妖精たちに会うことはできません。
ましてや、不法投棄のゴミの林ではとても、とても・・。
わたしたちが、雑木林の手入れをすること、それは春の
妖精たちの咲く林を育てることでもあるのです。落ち葉
を集め堆肥にして土に返す、密集する枝を払い、幹を切
る、下草を刈る。続けるうちに、身近な森や林で妖精た
ちと出会えるようになったら・・・いいですね～！

こんにちわ！
私たちが
スプリングエフェメラルです。

カタクリ
花が咲くまで7年もかかります。
根っこは片栗粉になるよ。

セツブンソウ　
節分のころ花を咲かせ

スミレにも色々な種類があります、

うしく里山の会では、「雑木林応援隊」が中心になって森林管理ボランティアを行っています。
・毎月　第二日曜日　９：3０～結束町の森をフィールドに活動。
・毎月　第四日曜日　９：3０～牛久自然観察の森　コジュケイの林をフィールドに活動。

コジュケイの林と梅林付近の管理作業結束町の森

http://u-satoyama.web.infoseek.co.jp/


【 さとやまがっきゅう 】　五感を使って春を感じよう
　日　時：4/10(土) 10:00～16:00頃【雨天4/17(土)】
　場　所：牛久市遠山地区
　内　容：ネイチャートレッキング、 ネイチャーゲームなど
　参加費：一般200円、会員50円(保険代、資料代)
　申込問合：小倉裕巳　TEL 0297-66-4514
　　　　　　湯沢和明　TEL 029-843-4102
　＊若干名募集、要事前申込

【 こども星見隊 】　望遠鏡で昼間の月を見てみよう！
　日　時：4/25(日) 11:00～12:00
　場　所：応援隊が整備中の結束の森
　対　象：うしく里山の会会員（保険加入の都合上）
　集　合：現地（あるいは観察の森カッパの沼入口10:50）
　参加費無料、悪天候時（雨天/曇天/強風など）中止
　申　込：氏名・電話番号をお知らせください
　　　　　（当日現地申込可ですが極力事前にご連絡ください）
　宛先・問合：阿部真奈美 　029-872-8810　(留守電＆FAX)
　E-Mail u_satoyama@infoseek.jp

【 じゃがいも植え 】
　日時　３月２７日午前中じゃがいも植えます！
　そばを植えるまでの間、畑を草ぼうぼうにして
　おくのはもったいないので、じゃがいもを植え
　ることにしました。
　種芋は、キタアカリ、アンデスレッド、ホッカ
　イコガネ等全部で６種類を用意しました。
　ノンプロジェクトの企画ですので、どなたでも
　とび入りを大歓迎します！
　担当　飯田、雨宮、横山
　E-Mail u_satoyama@infoseek.jp

【 ふるさと牛久マップ 】
　ふるさと牛久マップは観察の森のボランティア
　コーナーに展示中です。
　ぜひ一度ご覧になってください。

イベント情報・その他の企画

里山歩き　プロジェクト
第１1回　運営会議報告

日　時：平成１６年３月６日（土）
場　所：牛久自然観察の森
参加者：坂代表ほか１１名、アドバイザー：小林先生
観察の森：柳下さん、斎藤さん

○総会に向けての準備スケジュールの確認と報告
○アースデイつくばへの入会検討
　ＮＰＯ法人「宍塚の自然と歴史の会」代表及川様よ
　り、「アースデイつくば」への入会紹介がありました。
　県南で活動する市民団体の横の連携が図れる、アー
　スデイつくばを利用した広報活動ができる、他の団
　体からの協力も得られることから、全員に承認され
　ました。
○独立行政法人）森林総合研究所への協力依頼
　来年度も森林総合研究所から、解説員派遣の依頼が
　ありました。昨年同様に展示室が夏休み中約４０日
　間開催します。全面協力することで現在調整中です。
○うしく里山の会・牛久自然観察の森パートナーシップ事業
　２月２９日、平成１６年度観察の森への協力依頼に
　対する検討結果（回答書）を提出しました。
主な回答内容は以下のとおりです。・協同イベント
　（こども星見隊、わんぱくビートルズ）：これまで
　どおり実施します。
・牛久周辺の里山保全を考える合同シンポジウム（仮称）
：計画段階から参画します。
・里山環境美化ボランティア（仮称）：観察の森と合
　同で里山のゴミ拾いを行うことに賛同します。
・園内の森林管理ボランティア：雑木林応援隊がこれ
　までどおり協力します
・その他、施設利用など関して観察の森を利用する他
　の団体と連携・調整を諮りながら行動することを申
　し添えました。

28日、桜川村の女性4人　
を含め10名（女性６）。ゴマダラチョウの幼虫（自然度
指標の一つ）を探したり、菜の花摘みを楽しみました。
○牛久市主催の環境フェスタに初参加（3月7日市民センタ
　ーホール）人出は多くありませんでしたが参観者達は、展
　示の里山風景や植物・野鳥などの写真を見て、日ごろ見過
　ごしている牛久の自然の豊かさに驚いていました。今回の
　貴重な経験を来年度の活動に活かしていきたいと思います。
　多くの皆さんにご協力をいただきありがとうございました。

　歩く：3月13日、 上太田町～
小野川周辺。
　コブシ・ヤマウグイスカグラ等が開花中でした。
●4月の予定：根古屋・城中。１０日（土）8時半観察の森P。
　雨天24日（土）。弁当を持参のこと。

環境フェスタ会場にて。



こども星見隊　プロジェクト

雑木林　何でも隊・畑隊　プロジェクト

雑木林　何でも隊・畑隊のみなさん

雑木林応援隊　プロジェクト

プロジェクト活動報告
　２月２８日に「こども星見隊」が開催されました。
みんなの願いが届き、夕方の曇り空が一転して、透
き通るような夜空となりました。
　木星の縞、土星の輪は、今回も参加者を感動させ
ていました。しかし、子供たちの心をつかんだのは
「すばる」でした。「すばる」は、双眼鏡でも美し
い姿を観察できる天体の代表です。４月３日の夜７
～８時には、西の空で金星とすばるの大接近が観察
できます。
　話は戻って、当日の室内講義では、こどもたちか
ら「月までどのくらい距離があるの？」「ブラック
ホールは見えないのに、なぜ存在がわかるの？」と、
講師もビックリする鋭い質問も飛び出しました。
（答：約３８万ｋｍ、Ｘ線観察から存在が分かる）
次回もお楽しみに！

整備され、明るく広くなってきた「ムジナの里」？

講師の田中千秋先生→

現在３つのプロジェクトが

ホームページを立ち上げています。

アクセスは里山の会HPからリンクしています。

各プロジェクト活動を紹介しています。

より詳しくはホームページもしくは

森の掲示板をごらんください。

◎２月２２日：炭窯から
　前回焼いた木炭の取り
　出しと次回用の炭材の
　詰め込みを行った。
◎３月１４日：堆肥作り
　（落ち葉を集め腐葉土を作る準備作業）自然観察の森園路
　拡幅工事に伴い、園路の障害となる水道周りと既存間伐材
　の移動を行った。会員の手慣れた行動で午前中に終了。午
　後から予定した堆肥作りに精を出した。
４月からの予定は雑木林応援隊としての活動になります。
４月１１日（日）雑木林の整備（杉林床整理・アズマネササ
　の伐採・棚作り・草地整備等）
４月２９日（木）～５月２日（日）炭焼き（木炭）既間伐材
　にて炭焼きを予定。

3月7日晴れ　　　報告　　飯田報告

が少ないのかもしれないが作業をすすめる。グランドゴルフ
に面した辺に帯状にアズマネササを残し、内側に柵を作る。
柵は事前に雨宮さんが作っていたので参考に、３０～５０ｃｍ
位の幅で竹の支柱を立て、間にアズマネササをねかせ重ねて
ゆく、大量のアズマネササを処理できる。
　車道に面した杉林の植生調査、渡辺さんに来ていただき、
伐採樹木も含め、樹種、直径、を調査。杉、檜、サワラの３
種の針葉樹があり、樹皮で判断するのはむずかしく、葉をみ
ながら、やっと檜、サワラも見分けられるようになったと思
っている。平井さんが幹周長に巻尺を廻すと直径の数値が刻
まれているすぐれものの巻尺を作ってこられた、後で計算す
る必要がないので大変便利であった。
冒頭にムジナの里と書きましたが仮称です、何故ムジナの里
なのかは後日、皆さんの意見を聞き決定したいと思います。

４月より第２日曜日になります。間違いの無いように。
広報に掲載をしたので会員の協力が大いに必要となり
ます。たくさんの参加をお願いいたします。

反射望遠鏡を覗き込む参加者

この日、参加者４６名
と観察の森イベントの

新記録を達成！
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月の里山カレンダー

重要事項
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牛久自然観察の森休園日　NC はネイチャーセンター　P は駐車場　　　は休日　空欄は追加の予定を。　

里山百選

雑木林応援隊（畑）

雑木林応援隊（畑）

わんぱくビートルズ

さとやまがっきゅう

森のレクチャー

事務局会議

運営会議

里山歩き

2003年度総会

9:30森NC

9:30森NC

9:50森P

8:30森P（弁当）

13:00森P 13:00森NC

13:00畑

9:30森NC

9:00森NC

11:00森NC

「うしく里山の会　年次総会のお知らせ」
「うしく里山の会」が発足して、1年が経過しました。
数多くの参加を頂き、本日現在で90名の会員となっております。
この度、下記日程で、年次総会を開催致します。
色々な活動に参加されてきた方、まだ参加する活動を決められない方、
違う形で 参加されたい方、皆さんの参加をお待ちしております。

開催日時：平成16年4月18日（日）10：00～12：00
開催場所：牛久自然観察の森　ネイチャーセンター  
議　事　　1.　2003年度活動、決算報告
　　　　　2.　2004年度事務局改選
　　　　　3.　2004年度事業計画
　　　　　4.　2004年度予算計画
　　　　　5.　ＮＰＯ法人取得宣言
                  
総会終了後、「おにぎりパーティ」を開きます。土地改良区の方が、
妥協を許さず作ったとっても美味しい「我米」のおにぎりとみそ汁
のパーティです。
おにぎりを食べながら、森の話、お米の話をしませんか？
「おにぎりパーティ」に参加する方は、お椀、お箸を持参して下さい。
大勢の参加をお待ちしております。

はじめまして、会報「さとやま」です。
今月号よりリニューアルしました。

1年間ご愛読いただいた「うしく里山の会通信」
を、今月号より「さとやま」と改称しました。
みなさんに最初に手に取ってもらえるように、
紙も色を変えてクラフト紙にしました。
頁数は少なくなりましたが内容は楽しく、わか
りやすく、見やすく、を心がけて構成しました。
「うしく里山の会」って何？と尋ねられたとき
「さとやま」を渡して、こんなことしてるの。
と名刺替わりに使って頂けるものを作りたいと
思っています。
皆さんのご意見ご感想をぜひお聞かせください。

　　　　　編集担当　丸山、羽田、増田、山田。

変更になる場合があります。HPを参考にご覧ください。


