雑木林応援隊 プロジェクト

うしく里山の会

広報誌

題字は 暫定

さと やま
No.17
６月２５日、コジュケイの森保全、鎌の研ぎ方講習。
石塚技術顧問の指導のもと、砥石２種類の使い分け、鎌の刃
の角度に合わせて砥石を当てて研ぐ、などの講習を受け、いざ
草刈へ。今までとは切れ味が全然違う。道具は手入れが大切と
再確認。
ジャガイモの試し掘り。十分の味でありました。次回、大い
に期待してください。
サンダーバードⅠ、Ⅱ号の活躍、前回ムジナの里で目覚しい
活躍をしたⅠ号は、藪に突っ込んだりと荒い使われ方にも耐え
て、広い範囲を刈り上げていた。
Ⅱ号は太すぎる枝や、生のササタケを砕くよう挿入すると停
止してしまう、まだ慣らし運転中で調子が上がらないのか、竹
越技術者もレンチ片手に手をやいている状況である（私は見て
いるだけだが）。使い方に注意する必要があるのかもしれな
い。しかし、けもの道を歩いてみれば、Ⅱ号の成果を足で感
じていただけるでしょう。
記 飯田
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いばらきコープ生活協同組合からの取材報告
坂

弘毅

6月18日牛久自然観察の森において、いばらきコ
ープの取材がありました。
うしく里山の会は「いばらきコープ」から環境基金
の助成を受けており、活動状況の取材として選ばれ
ました。
取材内容は、里山の会発足の趣旨・経緯や、設立後
1年経過して現在の活動状況、更には、今秋NPO法
人の取得に向けて等の一連の説明の後、細かい質問
も受けました。
いばらきコープは、設立以来、組合員のくらしを守
り生活を豊かにしていく視点から、多様な環境問題
に取り組んでいます。また「環境基金」を設立し、
環境運動を行う団体や個人に対し資金面からの助成
をしています。
この様に、うしく里山の会の事業内容を理解してい
ただいた上で環境基金（助成金）が支給されていま
す。この大切な基金を里山の会として有益に活用し
なくてはなりません。
今回の取材記事は、いばらきコープ広報誌「はーい
コープです」の10月号に掲載されます。

予

７月２５日

ムジナの里９時３０分集合
杉林残材処理（Ⅱ号）、見学者コース路造成
雑木林柵作り、ジャガイモ応援隊掘上ジャガ
イモパーティ−。
ＮＣ９時３０分集合
炭小屋裏杉林保全、竹ベンチ（ベッド）製作
講習（ネイチャーズキッズ協同）

森総研の「森の展示室」案内ボランティア募集！
つくばにある「独立行政法人 森林総合研究所」は昨年に引き続き夏休み期間中「森の展示室」を開催します。
うしく里山の会は昨年この「森の展示室」案内をボランティアとして協力しました。
今年も7月24日（土）から8月31日（火）までの全日、AM9：00〜17：00まで「森の展示室」案内を引き
受けることになりました。会員の皆様には、是非このボランティアに参加をお願いいたします。
期間中、都合の良い日に1〜3日間位お手伝い出来る方を求めています。実施にあたり、参加して頂ける方のた
めレクチャーを開催します。
日時 7月16日（金）13時より森林総合研究所にて行います。
生物の多様性を勉強できるとても良い機会です。
詳しくは、事務局までお問い合せください。
申し込み ７月１０日まで、参加できる日にちをお知らせ下さい。
電話 ０２９−８０１−２５００ うしく里山の会事務局
fax
０２９−８７３−７９０３
同上
携帯 ０８０−１０５０−５６６６
坂
E-mail kyu-saka@yc4.so-net.ne.jp
E-mail u̲satoyama@inforseek.jp
以上郵送でも、電話でもメールでもいずれでもＯＫです。
＊週末を希望される方はお友達（会員）と複数での参加もＯＫです。

こども星見隊

第31回事務局会議議事録

プロジェクト

日時：平成16年6月5日（土）
参加者：【事務局】9名【Ｐ代表】 1名【観察の森】2名
【定足数の確認】
事務局11名、Ｐ代表3名、計14のうち１０名出席。1/2
以上出席本会議は成立。
【前回議事録の採決事項の確認】
１． ＮＰＯ法人設立総会実施報告
５月６日設立総会を実施（総会議事録、定款は観察の森へ
も提出する）６月９日第一回目の相談をし、７月初旬の申
請、１０月中の認可を予定している。
【報告事項】
１．池辺市長と面談（坂代表）
２．森林総研（坂代表）
今年は、土日含めて開催を検討中。（森林総研杉村課長）
期間：7月25日（土）〜8月31日（火）の予定
森林総研のレクチャー、７月１６日13：00から。
３．社協より、今年も共催企画実施の提案があった。
４．教育委員会より、小野川中流域の自然環境に関する古い
話がの出来る人の紹介依頼があった。
５．緑化推進課より、みどりの保全区管理検討依頼があった。
６．友部町の環境を考える会41名が、6月3日（木）来園。
７．遺伝子組み換えトウモロコシの試験栽培1年間延期。
８．次年度予算に関して、観察の森側の説明
９．プロジェクト報告
・里山歩き
・応援隊
・畑隊
１０．その他
・現在の会員数は、100名。

7／11）」、
「こども星見隊・天体写真展（7／25〜8／7）」とイベ
ント盛りだくさんです。
ワクワクすることばかりですね！
記 中山

わんぱくビートルズ プロジェクト

本の紹介
2003年に定められた
「新・生物多様性国家戦
略」は，自然に対する人の
働きかけの縮小・撤退によ
り，里地・里山などの生物
が減少していることに警鐘
を鳴らしている。
ここに紹介する「田んぼ
まわりの生きもの」は，
「春の小川を復活させよ
う」を合言葉に，栃木県で
活躍する「メダカ里親の
メダカ里親の会編，下野新聞社 会」が，このような身近な
自然環境としての田んぼま
わりの景観や生きものたちをカラー図鑑にまとめたも
のである．さまざまな生きものたちが一冊に要領よく
まとめられているので，自然に触れ合うとき，ちょっ
とした生物名の確認に役立つ図鑑である．
「うしく里山の会」が関わる自然も同様の環境にあ
り，関わっている自然がどのような状況にあるのか，
危機が迫っていないのかなどを確認するためにも，ま
た身近な自然を正しく理解するためにも活用できそう
である．
可能ならば,「うしく里山の会」も，将来このような
啓蒙書を発行し，牛久の自然を市民や子供たちに広く
紹介することで，身近な自然への関心や理解を高める
ような取り組みを展開したいものである．
茨城大学農学部地域環境学科

先月は、こども星見隊のイベントがなかったので、最近
新聞でチラチラ見かけるようになった「カッシーニ探査
機」の話をします。
この探査機は土星を調査するために、1997年に打ち上
げられ、いよいよ今年の7
とはいっても、着陸するわけではなくて、4年間グルグル
まわりながら調査を続ける予定です。
しかし、太陽系で唯一大気がある衛星「タイタン」（も
ちろん土星の衛星）へこの探査機は着陸を試みます。今年
の年末あたりはこのニュースで話題になると思います。ど
のような映像が地球に届くか楽しみですね。
また、土星には31個の衛星があります。みな同じ方向に
回っていますが、一番外側の「フェーベ」だけが逆に回っ
ています。きっとこの探査機はこれからもっとヘンテコな
新しい衛星を発見することでしょう。

小林

久

６月２６日（土）第４回わんぱくビートルズは、「カブトム
シが好きな雑木林を元気にしよう！」をテーマに下草刈りとサ
ナギの観察を行いました。正しい鎌の使い方を覚えた後、１月
に落ち葉堆肥を作った「おとしぶみの林」の下草刈りに挑戦し
ました。短い時間でしたが大変だったよね〜。下草を刈ること
は、炭の原料となるクヌギ・コナラなどを早く大きく育てるた
めに、里山の暮らしの中ではとても大切なことだったのです。
ネイチャーセンターに戻ってからは、実際にカブトムシのサ
ナギを触ってみました。なぜ、カブトムシはサナギになる必要
があるのか？ 堅い体を作るため？ 羽をつけるため？ 体の
色を変えるため？・・・など、みんなで考えました。（次回は
８月２８日です。お楽しみに）
あべっち、よだっち、今ちゃん、茨城大学：もりごんより

プロジェクト活動報告
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。

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。

「健康ハイキング」
平成16年

（木）、牛久市社会福祉協議会主

里山あるき プロジェクト

６月１２日（土）うす曇
「奥原町の台地畑の周りと井ノ岡町の湿地草原を歩く」
奥原（牛久クリーンＣ周辺）→井ノ岡
スタート直後、イヌムギ・ネズミムギ等のイネ科植物の
見分け方についてワイワイ盛り上がり、質問続出！ 昼
食は、クリーンＣ上の芝生で模型飛行機の操縦をのんび
り眺めながら、Ｋさん持参の冷えた甘〜いスイカを皆で
食べ、井ノ岡町へ。希少植物のコハナヤスリに昨年に続
き出会い、記録撮影。帰る間ぎわ、オカトラノオの白い
花々と、紅紫色に映えるノアザミ群生を目の前に、感激。
梅雨の晴れ間を１日楽しみました。
記 増田
※参加者７名（女性２名）、17時頃散会。
次回予定：７月１０日（土） 岡見・下根地区
小雨決行−雨具、弁当持参。自然観察の森Ｐに集合
問い合わせ先 高野迄、 Tel 029-873-6562

高齢者の「生きがいづくり」「仲間づくり」と美しい
自然の中を歩きながら健康増進を目的としたこのハイ
キングの午後のコースに、うしく里山の会の「里山歩
き」が植物ガイドの協力をしました。
農学博士の渡辺泰先生を始めリーダーの高野さんら
メンバーが応援にかけつけ、新地付近の植物ガイド付
きハイキングとなりました。

雑木林応援隊（畑）

プロジェクト
４月中旬に移植したオモチャカボチャの経５ｃｍ位の果実が見事に食べ
られてしまいました。食害は隣接の枝豆にも及び、茎の上部が刈り取られ
たように揃ってなくなっています。夜間の自然観察ができたら？月明かり
の中で繰り広げられる小動物の生態が楽しめるかも・・・。
６／９ 小野寺記

里山百選 プロジェクト
記 山田
久しぶりの恵まれた天気なので、奥原まで足をのばすと、小野川沿いに谷津田が広がっている。
高台にある工業団地の突端に登って下を見下ろすと、普段は見られない広大な眺めを満喫出来る。
伸び始め色づいた稲の緑と、高台に群生するチガヤの白い穂が美しいコントラストを作って見事。
時々、メンバーは撮影などほったらかしにして道ばたの植物や昆虫に寄ってたかって夢中になる
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イベント情報
------- 第24回さとやまがっきゅう ------------------日 時：8/8(日)【雨天中止】
場 所：牛久市遠山地区及び牛久自然観察の森
内 容：魚採り、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
阿部真奈美 TEL 029-872-8810(留守電/FAX)
※必ず事前に申込をして下さい
※採集した生き物は、観察後、自然界へ戻しましょう

-------里山の星空-------------------------------------〜こども星見隊・天体写真展〜＜ファーストライト＞
日 時：7/25(日)〜8/7(土)
場 所：牛久自然観察の森ネイチャーセンター
『身近な夜空』『里山の星空』をテーマに、星の美しさや
天文現象をこども星見隊講師・スタッフが撮影した写真で
お伝えします。
広く一般の方々に見ていただき、天文に興味を持つきっか
けとなりましたら幸いです。

お問い合せは

広報委員会

丸山
山田

------こども星見隊------------------望遠鏡で昼間の月を見てみよう！第２弾
里山として復活してきたムジナの里も見に来てね。
日 時：7/11(日) 11:00〜12:00
場 所：ムジナの里（現地集合）
対 象：うしく里山の会会員（保険加入の都合上）
参加費：大人200円、子供無料（味噌汁・じゃがバター代）
持ち物：お箸、お椀
申 込：氏名・電話番号をお知らせ下さい
（当日現地申込可ですが、極力事前にご連絡下さい）
宛先問合：阿部真奈美 029-872-8810(留守電/FAX)
E-Mail u̲satoyama@infoseek.jp
※強風／雨天は中止、曇天は別プログラムを実施します。
※雑木林応援隊の活動に便乗して、
お昼に味噌汁とじゃがバターを用意していただきます。
※ムジナの里がわからない方は事前にご連絡下さい。
------そばプロジェクト ------------------今年度第1回目の打ち合わせを開きます。
7月17日（土）10：00〜12：00
ネイチャーセンター ボランティアコーナーにて。
0297-66-4876
029-872-9202

または
迄ご連絡ください。

