うしく里山の会

森林総合研究所の
「森の展示ルーム」
案内ボランティア開始！

案内ボランティア

体験記
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柳田 一夫

夏休みの第１日曜日とあって、来場者90人と終日賑わい
ました。特に木材の水実験ではドボンと沈む木に親も子も
皆びっくり、軽く水に浮く木にはアレッとか、遊び心が木
に関する興味を湧かせた様でした。木製パズルコーナーで
は本気で頑張る子や途中で投げ出す子もいて、親子共々真
剣でした。
展示ルームには土壌や生物の多様性を解りやすく伝え
ためのコーナーがぎっしり詰まっている所です。

題字は 暫定
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7月24日から8月31日まで
去る7月24日より、「独立行政法人 森林総合研究所」
において「森の展示ルーム」が公開されています。
この展示ルームの案内をうしく里山の会がボランティアで行
っています。
内容は展示物の説明や来場者の記録ですが、時には子供達の
遊び相手にもなります。説明等については、マニュアルが出
来ているのでむつかしい事や心配はありません。見に来る子
供達に楽しく見てもらうお手伝いをするだけです。
昨年と違い、今年は夏休み全日の40日間をオープンするの
で会員からの応援がもう少し必要になっています。会員の皆
様には今からでも参加をお願い致します。丸一日と言わず、
半日単位の参加でも大いに結構です。
参加希望者は右記へご連絡ください。
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うしく里山の会
（NPO法人申請中）

事務局 〒300-1236 牛久市田宮町808-20
TEL 029-801-2500（代表 坂 弘毅）
E-mail u̲satoyama@inforseek.jp
HP http://u-satoyama.web.inforseek.co.jp/

申し込み先
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
代表 坂
E-mail kyu-saka@yc4.so-net.ne.jp
E-mail u̲satoyama@inforseek.jp
郵送でも、電話でもメールでもいずれでもＯＫです。
＊週末希望の方はお友達（会員）との参加も歓迎です。
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7月24日（土）は森林総合研究所「森の展示ルーム
る様になりました。午後5時展示ルーム説明員の初体
を覚えましたが充実した一日でした。

「うしく里山の会」が夏休み期間、ちびっ子博士たちの
お世話をします。
今日の当番は山田さんと私。開館して約20分たった頃、
27名の来館者がありました。ルーム内には、天然記念
物アマミノクロウサギの剥製、世界一大きなカミキリム
シ・重い木など、又実物に触れたり実験をしたり、見学
しながら来訪者個人が楽しめるような設定になっていま
す。炎天下、会の羽田さんも途中参加で話が盛りあがり、
こちらもリラックスしながら応対させて頂きました。

１５回運営会議

議事録

日 時：平成１６年７月３日（土）
場 所：牛久自然観察の森（レクチャー室）
参加者：【事務局】 8名【観察の森】 柳下Ｍｇ、斎藤IP
【定足数の確認】
事務局11名Ｐ代表３名計14のうち７名出席。本会議は成立。
【報告事項】
1．ＮＰＯ申請７月１日に受理されました。
2．社協との共催で「昔のオモチャ作り」を８月７日に実施。
おもちゃ病院とあじさいの２グループが協力。里山の会は、
場所を提供しＰＲも行う予定。駐車場はムジナの里を使い、
水、昼食、簡易トイレ等は社協が準備、約50名が参加予定。
3．自然探検隊として、7月27日、7月30日の2日間、各回
約20名の参加で、三日月橋周辺で観察会を実施します。
下根中学校の昔の話は、無事終了しました。
4．小坂団地ネットで計画している、小坂城の復元プロジェ
クトへ坂代表がアドバイザーで参加しています。
5．各Ｐへの一般参加費を一律200円とします。参加費は、
一度一般会計に入れて参加者への保険費用とします。
6．今後の会議は下記スタイルとします。 （ＮＰＯ後？）
・理事会（２月に１回、理事＋事務局スタッフ）
・運営会議（１月に１回、事務局スタッフ＋各Ｐ代表）
・事務局会議（不定期、坂代表が必要に応じて、テーマと
メンバーを決めて招集する。場所も自由で、メールでの
打合せも可とする）
7．各Ｐ報告
星見隊：天体写真展を予定。ポスター作成済み。公報へも
掲載予定。参加者の名簿（記名帳）も準備の事。
ワンビー：6月26日、7家族中3家族が参加、草刈りを実施。
小学校の先生の参加も有った。小学校でもカブト
ムシを生育し教育に活用したいとの事。
8．森より
・１７年度の予算に里山保全事業を計画予定。
9．その他
・ＮＰＯ法人取得後、お披露目会を企画する提案があった。
（基調講演、シンポジウム等を含め）
・近隣地主さんたちとのコミュニケーションを円滑にする
ため、写真集（地主さん達のスナップ、働く姿等々）
作成の提案があった。

雑木林応援隊（畑）

こども星見隊 プロジェクト

７／１１（日）に『望遠鏡で昼間の月をみてみよう 第
2弾』をムジナの里で行いました。
参加者は２０名でした。「雨」の天気予報にかかわらず、
キッチリ晴れたのはラッキーでした。雑木林応援隊が活動
している最中にお邪魔して、整備されたムジナの里を使わ
せていただくという、大変都合のよい格好となりました。
かさねて、木にロープを掛けて、お手製大ブランコまで作
っていただき、子供たちも大喜びでした。さて、本題の
「昼間のお月見」ですが「月」、「金星」、「太陽の黒
点」と狙った獲物は逃さずに、予定していた全てを観察す
ることができました。また、ムジナの里の笹を失敬して、
折り紙で七夕飾りを作りました。子供たちは観測そっちの
けで折り紙に熱中する有様で、こちらの企画も的中しまし
た。そうして観察もひと段落すると雑木林応援隊のお手製
味噌汁＆ゆでジャガのご馳走です。大自然のなかで食べる
味噌汁は具沢山の上に大変な美味で私は3杯おかわりをし
ました。応援隊のみなさま、本当にいつもありがとうござ
います。
7／25〜8／7は天体写真展「里山の星空」をネイチャー
い作品をぜひご覧ください。
記

中山

プロジェクト

7月7日、雑木林の畑に会員手作りの案内板が設置さ
れました。内容は作物の名称が主ですが、配布用の
チラシも用意した案内板です。これまでも度々森の
利用者に作物の名前を尋ねられましたが、これから
は畑の活動日以外でも役立つ案内板になることでし
ょう。
（記 小野寺）

折り紙で創った
七夕飾り

じゃがいもプロジェクト

新しく立てられた看板

3月27日の植え付けに始まり、先日7月17日に掘り取りを
行いました。
芽欠き、追肥、草取りを3回、2回に分けての収穫でした。
6
ぱに実をつけました、30ｋｇ入りの米袋に5袋余りの収穫を、
だきました。

プロジェクト活動報告

雑木林応援隊 プロジェクト

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。

7月11日ムジナの里、定例活動日。暑い日が続いている。

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。

里山あるき プロジェクト

7月１

土）8:40〜15:00

参加者8名（女性4名）
朝９時運動公園をスタート、野球場の西〜南側の屋敷
林と田んぼの縁を歩いて汗を流し、公園の木蔭で涼風に
当たりながら昼食。屋敷林ではウシタキソウやヒメヤブ
ラン他、田んぼの水路ではヌマトラノオ（写真）など、
貴重な植物を見つけました。
午後の岡見町の屋敷林では珍しいオニスゲ・オオハナワ
ラビなどを見ました。酷暑のなか、木蔭と直射下の健康
的な里山歩きでした。
次回

ん来ている、なっ、何でと思う、しかし、うれしい。
見学者のための道作り、草地の整備、残ったじゃがいも掘
りを予定していたが、暑さが厳しいので、じゃがいも掘り
は後日、作業は午前までとした。道作りを福島さん、石塚
さんに両側から始めていただいた、昼食ごろには草地の整
備も完了し、星見隊との合同昼食会、暑さのためかたくさ
ん煮たジャガイモを食べている人が少ない。
片づけを始めるころ、出来上がった道を一人で歩いてみた。
道路側の杉林から道を見ると、道を歩くネコがいた。ニャ
〜オと鳴いてみると立ち止まってこちらを見る、ネコでは
ない、尻尾が太い、「タヌキだ！！」皆を呼びにいくが、
きたときにはいなかった。今度タヌキの糞を探してみよう、
又会えるかもしれない、タヌキも同じように思っていてく
れたらうれしいのだが、タヌキと共存するにはどうしたら
よいのか？
7月25日 炭小屋前にある竹いすの作り方を教えて欲し
行うこととなった、みんなでムジナの里へ竹の切り出し。
今日も暑すぎる夏です。切り出しに11時過ぎまでかかり、
早めのジャガイモたくさんのみそ汁。
ムジナの里の竹柵と同様石塚技術顧問の指導により、ど
うにか2つ作ることができた、結び方、そして強く結ぶこと
が難しい。
ネイチャーキッズから2家族、3人の参加であった、また機
次回応援隊

8

9時30分ムジナの里

記

飯田

8月21日（土）16:00観察の森駐車場

ヌマトラノオ

ムジナの里に道が開通、見事に切り開かれたこの道は
「里山遺産・ムジナ古道」？？？

8

月の里山カレンダー

変更になる場合があります。HPを参考にご覧ください。
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■ こども星見隊写真展
7月25日-8月7日までネイチャーセンターで開催中
■ 森林総合研究所の「森の展示ルーム」案内ボランティア実施中 8月31日まで。
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。

イベント情報・プロジェクト情報
------- そばプロジェクトスタート ------------------7月10日に実行委員会を行いました、昨年の実績
を踏まえて、日程の確認と諸準備の段取り、分担を
決めましたので日程をお知らせいたします。
8月25日（土）種まき
炭小屋 9時30分
11月21日（日）収穫
炭小屋 9時30分
11月27日（土）実落とし 炭小屋 9時30分
12月 5日（日）唐実掛け 観察者 9時30分
12月19日（日）そば打ち 観察者 9時30分
草取りあるいは間引きが必要になるかもしれません、
また天候しだいで日程は変わりますので、会報、ＨＰ
で最新の情報はお知らせします。
年末、皆さんで楽しいそばを食べましょう。
たくさんの参加をお待ちしております。
横山まで

------第24回さとやまがっきゅう------------------日 時：8/8(日)【雨天中止】 10:00〜16:00頃
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
定 員：15名(小学生以下は保護者もご一緒に！
もちろん大人だけでもOKです)
参加費：一般200円、会員50円(保険代、資料代)
持ち物：帽子、汗拭きタオル、飲料水、筆記用具、雨具、
敷物、長ズボンなど
集 合：牛久自然観察の森 第一駐車場 9:50
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

-------里山応援隊（畑）プロジェクト夏休み ---------8月11日、18日はお盆のためお休みします。
お問い合せは

広報委員会

丸山
山田

-------里山百選プロジェクト夏休み ------------------里山百選プロジェクトは8月いっぱいお休みします。
会員は「定点撮影」だけ各自で行っていてください。
9月より正常に活動を開始します。
0297-66-4876
029-872-9202

または
迄ご連絡ください。

