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うしく里山の会
（NPO法人申請中）

うしく里山の会は、茨城県に申請しておりました特定
非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の認証を頂けました。
ＮＰＯ法人につきましては度々お知らせしておりますが、
それが理屈抜きで現実のものとなるわけであります。昨
年4月、市民団体として発足したうしく里山の会ですが、
皆様のご協力により多くの実績を残して参りました。そ
の実績の陰には、会員はもとより、牛久市と多くの市民
の皆様のご支援、更には民間企業からの各種助成等々、
多くの方々からのご支援の賜と感謝しております。
市民団体（任意団体）では、税法上、「人格なき団
体」という不本意な扱いになっており、社会的にも認め
られておりません。しかし、ＮＰＯ法人の認証を受ける
ことによって、社会的に認知され、各種法人との業務委
託契約など、新たな展開が期待されます。ＮＰＯ法人の
認証式は9月29日、登記が完了するのが10月中旬となる
予定です。
坂 弘毅

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/

ＮＰＯ認証〜成立までの流れ
「うしく里山の会」は、9月29日にＮＰＯ法人として
所轄庁（県）に認証されましたが、まだ正式に、ＮＰＯ
法人として発足したわけではありません。
認証は成立までの一つの通過点で、法人登記をして初め
て成立となります。（登記先は法務局取手出張所）
事務局では、10月6日頃までに登記が完了するように準
備を進めています。尚、成立時には各プロジェクト、
ホームページ等でご案内いたします。
又、来年より事業年度毎に、事業報告書・各種会計書類
を県に提出しなければなりません。会員の皆さまのご協
力をお願いいたします。
記 増田

法人格取得を披露し、
里山を楽しみ、里山を守り、街つくりを考える
里山セミナーを開催いたします。
日 時
受付開始
開 演
場 所
人 数
参加費

里山

を楽しみ
を守る

里山って何？ なぜ大切なの？
里山を楽しみながら守るには どうすればよいのか、
里山林のしくみを学びます。

講演

垰田

宏

石神

良三

（たおだ ひろし）
（独）森林総合研究所 研究管理官
牛久自然観察の森

園長

11月 6日（土）
午後1時30分
午後1時50分〜4時15分
三日月橋生涯学習センター
先着 100名
一般参加者 500円（資料代含む）
うしく里山の会会員 無料
申込先
電話又は E-mail にてお申込み下さい。
電話 029-888-8608
（茨城大学 小林研究室 12時以降）
E-mail u̲satoyama@infoseek.jp
うしく里山の会 （ NPO法人申請中）
主 催
うしく里山の会（NPO法人申請中）
後 援
牛久市
独立行政法人 森林総合研究所（予定）
問い合せ
里山セミナー実行委員会
TEL 029-801-2500（代表 坂 弘毅）

市民と行政が協力合って環境保全活動を行なっていこうと「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」を
展開します！。下記の2つの活動は、それぞれわたしたちの活動する地域の『伝統文化・技術の継承』がテーマの里山聞き取
りと、『人と自然の共生』がテーマの森林管理活動です。さまざまな立場でたくさんの人による環境保全の取り組みがきっと
多くの実りをもたらすと期待するところです。是非ご参加ください。
【里山聞き取り調査】
牛久自然観察の森では、かつての結束の里山の暮らし
(伝わる行事、自然に関すること、農業に関すること
など）について聞き取り調査を行っています。
自然観察の森周辺地域に残る豊かな里山の自然と、
地域に伝わる文化をともに継承することを目指します。
日にち：10月15日(金）
時間：午前9時30分〜12時
場所：ネイチャーセンター

【みどりの保全区整備事業】
牛久自然観察の森に隣接する「みどりの保全区」で森林
保全作業に作業に協力頂けるみなさんを募集します。
日にち：10月24日（日）、
時間：9時30分〜
内容：下草刈り、枝打ち、つる切り、小細木伐採等
実施範囲：「みどりの保全区」のうち道に面した10mほど。

１7回運営会議

議事録

日 時：平成16年9月4日（土）
場 所：牛久自然観察の森（ボランティア室）
参加者：（事務局）10名Ｐ代表3名 観察の森2名
【定足数の確認】事務局議席11名Ｐ代表3名合計14名の
うち13名出席。本会議は成立。
【審議事項】
観察の森とのパートナーシップ事業に関して
1、ホタル事業9／24日（金）（枝伐採、調査）、
11／26日（金）（調査）、1／28日（金）（調査）、
3／25日（金）調査を計画しています。
2、みどりの保全区整備事業
広報 ： 観察の森担当
動員 ： 里山の会担当
10／24日（日）、11／28日（日）、1／23日（日）
の各第４日曜日に実施を予定します。
雑木林応援隊を主体に、一般参加を呼びかけます。
広報委員会は、会報、ＨＰでの募集、アースディつくば
のＭＬには、坂代表より募集を掛けて下さい。
参加は、子供も対象とし、保険は観察の森で負担します。
3、里山聞き取り事業
11／15日（金）、11／19日（金）に今まで観察の森
で取材したデーターの整理から実施します。
実施内容の説明と理解下さい。 最終的には、結束町の
暦、ヤマと人とのかかわり方・・とうにまとめる予定。
4、里山シンポジウム事業は地域の人たちと共通認識を持つ
ために、自由に意見を言える場所作りを行いたい、
との目的で計画していましたが、色々な活動を通して、
地域の人たちとの接触を優先させる事とし、実施内容の
検討を含めて、本事業は延期する事とします。
5、クリーンアップ事業
11／21日（日）環境美化の日に上太田地区、結束地区
にて、清掃を行います。各区長とは、観察の森が相談し、
コーディネイトを行います。

セブンーイレブン緑の基金の
取材がありました。
９月２６日（日）
小雨交じりの悪天候の中、応援隊の活動をセブ
ンーイレブン緑の基金スタッフのお二方が取材に
来られました。特に今年お世話になっている企業
からの現地取材で、約半日応援隊の活動をつぶさ
に視察されました。今回はコジュケイの林の枯れ
木伐採と言うことで、チェーンソーが唸る中激し
い活動を熱心に取材されました。 記 坂 弘毅

ホタル プロジェクト

24日午前中、メンバー数人（坂、羽田、三浦、梨本）
は、「森」の柳下レンジャーの指示を得ながら、池から
流れ出るせせらぎに覆い被さるほどに伸びた木々の「枝
打ち」作業をした。2時間弱の作業でリヤカー5杯分、心
の植物の生長に期待をかけることになるのだが、今はカ
ワニナの姿は・・・・。来夏のホタル鑑賞会は賑わいを、
と祈る。ホタルもその地点の水辺環境だけでなく、かな
り広域的な自然環境が必須条件なのだろう。「森」内の
「源氏蛍」と同時に、市内谷津田からも「平家蛍の乱舞
を」と語り、家路についた。
（記 梨本）

今後の日程 11／26（金）、1／28（金）、3／25
（金）いずれも9：00

わんぱくビートルズ プロジェクト

カブトムシを用いた環境教育
プログラム「わんぱくビートル
ズ２００４年度は，８月を持ち
まして終了しましたが，現在こ
の活動を小学校などに広めるた
めの「パンフレット」作りをし
ています。参加者のみなさんの
協力を得ながら，活動中の写真
やイラスト，終了時のアンケー
トなどを用いて，１０月中旬の
完成を目指してがんばっている
ところです。
カブトムシがたくさん暮らせる
雑木林，魅力ある里山の自然が人々の暮らしと共に大切
にされるように，一人でも多くの子供たちが育ってくれ
ることを願っています。
わんビースタッフ一同

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。

里山あるき プロジェクト

谷津田の林縁にはアキカラマツ、ヤマジノホトトギス、
等、が楚々と咲いている。
コブシ、エゴ、シラカシ、ツル性のヤマノイモ、オニド
コロ、樹木にはたわわに、実が実り、アケビを食べてい
た人も居た。水田の辺りにはミゾカクシ、ヒメジソ、ア
カバナ、アオミズ、コブナグサ。又オニヤンマを追いか
けるひともいる。。台地へ上がるとヒガンバナ、タコノ
アシ、の群落、谷間に下りピンクのキクモの絨毯へ。ス
スキの草原のナンバンキセル。タンキリマメを始めマメ
科の植物は5，6種類を確認。

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。

次回・・・10月23日

曜日。
8：30分。弁当。

029−873−6562

そば プロジェクト

子供2人と里山の会員
14人で、8月28
心配だった当日の天気は、前日に雨の予報が出てヒヤヒヤ
でしたが幸いなことにその日は猛暑でも雨でもない曇り空
150坪の畑に、60cm間隔に浅く62本のうねをたて、肥
種をまき、又土をかぶせました。大人数の作業で1時間半
ほど終わりました。（ちなみに昨年は、4人で半日かかり
ったでしょう。昨年は100坪

雑木林応援隊 プロジェクト

Kgの種をまき、何回

思います。（そばの産地で「まびきをする」と聞いたこと
がありますか？あったら教えてください。）（記 横山）
次回は
そば刈り11月14日（日）（雨天20日（土）小雨決行）
実落とし11
27日（土）小雨決行）
集合
時 分 そば畑
問い合わせ 横山 874-1430
（なお、そばプロジェクトの参加募集は終了しまた。）

昨年に引き続き2回目の草木染めを9月12日に、観

加者は男性6名を含む16名で、畑から摘み取った藍の
生葉染めを手始めにヤマブドウ、ススキ、ビワなど12
種の材料での煮出し法による染色が午後まで続けられ
ました。染め布は 手拭い、Tシャツ、帽子など、染
め方も、絞り有り、ぼかし、板締め有りと思いのまま
で、日のかげる頃には、青、黄、茜色などの染物が、
杉林の干し場にまばゆく展開されました。参加された
方は、身近にある草木で刻々と変化する染色に異口同
音、驚かれたようです。この日、技術指導された原口
(愛）さんが用意した染材は、上記のほかにも、ヤマモ
モ、キハダなど１１種ありましたが、残念ながら、煮
出しに使う熱源や容器と時間の関係で省略させていた
だきました。 当日は、会員と通りがかりの母娘の参
加でした。これからも草木染めが会の事業として定着
し参加を広く募るとなれば、前記の問題も課題となる
ことでしょう。10
6(水)、14（木)、
20(水)、27(水）

10

月の里山カレンダー

1 金
2 土 森のレクチャー
運営会議

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

変更になる場合があります。HPを参考にご覧ください。

16
17
18
19
20
21
22
23
24

10:00NC
9:30NC

水 雑木林応援隊（畑）9:30畑
木
金

土
日 理事会

9:00NC

月
火
水 雑木林応援隊（畑） 9:30畑（秋分の日）
木 里山百選

9:30P

金
土 里山歩き

8:30P

日 雑木林応援隊

9:30NC

土 さとやまがっきゅう9:50森P(雨天10日)
日 雑木林応援隊

9:00NC

25 月
26 火
27 水 会報編集

9:30ムジナの里

月 体育の日
火
水

9:30NC（社協）

雑木林応援隊（畑） 9:30畑

28
29
30
31

木 雑木林応援隊（畑） 9:30畑
金 里山聞き取り調査

牛久自然観察の森休園日

9:30NC

NC はネイチャーセンター

木 会報発送

10:00NC

金
土
日

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
------- 社協福祉まつり（仮称）のバザー出店
にともなう出品物提供のおねがい-------

昨年同様社協にて行われる福祉まつり11月14日
（日）のバザーに参加します。
みなさんのご自宅で不要になった良品をご寄付下さい。
また、里山の産物を利用した手作り作品や加工品（竹
・木・つるの作品・染め物など）もうれしいです。
提供いただける方は、山田宅へご連絡のうえお持ち
下さい。
締め切り 11月12日（金）
値札つけをお手伝い下さる方
11月12日（金）10：00〜
当日の売り子をしていただける方とスタッフを募集
します。
電話 029-872-9202 山田

会報のお問い合せは

------第25回さとやまがっきゅう------

日

時：10/9(土)【雨天時は10/10(日)】
10:00〜16:00頃
活動予定場所：龍ヶ崎市若柴・牛久市遠山地区・
牛久自然観察の森
内 容：山栗拾い・アケビ狩りやネイチャーゲームの体験等
参加費：一般250円、会員50円(保険代、資料代)
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)
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

広報委員会

丸山
山田

0297-66-4876
029-872-9202

または
迄ご連絡ください。

