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アヤメ園再生は、行政との協働事業であり、又、市民
参加によるプロジェクト活動です。
作業を見ていた市民が、突然飛び入り参加したり、牛久
市以外からの申込みも有りました。（飛び入り参加者は
当日入会してくれました。）
5月8日（日）は、牛久市の複数のボランティア団体が
参加して約2000本のアヤメの補植を行う予定です。
興味の有る方はぜひ参加してみませんか。（記 山田）

題字は 暫定

さと やま

城中の里山に抱かれて・・
充実感と爽快感
4月10日（日）のプロジェクト説明会を皮切りに、現地
アヤメ園での活動がスタートした。4月の主な内容は手刈
りによる除草と施肥である。現在のところ作業日数11日間
で延べ78人の方々が汗を流してくれました。
10cmほどに成長した若芽に元気づけられての手刈り除草
は、頭をつき合わせての四方山話に花が咲き、疲れを忘れ
る？ほどである。休憩の一服には、城中の里山の見事な景
観への感動と、畦道に咲くタガラシ、ハナイバナ、セイヨ
ウタンポポ、トキワハゼ、タネツケバナ、、、などの観察
も。
きれいに除草、施肥された後の生き生きとした風情は、
「きれいになりますね。」という散策中の方のことばとあ
わせて、疲れを吹きとばしてくれる。
この充実感や爽快感が私達のミッションなのかもしれない。
（記 石神）
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第2回年次総会報告
4月23日（土）、ＮＰＯ法人取得後初めての、第2回年
次総会がＮＣレクチャー室で開かれました。今年度より、
アヤメ園管理、観察の森のソフト管理と牛久市より2件の
委託事業が実施される事になっているため、今年度予算は
昨年度予算の約20倍規模となっています。
坂代表の挨拶に始まり、恒例になりつつある飯田議長の
選出後、各審議事項と移りました。定足数は、出席者25
名、委任状送付58名の計83名と過半数を超え、今回の年
次総会は成立しましたが、より多くの出席者が望まれると
ころです。
各審議事項に関しては、委託事業の内容説明、管理資産
の詳細等に会員の方達の関心が集まっていたと思います。
委託事業の内容、管理資産（機具、備品等）に関しては、
別途会報送付時に、説明書を配布する予定となりましたの
でご了承下さい。
うしく里山の会は開かれた会を自負しています。決算報
告書等は、いつでも閲覧が可能ですので遠慮無くお申し出
下さい。尚、総会の詳細は議事録として記録してあります
ので、これも閲覧下さるようお願い致します。(記 雨宮）

この会報が届く頃には、一月前とは見違えるほど綺麗になっています。
写真は4月22日現在。
手刈りで除草する会員。

運営会議

議事録

平成17年第4回運営会議議事録
日 時：平成17年4月2日（土） 9：30〜12：00
場 所：牛久自然観察の森（レクチャー室）
参加者：【事務局】 13名【各P代表】3名【観察の森】3名
【定足数の確認】
事務局議席14名、各P代表4名、森3名、本会議は成立。
【連絡事項】
1、アヤメ園事業は、市と正式契約済み。牛久市ボランティア連絡会
より協力の申し入れが有った。
2．観察の森ソフト業務委託事業は、4月4日（月）に契約予定。
3．7＆11助成金は認可されず。日本財団は、9万、いばらぎコープ
10万、 エコいばらぎ15万、グランドワーク10万、社協1万2百
（昨年末の現有会員数ｘ100円）を取得。
4．ボランティア保険は、3月末102名の会員で契約。
5．レクレーション保険契約。＠50名ｘ2回/月＝3万6千円／年。
6．ボランティア行事保険は、6百円/30人と安くなった。
7．経理補助に、筈谷さんが2Ｈ/回/週、＠850円/時＋交通費にて
契約を予定。同費用はアヤメ園予算で対応を予定。観察の森の
経理は、渡辺ＩＰが担当する。以上は、賛成多数で承認された。
8．厚生年金、雇用保険、労災保険は、4月4日（月）対応予定。
9．刈払い機、チェーンソー講習会実施。土日の正規講習も可能で、
今年度中に、正規講習会1回、会内講習会1回を計画する。
10．森のレクチャー等、資格制度の整備を計画する。
11．ホタルＰ日程を、第3金曜日に変更する。ホタル公開は、6月の
3，4，5日及び10，11，12日の2回を計画。抽選50名／日の
予定。（公報済み）
12．愛知万博関連で、5月14，15日に里地・里山祭りが開催予定。
13．理事会の日程を、4月17日（日）から4月10日（日）に変更。
14．会計処理上、交通費の規定を明確にしたいとの意見が出る。
理事会審議事項とし、運営会議で説明する。
15．各Ｐ活動時の自動車使用は、同乗者保険加入を原則とする
16．年度総会は、4月23日（土）ＮＣにて開催。資料、葉書の発送
は、4月13日、資料完成を4月10日（日）とする。
17．各Ｐ報告は、割愛した。

里山あるき プロジェクト

七十二侯では鴻雁北
「かりが北へ渡っていく」、、、
4月10日、桜が咲き里山は様々な緑が重なって芽吹き、
光輝き眩しいほどの風景だ。今回は岡見地区、隣にアクセ
ス道路が走りながらもまだ状態の良い畦、林縁、ムジナの
山を越え岡見郵便局裏の良く手入れされた雑木林、タチツ
ボ、ノジ、アカネ、ニオイタチツボ、マルバ、ヒメスミレ、
コスミレの群落、しかしこのスミレは竹伐の後に出たもの
でその行く末が心配です。
他、キジムシロ、とミツバチチグリ、トキワハゼ、ムラサ
キサギゴケの違いなど春になって一斉に出た花々達との出
会いの小さな旅でした。参加者の感想、感動の連続、アカ
ネが発見出来た。名前来年まで覚えているぞ、ニオイスミ
レもノジも良い匂いがした。里山歩きの念力で晴れたでし
た。次回5月14日、21日「土」「第2根小屋、第3井ノ
岡」森ｐ8：30分、弁当、長靴、873−6562、高野。
又17日の合同観察会は今までと違った角度で植物の奥深
さを知る良い機会でした。
（記 高野）

会費に関しては、理事会審議事項であり、細則変更で対応する。
定款変更議案は提出せず、必要に応じて、臨時総会で変更する。
【今年度組織案】
定時総会に提出する今年度組織案を打合せ。（総会資料参照）
尚、保険担当理事を決めたいとの意見が出る。 当面、保険の申請
業務は、坂代表が担当し、経理／保険／会員管理をまとめる案が出
た事を付記する。組織図、各ＰにジャガイモＰを追記する。

じゃがいも プロジェクト

みんな

牛久昆虫探偵団 「ファーブル」

ありがとう！

4月3日、広報を見て参加した人が17人、里山の会
員が13人で始まった。畝作りや、種いもを切って灰を
つけ、30センチ間隔、うね巾70センチでと説明する。
飯田さんが、長さに切った篠だけを用意してくれた。
小学生4人と2才の男の子1人も、お母さんとじょうず
にいもをおいていく。あまり臭わないけど、豚糞も肥
料として使い軍手でムンズとつかみ、種と種のあいだ
に置いていく。
種は去年より5キロ程少ないが、残っているこいもが、
たくさんあったので安心していたら、大変なことに
なった。畑の半分くらいが残っている。あせった！！。
秋山さんが「同じじゃがいもを植えるのがいいよ。」
と言ってくれたので、急きょ和田さんに買いに走って
もらった。
12時を過ぎているし、疲れもでてきたし、明日しよ
うと思っていたら「今日やってしまったほうがいい」
という三浦さんのアドバイスで、結局3時までかかって、
全面を植え終えた。ほっと大きく安堵した。
みんなありがとう。
ヤーコン、サトイモも植えた。
（記 横山）

（記

須藤）

里山百選 プロジェクト

里山百選

活動報告

2月の例会で前年度の定点撮影なども終了し（一年間）
3月から新年度の活動に入る。
今年度最初の例会は前年度の反省から画像処理の勉強会
を行い、講師の山田さんから有意義なお話を聞くことが
出来ました。
4月の例会21日（木）の出席者で今年度の活動の予定を
協議し、新しい定点撮影の場所を検討しました。
特に、今後環境の大きく変わることの予想される小野川
に沿った圏央道の建設に伴う地域の撮影を重点的に行い
たいと提言があり、其の趣旨に添って活動しようと決ま
りました。
また、新生アヤメ園が里山の会にとり新事業ということ
でもあり、早速現地にロケハンに行き周辺六ヶ所ほどの
定点撮影場所と撮影責任者を設定し4月28日（木）から
一年間最低月2回の撮影を開始することになりました。
又小野川沿いの撮影場所の決定は次回例会（5月19日）
にロケハンを行う予定です。
（記 臼井）

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。

さとやまがっきゅう プロジェクト

里山に春が来るよ。会いに行こう！

定点撮影に指定したアヤメ園

雑木林応援隊 プロジェクト

ムジナの里で悩むこと！
3月10日
今年度初めての活動、前回年間計画を決め
るが、現場あわせの作業が入るのは仕方の無いことである。
予定の作業と竹林にある、ブルーシーで覆われていたカマ
ボコ型の炭焼き小屋の撤去と周辺整理を行う。
ドラム缶等の大型のゴミを整理するが、これらをどう処
理したらよいのか。今回はトラックでなければ運べない。
その他にも投棄されたゴミの処理にも悩むところです。
3月24日
園内整備
杉林の整備と炭小屋前に棚を作るための支柱と梁材の切
り出し、そして29日公開炭焼き用の木材の準備。支柱とな
るサワラ、ヒノキを切り倒したらその場で樹皮を剥ぐ、日
を置くと剥けなくなるとのこと、樹皮でスギ、サワラ、ヒ
ノキを見分けるのは難しい。隣で水野さんが綺麗に樹皮を
剥いでいる、ツルツルの木肌が現れ頬擦りをしたくなるよ
うだ、石塚婦人と私が行っている木はどうやっても綺麗に
むけない、木の種類が違うからと勝手に納得。
梁となる材も含めて12本綺麗に並ぶが、2本だけ綺麗で
ないのが有る、一本は私も手伝った木である。木の種類が
違うのか誰も結論を出さないまま本日は終了となる。炭小
屋横に置いてありますが、我が家の床柱にと思うほど美し
いので、NCに行かれるときは裏通りを。
29日より公開炭焼きを行いますので多くの人の参加をお
願いいたします。
（記 飯田）

4月9日土曜日
4月も今週に入りやっと春の陽気に恵まれ、今日もぐ
っと気温が上がって絶好の自然体験日和になりました。
しかし、今年はこたつから出るのが嫌だったのか春の訪
れが少し遅く、午前中に予定していた春の山菜採りが出
来ずに、急きょヨモギとセリの野草摘みに変更になりま
した。夕ご飯には天ぷらにして食べましたが、身近なと
ころでこんなに香りの良い野草摘みが出来る事に大変感
動しました。
お昼には、満開の桜の下でみんなでご飯を食べ、午後は
子供たちも大好きなネイチャーゲームを楽しみ、各自解
散となりました。
今日は、天気にも味覚にも春を満喫した一日でした。
（記 若林 ）

ネイチャーゲームで背中に
付けたアリの絵

5 月の里山カレンダー
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 PS はパートナーシップ事業
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変更になる場合があります。HPを参考にご覧ください。

イベント情報・プロジェクト情報
★★

パートナーシップ事業
「わんぱくビートルズ」参加者募集！

★★
★★

カブトムシの里親になってみませんか？
カブトムシを幼虫から育てて夏の雑木林に放してあげましょう。
日時：5月21日(土)，7月16日（土）各日午前10時〜12時
（9:30ネイチャーセンター集合）
場所：牛久自然観察の森
対象：小学生30名（保護者の方見学可能。子どもだけの参加
も可能です）
申し込み方法：牛久自然観察の森（電話029-874-6600）
までご連絡ください。
参加費：一人につき400円（保険料＋資料代），
会員は100円(資料代)
主催：NPO法人うしく里山の会、牛久自然観察の森

★★

畑隊活動日

★★

5月4日（水）11（水）20（金）25（水）午前9：30〜

★★

お詫び

★★

総会でお約束した、牛久自然観察の森管理の企画書と備品等
の資産状況の報告書は、来月号の会報発送時に同封致します。
ご迷惑をおかけいたします。
事務局
会報のお問い合せは

「会費納入のお願い」

★★

年次総会資料をお送りした際『振込取扱票』を同封致しました。
平成17年度会員に継続される方は、年会費の振り込みをお願い
します。一般会員 2000円
家族会員（大人）1000 家族会員（子供）500円です。
新規加入の方は、年会費に500円の入会費か加算されます。
郵便振り込みの際 領収書は発行しませんので、払込金受領書
を保管ください。

★★

アヤメの補植に参加しませんか

★★

日 時：5月8日（日）午前9：00〜
場 所：牛久市観光アヤメ園
作業内容：アヤメの補植、約2,000本
持ち物、弁当、飲み物、軍手、長靴、帽子、タオル、汚れても
よい服装、スコップ（大小）が有る方はお持ち下さい。
他の予定の有る方は午前中だけ又は午後のみでも可。
うしく里山の会会員の方は会員証を付けてきてください。
参加可能な方は下記のいずれかへご連絡ください。
羽田
坂弘
山田

昌司 cosmowing̲hada@ybb.ne.jp 029-873-7219
毅 kyu-saka@jcom.home.ne.jp 029-873-7903
修 tanukydon@yahoo.co.jp
029-872-9202

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。

