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いよいよ開始します。
牛久観光アヤメ園の委託管理を市と契約
プロジェクトメンバーを広く募集します。
かねてから牛久市より話のあった三日月橋そばの「牛久
観光アヤメ園」の委託管理の話が具体化し、3月24日正式
に契約いたしました。
当日朝、市の牛久市職員と里山の会坂代表、山田、羽田理
事も加わり、和やかな雰囲気の中で話し合いがもたれまし
た。
里山の会としては、初めての委託事業ということで気持ち
の引き締まる思いでした。
平成17年度は4月より具体的な活動を始めますが、美しい
アヤメやハナショウブを市民や来園者の皆様に少しでも満
足いただけるよう努力してゆくつもりです。
また、大勢の会員の皆様にこの活動に参加していただき、
アヤメ園の再生を成功させたいと考えております。
この事業に関しては、会員に限らずメンバーを広く募集し
ておりますので、希望者は事務局へお申し出ください。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
記 羽田

平成17年 4月

NPO法人 うしく里山の会
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@infoseek.jp
HP http://u-satoyama.web.infoseek.co.jp/

新規プロジェクト

昆虫探偵団「ファーブル」
会員大募集
今年度発足の昆虫探偵団「ファーブル」の主な活動は、
1、牛久市の昆虫相調査
牛久市全域を対象に、生息する全ての昆虫を通年調査。
2、牛久市を蝶の舞う街にする活動。
公園・駅前・住宅地・土手などに蝶（昆虫を呼びもど
す。そのために食草・密源になる植裁を広げる。雑木
林や雑草地の保全。小規模の清水・遊水池を守る。
3、イベント活動
モンシロチョウ等特定種の初見日・終見日情報の収集。
蝉・鳴く虫（各種）の初鳴き鳴き終わり情報の収集。
牛久産昆虫展の開催（昆虫相調査1）。
牛久産昆虫デジタル図鑑編集（昆虫相調査2。）
アゲハ類の蝶道地図・昆虫分布図の作成。
「夏の 蝉時雨 コンサート」「秋の 泣き虫 コン
サート」開催 市蝶 選挙（市民による牛久市のシン
ボル蝶の選定）
蝶（昆虫）の訪れるガーデニングと昆虫庭園巡りウオ
ーキング。
昆虫関連のオークション開催。昆虫公園づくり。
4、研修活動
環境・生態系の保護と保全について。
昆虫調査のノウハウについて。 ファーブルを学ぶ。
5、HPの解説
6、会報の発行、等を予定しています。
参加ご希望の方を大募集中です。事務局または須藤まで。

うしく里山の会の蔵書を
ご利用ください。
全国107事例
「地域の新たな森林管理」
我々のうしく里山の会の活動も掲載されています。
全国のさまざまな森林管理が紹介されています。
ぜひご覧下さい！！ネイチャーセンターの
うしく里山の会ロッカーに保管しています。
「私たちの森林」
こちらは小学生位からでもわかりやすい森林の
しくみが書かれています。
編集発行/（社）日本林業技術協会

編集/全国林業改良普及会

運営会議

議事録

平成１７年臨時運営会議議事録
日 時：平成17年3月20日（土）9：30〜12：00
場 所：牛久自然観察の森
参加者：【事務局】 坂、羽田、山田、増田、梨本、阿部（真）、
丸山、今泉（代理）雨宮（記録者）【各Ｐ代表】小野寺
【観察の森】 斉藤IP
【定足数の確認】
事務局議席14名、各Ｐ代表4名、森2名、本会議は成立。
【報告事項】
【連絡事項】
1、ボランティア活動保険に関して
次年度参加人数の確認は出来ていないが、現会員数にて契約
を継続する。
2、レクレーション保険に関して（36,000円/年50名x2回/月）
本保険も継続契約とする。
3、ボランティア行事保険（ワンビー、さとやまがっきゅう）
＠1,500円/回、現行とおりとする。
4、アヤメ園委託事業用傷害保険（名称確認中）は、アヤメ園予
算に組み込む。
5、日本財団の助成金 リヤカー代90,000．認可決定。
6、県税事務所より「減免処理申請書」の送付あり。
7、ワンビー企画案提出及び説明（今泉さん）
8、アヤメ園管理業務
プロジェクト対応とする。見積書の説明有り、支払条件（分
割前渡金等）は、別途市役所と打ち合わせとなる。（3月
24日を予定）
一般市民向けＰＲも予定し、工数に関しては有償対応
（里山の会会員を含め）を予定している。
9、観察の森管理委託事業は、4月1日正式契約を予定。尚、緑
化推進課2名（榎本さん、柳下さん）は、来年度常駐予定。
10、中央住建より、賛助会員（法人）の希望があった。
別途説明を行う。（雨宮）
11、星見隊、里山歩き、応援隊のコラボ活動を4月17日（日）
9：30からムジナの里にて実施予定。同日は理事会と重なる
ため、理事会出席者は理事会終了後、参加下さい。
「参考」運営会議メンバーの確認（敬称略、順不同）
1、事務局（14名） 理事7名 坂、山田、雨宮、羽田、小林、
阿部、小倉 監査2名 梨本、増田
事務局5名 高野、丸山、飯田、真奈美、臼井
2、各Ｐ代表（4名） 小野寺、横山、須藤、戸塚
3、森代表（２名）
柳下、斉藤
以上

さとやま商品（仮）

3月の動き
3月 2日、小野川探検隊連絡会議。（山田）
3月 3日、牛久市観光アヤメ園において市と仕様摺り合
わせ。（山田、羽田、梨本、坂）
3月 4日、龍ヶ崎税務署へ法人税に関する相談。（丸山、
山田、増田）
3月 7日、茨城コープ助成金贈呈式に出席 。(坂)
3月 8日、アヤメ園付近在住の野島さん宅訪問。（坂、
山田）
3月10日、千葉県佐原市の久保木商店を訪問。アヤメ園
の補植用株の予約。（坂、羽田、山田）
3月13日、アヤメ園見積書の検討会。（坂、羽田、山田、
梨本、増田、）
3月14日、刈り払い機の法定技能講習実施。（羽田、山
田、三浦、和田、静、坂（里山の会）石神園
長、斎藤、渡邊、依田、金久、早川、上野
（新人）6人（森）
3月15日、（商工振興課）アヤメ園の見積書の説明会。
(坂、山田、増田、）
3月16日、森の業務移管について緑化推進課と移管に伴
う仕様の説明会。（坂、山田、羽田、）
3月22日〜23日、チエーンソーの技能講習会、
3月24日、アヤメ園の契約。（坂、山田、羽田）
3月23日、牛久市社会福祉協議会17年度ボランティア活
動保険102名分更新（坂）
3月23日、19：00〜税理士窪木さんと打ち合わせ（坂,
丸山、羽田、山田、増田、)（長山公民館）
3月24日、水戸地方法務局 登記簿謄本受け取り(坂)
3月24日、中央図書館リーブル西木戸さんと打ち合わせ。
（坂）
3月24日、総務部監理課へ契約書提出。（坂）
3月24日、関東つくば銀行牛久支店、牛久市の業務委託
関連の新規口座開設2件。（坂）
3月25日、社会保険事務所（土浦）厚生年金等の申請
（レンジャー6名分）（坂）

プロジェクト

かつて里山の自然は人が暮らしに利用することで守られてき
ました。残念ながら今では、里山の薪も柴も落ち葉も必要では
なく、利潤を産む場所ではありません。でも、里山を守るため
の資金を、里山から生み出すことができ、それが手入れするこ
とに繋がるとしたら、どんなにすてきでしょう。一緒に「現代
版里山利用の循環」考えませんか！
たとえば●間伐材、小枝・・加工して里山グッズに、チップに
して舗装材に、バイオ発電の原料に。●蔓、ドングリ、松ぼっ
くり・・リース手芸の材料に。●竹、篠・・枝打ちして園芸用
支柱に、幼稚園向け鯉のぼり工作の棒、七夕飾り用。●木炭、
竹炭・・布袋に入れて体裁を整えて効用、利用法を提案。●落
ち葉・・腐葉土に加工し園芸用に。●畑で藍や茜を栽培して染
色材料として。余剰作物・・じゃがいも、きのこ。これらを
『さとやま商品』として販売し、不足しがちなうしく里山の会
の運営資金の一部としてはどうでしょう！、大切なのは、・ど
こから出たものか。・誰が作ったのか。・この材料を森から利
用することで環境がどう改善されるのか。・収益は環境の管理
にどう活かされるのか。を明記して購入者にきちんと知らせる
こと。利用者は購入することで環境保全活動に参加したという
意識を持ってもらえればと考えています。そうすれば、実益と
啓蒙と保全がうまく回る循環ができそうです。他にもいろいろ
アイディア出し合って、世に出してみませんか！
言い出しっぺ・・・山田、丸山。
初回活動・・・5月6日10時からNCにて
記 丸山

こんなの作ってみませんか？

雑木林畑隊 プロジェクト

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。

3月13日 ムジナの里
前回に引き続き四つ目垣つくり、全体の2/3を作った。
続きは来年度の持ち越し。杉林の林床整備。
3月19日〜21日 木炭製作
春分の日を迎えてお墓参りもさておいて炭焼き。
3月27日 ネイチャーセンター
今年度の実績を考えながら、みんなと来年度の計画つ
くり。
記 飯田

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。

里山歩きプロジェクト

きれいに出来上がった竹柵

わんぱくビートルズ プロジェクト

カブトムシの里親になってみませんか？
森の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。昆虫好きの小学生集まれ！！
日時：5月21日(土)，7月16日（土）
各日午前10時〜12時（9:30集合）
場所：牛久自然観察の森内の雑木林
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）
申し込み方法：4月21日（木）午前9時より電話にて牛
久自然観察の森（電話029-874-6600）まで申込みく
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

依田っちカブト（オス）

ギシギシの新芽のヌルヌルは血液をサラサラにする
とかで、早速山菜採り、カンゾウ、まだ少し早いがカ
ラシナの柔らかな葉、クヌギなどに付くキクラゲ、を
おみやげに、林の中のフデリンドウ、オオハナノワラ
ビ、シュンラン、トウゲシダの胞子を飛ばす向きの説
明、植物の生きる知恵、桂川の畦に少なくなった、コ
オ二タビラコ、トウダイグサ、トウダイグサ科は花は
地味だがクローズ、アップにすると面白い、色々ある
ので機会があったら見てみると楽しいと思う。畑の縁
にイヌノフグリ？らしきものを発見、観察の森以外で
は見たことが無いのでもう１ど確認に行くことに。毎
回歩くたびに、自然の小さな驚きや発見が心を動かす。
それが感動を呼ぶのだと思う。今回は17名の参加者
がありました。渡辺さんを始め、石神園長、三浦さん、
そして参加して下さった皆様暑くお礼申し上げます。
又来年度も御一緒下さい。
次回4月10日「日」岡見の湿地、観察の森P8:30分、
夏時間になるので御注意、弁当、長靴、
029−873−6562、高野、
17日「日」ムジナの里、合同観察会、
歩きのメンバーの申し込みは高野まで。

4 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
★★

じゃがいもプロジェクト日定

★★

昨年は、ワセシロ、キタマカリ、皮の赤井アンデス
レッドや紫色のパープルなど、6種類のジャガイモを
植え付けました。花も、白、ピンク、紫ときれいでし
た。さて今年は、、、？ジャガイモの「種いも植えか
ら、収穫祭まで」を楽しみます。
日程
1、種いも植え
2、芽かき
3、土よせ
4、収穫祭

4月 3日（日）（雨天）4月10日（日）
5月15日（日）（雨天）5月22日（日）
5月29日（日）（雨天）6月 5日（日）
7月10日（日）（雨天）7月17日（日）

場所
牛久自然観察の森 梅林奥の畑
時間
午前9時30分から約2時間
持ち物 軍手、長靴、帽子、飲み物
申込み、問い合わせ 横山 029-874-1430

★★

里山歩きマップ掲示予定

★★

4月初旬から中旬にかけて里山歩きのマップをNCで
掲示予定です。ご期待ください。

会報のお問い合せは

★★

『野草研究＆月見の会』のお知らせ

★★

（雑木林応援隊／里山歩き／こども星見隊 合同企画）
日時：4/17(日) 9:30〜14:00頃（雨天中止）
内容：春を迎えたムジナの里および周辺の自然を観察しながら
野草を集め、天ぷらにして味わいます。果たしてどんな
野草があるのか？それは参加してのお楽しみ！
午後には月が昇ってくるので、望遠鏡で観察します。
対象：うしく里山の会会員およびその家族
費用：[会員]大人200円 子供無料、
[非会員] ひとり200円（保険代）
持物：食器（皿、椀、箸、コップ）、飲み物
集合：ムジナの里 9:30（又は自然観察の森 第１駐車場 9:20）
雨天中止の連絡は、8:00過ぎホームページ又は電話にて。
申込：氏名、電話番号、希望の集合場所、中止の連絡方法をご
連絡ください。
宛先：阿部真奈美 029-872-8810[留守電/FAX]
うしく里山の会メール u̲satoyama@infoseek.jp
※雑木林応援隊／里山歩きメンバーは各プロジェクト代表へ
ご連絡ください。
※当日の参加申込も可能ですが、人数把握のためなるべく事前
にご連絡ください

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。

