うしく里山の会

広報誌

【指定管理者制度についてのお知らせ】
日頃、会の活動にご協力いただきましてありがとうござ
います。今年の年次総会において、牛久自然観察の森の一
部管理受託については、皆様からご承認いただきました。
そして観察の森レンジャーの皆さんを、うしく里山の会の
職員としてお迎えし、新たな体制のもと、スタートしました。
今年度は観察の森と里山の会の協働、更には牛久市とのパ
ートナーシップも従来にない緊密な関係になり、多くの成
果を上げてまいりました。観察の森に来園する多くの市民
（他市町村含む）からは、森が綺麗になった、活気が出て
きたね、楽しい行事が増えた等々評価する声があがってい
ます。
朝8時には全員が出勤し、分担された清掃作業が手際よく
こなされていきます。トイレの清掃、スリッパの清掃、ネ
イチャーセンターのモップがけ、園路の清掃、駐車場のゴ
ミ広い等、お客さんが来る前には掃き清められています。
このような職員の動きに呼応して、里山の会のバックアッ
プ体制も整備され、園内の環境管理作業にも多くの会員が
率先して参加してまいりました。
今年の観察の森の変革は市民の目で改革を進めたことによ
る成果ではないかと思います。
そして、今年9月牛久市定例議会において、指定管理者
制度の議案が議決され、来年度から指定管理者制度がスタ
ートします。牛久市の指定管理施設は牛久自然観察の森が
対象となり、指定管理者の公募が始まりました。10月20
日公示され、25日から申請書類の受付で、うしく里山の
会として申請書類を提出しました。その後、11月2日か
ら二回にわたりヒアリングが行われ、その後候補者の審査
が行われます。11月中旬には候補者が決まり、12月の定
例議会で議決されますと、年内には指定が告示されます。
うしく里山の会は今まで実績があるとは言っても、公募に
よる厳格な審査がありますので、指定されるかどうかは分
かりません。会報が発行される時期にはすでに膨大な申請
資料が牛久市の担当部署にわたり審査が始まっているはず
です。うしく里山の会としましては、今までの実績と、指
定管理者になって観察の森をどのように変えるのかと言う
ことがポイントになるでしょう。静かに審査を待ちたいと
思います。
代表理事
坂 弘毅

「いばらきＮＰＯフォーラム」に
うしく里山の会が参加します！
茨城NPOセンター・コモンズ、茨城県経営者協会、茨
城新聞社、大好きいばらき県民会議は，ＮＰＯをめぐる
最新動向を紹介するフォーラムを毎年開催しています。
今回は、300近くに増えた県内のＮＰＯの関係者が一
堂に集い活動をアピールし，ＮＰＯ・市民・企業・行政
との連携を深め、さらに、つくばエクスプレス（TX）の
開業を記念するということで、東京、埼玉、千葉の方々
とも交流を図る目的で2日間にわたり、つくばで開催され
ます。
うしく里山の会も，28日のテーマ別セミナーに参加す
ることになりましたので，会員のみなさま是非参加して
ください。
日時：10月28日（金）〜29日（土）
会場：つくばスタイルフェスタ会場〜つくば学院大学
参加費：無料
詳しくは，茨城ＮＰＯセンター・コモンズのＨＰをご覧下さい。
http://www.npocommons.org/03report/0309-17.htm
うしく里山の会事務局
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うしく里山の会回覧板
【指定管理者制度募集開始】
「牛久自然観察の森」の指定管理者募集が開始され
ましたので，至急みなさまにお知らせいたします。
※指定管理者制度…公の施設の管理に民間の能力を
活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、
経費の削減などを図ることを目的に、市が指定する
ものに施設の管理運営を行わせる制度です（牛久市Ｈ
Ｐより）。
■ 牛久自然観察の森：指定管理者の募集について
牛久市では、牛久自然観察の森設置及び管理に関
する条例の改正にともない平成18年度より，牛久自
然観察の森の管理運営を指定管理者に行わせること
となりました
この条例にもとづき牛久自然観察の森の管理運営
を行う指定管理者を募集が10月20日開始されまし
た。
http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/section/ryok
uka/siteikanrisyabosyuu.files/siteikanrisyabosyuu.htm
※なお，募集要項中の一部データは，情報公開条例
に基づきインターネットからは閲覧できませんので、
ご覧になりたい方はうしく里山の会の観察の森担当
理事の齋藤インタープリターまでお問いあわせくだ
さい。
(観察の森：029-874-6600）
■ 会としての対応
本年度4月から，うしく里山の会のソフト業務（
自然解説，日常的な園内の管理作業など）はうしく
里山の会が，インタープリターを雇用する形で業務
を受託していることから，里山の会はそれに応募す
る予定で坂代表理事及び観察の森：齊藤さんがとり
まとめとして対応にあたっています。
募集から，申請まで期間が短いことから，会員の
みなさまには，「会報」や「説明会」を開催すると
いう形でお知らせしたいと思います。
■ 指定管理者応募に関する会員向け説明会（3週
間実施・事前予約制）
本日から〜11月18日の観察の森開園日に、事前
の電話・来園予約に応じて、現在観察の森担当理事
の齊藤さんが応募に関する概要を申請書類等用いて
説明いたします（説明会の時間帯は希望に応じて調
整いたします）。
■ 今後の大まかなスケジュール
現地説明会
10月21日（金）
申請書類の受付 10月25日（火）から28日（金）
応募者全員を対象にしたヒアリング 11月2日（水）
指定管理者の候補として選定された団体への2次ヒ
アリング 11月9日（水）
指定管理者の候補者審査 11月上旬
牛久市議会の議決 12月
指定の告示
12月
協定の締結
平成18年2月（予定）
指定管理業務の開始 平成18年4月1日

運営会議

議事録

雑木林応援隊 プロジェクト

平成17年第10回運営会議
日時：平成17年10月1日（土）場所：観察の森（ボランティア室）
【定足数の確認】
出席者 議席数23名のうち、15名出席。1／2以上の出席本会議は成立。
【連絡事項】
1．県から「森林ボランティア団体交流会」の案内。10月6日坂が出席。
2．環境団体の懇談会の案内。10月9日（土）斎藤CCに出席を依頼。
3．牛久市ボランティア・市民活動ネットワーク設立の案内に関して。
市内各ボランティア団体がネットワークを作ることになった。まちづくり
提言・行政への提言など、従来より新しい形として注目されている。
会の加入を協議したい。設立発起人会に坂も名を連ねている。
〈意見〉設立発起人会に会の代表参加を、理事会に諮ったのか？
〈回答〉坂：経過は理事会に対し主旨を説明していなかった。
ご指摘の件、弁解の余地はない。次回より注意したい。
4．森林の立木を伐採するには届出が必要
牛久市広報9．15号にて、森林法により、地域森林計画の対象となっ
ている森林の立木（徐伐、枯損木は除く）を伐採するときは、事前に
「伐採及び伐採後の造林届出書」を市長に提出することが必要になる。
該当森林が地域森林計画になっているか、詳しくは市農業政策課へ。
＊ 里山の会としては対象が森のコジュケイ他観察の森内全てと、ムジナの
里が該当するので、柳下Mgr.に確認を依頼。
5．個人情報保護方針に関して
個人情報保護法ならびに、牛久市の個人情報保護条例によって、個人情報
の適正な取り扱いを定めたもの。会は今年度から2件の受託事業を受けて
いる。個人情報の管理について、市から会の個人情報保護に関する基準等
を示すように指示されたため、方針書を市に提出した。
特定非営利活動法人うしく里山の会個人情報保護方針として定めたので、
報告する。観察の森の管理責任者は斎藤CCに委任。アヤメ園は坂が担当。
6．「いばらきＮＰＯフォーラム2005inつくば」の件
前会議で懸案だった「指定管理者制度」が削除された、参加すると伝えた。
日時：10月28日〜29日 筑波学院大学にて（メイン会場）テーマ：
「公共サービスの質を高める〜協働の仕組みと市民による施設管理」
7．小野川探検隊第二回探検交流の件（県主催行事）
11月26日（土）牛久自然観察の森および小野川周辺にて開催。今回の交
流会の主体は当会で、約150名の子どもが集まる。グループに分けて実施
する。事前準備・当日のスタッフを里山の会と森の職員にお願いしたい。
【審議事項】
1．東京電力（株）のボランティア派遣制度の件
東電の定年退職者を社会貢献のため東電が給与を全額持ち、希望する企業
・団体へ派遣すると言うもの。交通費は受入側が持つため、支払い能力が
ないこと、有給職員は持たないこと。以上の条件があり受入は難しい。
＊採決：今回の件はお断りすることとする。
2．牛久市ボランティア・市民活動ネットワークに団体として入会の件
前述の説明の通りであるが、団体の入会としては年500円。
＊採決：賛成多数で可決。
【各Ｐ報告】
月間スケジュール表ならびに、会報の報告事項の不足分のみ報告する。
特別に伝えなくてはならない内容のみこの場で報告するようにした。
1．ありんこクラブ（丸山）
運営資金補充の主旨ではじめた森のグッズの件、龍ヶ崎税務署の対応は、
協賛金をお願いする場合、1個200円以上と明示すればＯＫとのこと。
ネイチャーセンターの一部カウンターを借りて近日中に開設する。
追補
山田修、増田勝彦、両名が理事を辞任。

10月9日 小雨
ムジナの里
今日は雨であるが中止の連絡はしなかった。数名が
来られたが作業は中止とし、来週のつるカゴ講習のた
めのつる集めをおこなう。昼食もとらずに炭小屋前に
運び終わった時は14時を回っていた。ドロだらけに
なって帰る、子供のとき母ちゃんに怒られたのをフッ
と思い出し、妻に叱られるのではないかと心配になる。
10月15日 曇り、小雨
炭小屋前
明日の打ち合わせ。観察森のやぶでつる集め、今日
は早々に切り上げる。しかし靴・ズボンがどろだらけ。
静かに着替えて、洗濯カゴにまるめて入れておく。
10月16日 小雨
炭小屋前
今日はつるカゴ講習。味噌汁当番なのでトウフ・油
揚げ・しめじを買う。炭小屋に到着すると小雨が降り
始めた。急遽梅林にある四阿で行うことにする。予定
の時間には20名の参加者が集まり原口さんの指導で
はじまった。あちこちから質問が出ると、その度に原
口さん、石塚さん、竹越さん、河村さんが丁寧に対応
していた。私は味噌汁当番に集中した。味噌汁もおい
しく食べていただき、全員がカゴを作り上げることが
でき、また余ったつるも皆さんに片付けていただいた。
自分で作ったものがオシャレに利用できる、そんなこ
とがつるカゴ作りの魅力かなと思いました。
3時前には全員で記念写真を撮り終了。カゴを抱えて
帰る姿は心でスキップしているようでした。
10月23日は24日まで報告がない場合はなしです。
（記 飯田）

参加したみなさん

ありんこクラブ

こんにちは！ありんこくらぶです。
ネイチャ−センター事務所前に「うしく里山の会協賛
金募集コーナー」をオープンしました。
一口200円以上の協賛金に里山グッズのお礼を差し上
げています。グッズはフクロウバッチ、ジュズダマのス
トラップ、ススキのミニ箒、竹炭等楽しい物ばかりで、
ありんこクラブのメンバーが作成し、季節によって並ぶ
物が変わります。
会の活動資金確保と来園者に会のPR、牛久自然観察の
森に来た記念と思い出を残すために考えた苦肉の策です。
現在4名で「ぼちぼち・こつこつ」進めていす。
皆さんアイディアとお力をお貸し下さい。（記 丸山）

協賛金コーナー

プロジェクト活動報告
里山歩き プロジェクト

初秋のさわやかな一日を、船上からの牛久沼探検に「
里山歩き」の皆さんと共に参加させて頂いた。
私にとっては一つの目的があった。それはかつて沼の上
流に存在した「浮田」と「かき上げ田」の探索である。
これらは、低湿地での稲作技術の一つで、水田面積を確
保する工夫である。
「浮田」は、ケドと呼ばれるマコモの腐った根塊の固ま
り（川面に浮いている）の上に、泥土を盛って作る文字
通り川の中に浮く水田である。
一目実物を という思いで湖畔から幾度となく探索を
してきた。
出発後40分程経過したであろうか。東谷田川の東岸の
ハス原の一角に発見することができた。面積にして2坪
ほどのほんの一部だけではあったが、感無量であった。
同行の皆さんも一様に興味関心を持ったようだ。
この後、何年くらい姿を留めてくれるだろうか。心を残
しての沼探検であった。
（記 石神）

発見した浮田

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。

そば プロジェクト

9月30日 合併して常陸大田市となった金砂郷支
所の関さんの案内で、赤土地区の海老根武志さん宅を
訪問しました。かなり山奥で標高も高いところです。
海老根さんはきさくなかたで葉タバコの仕事を中断し
て迎えてくれました。各地から人が訪問する玄そば作
りの名人です。
赤土地区はその名の通り赤い色の粘土質の土で岩の細
かくなったもののように見えます。
お盆前の8月12日から盆上がりの8月18日にまい
た。お盆前のものが実入りが良い。虫はあまりつかな
いが収穫の補償はない。40日で開花する。9月15日
満開だった。刈り取りはそばの実が7割がた黒くなっ
た時におこなう。1週間から10日間はざにたて後熟
させる。雨が降っても大丈夫。そばのおいしさがわか
るらしくいのししがきて食べる。体を冷やす効果もあ
るらしくねころんでころげまわる。花のうちはこない。
対策のため電気柵をぐるりとめぐらしている。
海老根さん宅からすぐのところにある畑を見学させ
てもらいました。日当たりの良い風通しも良い水の不
足もないところで同じくらいの背丈にのびかりやすそ
うでした。ご夫婦で65アールを作っているとのこと。
仲良しでなくてはできない仕事です。
エゴマ味噌をかけた手作りこんにゃくもごちそうにな
りました。歯ごたえのよさかおりのよさ奥さんの料理
の腕にもウーンとうならされました。 （記 横山）

雑木林畑隊 プロジェクト

成人病の予防効果があって、美味となれば、誰でも感心を
持たれるでしょうが、その一つの食材に茸があります、
しゃしんの茸は植菌した茸（シメジ・ナメコ）が発芽？する
前に現れた招かれない客、畑でいうところの雑草（雑茸）です。
雨の少ない時期には何十回か施水し、直射日光にさらされぬ
よう慈しみながら幾星霜、おめあての茸にめぐり会うのは容
易ではありませんが、他の植物同様、育てる魅力は仲々のも
のです。
里山歩きには絶好のシーズンに入りました。
今年は茸の当たり年だそうですが、くれぐれもドク茸には当
たらぬようご用心ください。
（記 小野寺）

招かれない茸
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※ 活動日、会報の編集発行は都合により変更になる場合があります。最新版はHPを参考にご覧下さい。

お知らせ
● 第31回さとやまがっきゅう
【いろとりどりの秋を感じよう】
日 時：11/27(日)
活動場所：牛久市遠山地区・牛久自然観察の森
内 容：自然観察、ネイチャーゲーム、クラフトなど
参加費：一般200円(保険代)、会員無料 [別途材料費
が必要になる場合もあります]
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 9:45までに
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)
※必ず事前にお申込ください。

●

こども星見隊 開催のお知らせ

日時 ：11月12日（土）19:00〜21:00（受付18:30）
場所 ：牛久自然観察の森 ネイチャーセンター
内容 ：天体望遠鏡で火星・月・星雲の観察。星座解説。
対象 ：小学校4〜6年生の親子20組・40名程度
費用 ：一般200円/うしく里山の会会員は無料
申込み：電話又は直接、牛久自然観察の森へ
牛久自然観察の森 TEL 029-874-6600
主催 ：NPO法人 うしく里山の会、牛久自然観察の森

●

そばプロジェクトのお知らせ

待望のそば打ちにズンズンズンズン近ついてきました。
韃靼そばの成長の悪いのだけが 心配です。
そばの実落し11月5日（土）そば畑 9時30分
雨天11月6日（日）
唐箕かけ
11月19日（土）観察舎9時30分雨天決行

●

大芋煮会

じゃがいもの時に植えたヤーコンと里芋の収穫をします。
そして、うれしいうれしい『大芋煮会』を開きます。
山形の芋煮会に勝るとも劣らぬ牛肉たっぷりの本格派！。
11月6日（日） 雨天11月13日（日）
集 合
もとじゃがいも畑 9時30分から
持ち物
おわん おはし おにぎり 飲み物 敷物
参加費（材料費） 大人300円 子供100円
じゃがいもプロジェクト以外の方の参加 大歓迎です。
問い合わせ
横山 874-1430

●

広報委員会委員

募集中です

会報やポスター、パンフ、HP等を創ります。
気軽に連絡してください。
広報委員会 丸山 0297-66-4876 または
山田 029-872-9202 迄ご連絡ください。

