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小さな田んぼで
﹃いのち﹄をつなぐ﹃ヘイケボタル﹄

夏にはホタルが飛び、秋には収穫と楽しみ満載の田んぼ

牛久市立向台小学校５年生たちと（写真提供：向台小）

自然観察出前講座 石神 良三

向台小学校の五年生が ︑総 ン ボ ウ ︑ シ ュ レ ー ゲ ル ア オ ガ
合学習の一環として取り 組ん エ ル︑ドジョウ︑ザリガニ︑タ

でいる﹁ヘイケボタル﹂ の保 ニシ︑モノアラガイなどの生き

全活動が三年目の今年もスター ものに出会えた事も︑今後継続

される保全活動を支える大きな
トした︒
四月二十九日にホタル の生 力になるだろう︒
私たち出前講座のメンバーも︑

態や生息環境について学習し︑

五月十一日に田植えを実 施し 子供達と夢を共有しながらの楽
た︒なぜ田植えなのかと いう しい支援活動を進めたいと思う︒

と︑﹁ヘイケボタル﹂の 幼虫

は谷津田と呼ばれる田ん ぼや

その周辺の水辺などの環 境に

生息するタニシやモノア ラガ

イなどの巻貝を餌として 命を
つないでいるからだ︒

巻貝が生息出来る環境 とし

ては︑先ず﹁きれいな水 ﹂が

条件だ︒田んぼに隣接す る台

地の斜面林からの湧き水 が流

れ込んでいる様子を観察 した

ことで子供達も納得出来 たよ
うだ︒

田 植え を し な が ら︑ ア メ

写真提供：向台小
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チーム街路樹２０受託事業報告
増田 勝彦
﹁松戸市常盤平﹂
第二回・研修見学会に参加して
五月十日︵日︶︑松戸市常盤平の研修見学会を実
施しました︒常盤平駅は常磐線松戸駅で新京成線に
のりかえて九分︑駅前の中心は公団住宅で︑周りを
一戸建ての住宅が立ち並ぶ古い住宅地です︒一九八
六年 に︵旧 ︶建 設省に より ︑市 内のさ くら 通り が
﹁日本の道一〇〇選﹂に選ばれています︒
チーム街路樹２０は︑すぐれた景観を持つ市外の
街路見学を︑今年は七回実施します︒これは︑樹名
板を付けたり︑広報うしくに﹁わが街の木﹂の樹木
紹介記事を掲載して市民に対する樹木情報を提供を
する一方︑所属メンバーの知識吸収と親睦も兼ねて
行うものです︒四月は︑高尾の甲州街道沿いのイチョ
ウとケヤキ並木を見てきました︒六月は﹁日本の道
一〇〇選﹂に選ばれている東大通りと︑筑波大学の
キャンパスを中心とした街路︑七月はヤナギの並木
で有名な東京銀座界隈と︑見学地は新旧街路を織り
まぜています︒この企画役として街路探検チームを
編成︑事前に下見に出かけました︒常盤平の下見は
四月初旬でしたが︑丁度サクラの満開時とぶつかり︑
本番よりも素晴らしい景観で︑汗かき役の探検チー
ムへの自然からのご褒美かなと思ったりしました︒
見学行程は担当のＳさんが︑往路ドライブ・常盤平
ウォーキング・帰路ドライブの三つのコースに区分︑
車三台に分乗して同市内の︑﹁二十一世紀の森と広
場﹂の有料駐車場に車を停めてスタートしました
京成線を渡りしばらく行くと︑左角に松坂屋スト
アーのある信号に出ますが︑この左右が有名なケヤ
キ通りです︒ここから常盤平駅までは至近距離です

が︑駅に急ぐ人︑買物に行く人で︑朝十時過ぎの街
路は常盤平駅を中心に始まっているようで︑活気に
溢れています︒読売新聞社の﹁新・日本街路樹百景﹂
の一つで︑剪定は植栽来一切なしで︑まるで緑のト
ンネル︒下見の時は落葉後の幹と枝が目立っていま
したが︑この日は新緑の葉っぱの隙間から︑木漏れ
日が陽炎のように地面をゆらゆらと揺らしています︒

松戸市は人口約三〇万人で︑なんでも﹁すぐやる課﹂
で有名になりましたが︑緑化に対する長年の取組努
力を改めて感じさせられました︒常盤平駅を右折す
ると︑﹁さくら通り﹂と続きます︒ここは︑テラス
感覚のショップが立ち並び︑さながら東京のミニ原

宿・表参道を想起させます︒
午後四時過ぎに市役所に戻り︑研修見学会を無事
終了しました︒

けやき通りを歩く 09.05.10 増田
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アヤメ受託事業報告
佐藤 輝雄
アヤメ園の近況
アヤメ園は二月から作業を開始した︒今年は昨年
ほど寒さは厳しくなく︑畝の土もさほど凍らないた
め︑除草は比較的楽に進められた︒︒
水連の間引きとともに二月・三月の作業を進める︒
四月に入って︑桜の便りが聞こえるようになる︒こ
の辺で昨年株分けし移植した株が︑あまり育ってい
ないのが気になりだした︒場所によって育ち方に違
いが生じている︒要因としては昨年十月半ばころま
で株分けが続いたことが考えられる︒本来は九月末
位までに完了しなければならないが︑今回全体の八
割を株分けしたため労力的に間に合わず︑遅れが生
じてしまった︒そのために十月ころに株分けした株
は新しい根が張れなかったようである︒余った株の
元気そうなところを寄せ集め再度移植を進めた︒
今年の桜は例年より早く︑四月八日ごろ三日月橋
の桜も満開になり︑アヤメ園の作業環境としては最
高の気分である︒桜の満開が早いということはアヤ
メ園の雑草の伸びも早くなってくる︒桜見物の客が
アヤメ園を散策し︑作業中の私たちにねぎらいの声
をかけてくれる︒作業をしている私たちはその一声
がうれしい︒
五月に入り︑昨年一か所に集めたあやめが咲き始
めた︒あやめの紫の花が可憐に咲きそろったのは︑
私たちの心へのなごみである︒
雑草は一段と伸び︑いよいよ雑草と私たちの競争
が始まった︒今年からたくましい男性二人がメンバー
に加わり︑戦力も増したが雑草に追われ気味である︒
うららかなある日︑突然﹁ワッ！﹂︒瞬間﹁ミミ
ズ﹂が空を飛んだ！︒﹁空飛ぶミミズ﹂﹁ミミズが

空を飛ぶ﹂どちらでも構わないがアヤメ園の珍現象
である︒それはアヤメ園で作業する私たちだけが見
られる現象である︒イラストの中でもミミズが描か
れているが不思議である︒
また︑昆虫の﹁ケラ﹂を見つけると﹁はい︑どう
ぞ！﹂と昆虫博士のＫさんに差し出す︒もうだいぶ
集まったことと思うが︑数多い﹁ケラ﹂の合奏を聴
ける日が近いかもしれない︒
先日は水の張られた畝間にめだかが泳ぎだした︒
すると︑﹁キャー﹂との声︒シマヘビが素早く逃げ
だす︒牛ガエルが突然池に飛び込む︒昨年はザリガ
ニとにらめっこをした人がいたが今年も対面するだ
ろうか︒
本当に自然の豊富なアヤメ園であり楽しい時間で
もある︒

花菖蒲とカッパ（周辺の生物も活動を始めました）
イラスト 久保田節子
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里山自然観察隊事業報告
田澤 七郎

第一回植物観察会﹁林地の植物を見る﹂
三ヵ年計画で進めている小野川流域の植物観察会︑
最終年度である今年度第一回目を実施しました︒今
年度の観察地は小野川下流域︒林地としては島田町
の雑木林二ヵ所︒
五月九日︵土︶朝九時︑牛久自然観察の森駐車場
に集合︒参加者は八名で全員観察隊プロジェクトの
メンバーでした︒
先ず︑講師の渡辺泰さんから説明を受けました︒
観察調査は年二回は行うべきで︑更にそれを三年︑
或いはそれ以上続けなければ余り意味がないという
ことなど︒その後︑車三台に分乗して現地へと出発︒
最初の観察地は奥野生涯学習センター近くの雑木
林︒ここは主としてコナラ︑クヌギなどで構成され
た疎林で︑アズマネザサがかなり伸びていたが比較
的入り易い観察調査が可能な所でした︒日差し︑風
通し︑地形などの環境条件も比較的良好で絶滅が心
配されている植物を含めアキノタムラソウ︑キンラ
ン︑ハイドクソウ︑マムシグサなど草本で約三十種︑
木本で約四十種を観察︑確認しました︒ここでの所
要時間はおよそ一時間半︒
次の観察地は数キロ東方の同じ島田町内の雑木林︒
ここは下草刈りなどの手入れが良くされていて入り
易く行動し易い所でした︒ここもブナ︑コナラ︑ヤ
マザクラなどからなる雑木林で日差しも良くアズマ
ネザサも少なくて他の植物にとっては絶好の環境と
思われました︒ウマノアシガタ︑ホウチャクソウ︑
ドクダミ︑ハエドクソウなどが多く︑ヤマユリ︑ギ
ンラン︑ヒトリシズカなども確認でき草本約五十種︑
木本約三十種の植物を確認しました︒ここでの所要
時間は約一時間︒当日の天気は晴れて風も程良くあ
り︑野外活動には最適のはずでしたが︑持参した温
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湿度計での藪の中の温度は二十八度︑湿度は七十パー
セントを越えいささかこれからの夏が思いやられる
一日でありました︒作業終了時刻は十二時三十分で
した︒
さてここからは︑筆者個人のことで恐縮ですが︑
一言︒最初の観察地での作業中︑長袖シャツを着て
いたにも関わらず︑左二の腕の内側が猛烈に痒くな
りました︒見れば一面に赤い発疹の粒々がびっしり︒
それから四日経った今も痒みは無くなったものの発
疹は残っ
ています︒
何が原因
であった
のか︑虫
に刺され
たのか︑
ともかく
これから
は油断せ
ず注意し
ながら観
察に臨み
たいと思っ
ています︒

雑木林応援隊事業報告
原口 隆男
五月の連休に行われた炭焼き作業に想う
雑木林応援隊の活動の中で年間五回程行われてい
る炭焼きは今ではメイン行事となっている︒今回イ
ンフルエンザ騒ぎの五月の大型連休のさなか炭焼き

0 9 .0 5 .0 9 臼 井 英 雄

︵木 炭︶作 業が行 われた ︒炭 焼き作 業の 際は いつ のか︑先人の過酷な労働を想像すると胸がつまる思い

も思 うのだ が︑新 緑の周 りの 景色に マッ チし て空 がした事を覚えている︒同じ様な炭焼きでも今は本当

く作業が出

高く 立ち上 る煙を 見てい ると ﹃里山 の景 観に は炭 に楽で楽し
焼きがよく似合う﹄とつくづく感じる︒

炭 焼き作 業のさ なか観 察の 森を訪 れる 来園 者は 来る事の幸

炭焼 きの様 子を見 ると必 ず立 ち止ま って 話し 掛け せを噛み締

てく れます ︒今で はすっ かり 見られ なく なっ た炭 めた三日間

巨木リサーチ２事業報告
猪野 年郎

樹を診る
巨木 リサ ーチ 事 業で は︑ 平 成十 八年 度 から 二十 年
度 の三 年間 の活 動 実績 を踏 ま え︑ 二年 間 延長 しま し
た︒平成二十一年度は診断グループ・管理グループ・
ガ イド グル ープ ・ 写真 グル ー プ・ 研修 グ ルー プの 五
つのグループで活動を進めます︒
診断 グル ープ は ︑昨 年ま で に調 査を 進 めて きた 巨
木 七十 六本 を四 月 十五 日・ 二 十一 日・ 二 十八 日の 三
日間︑診断との観点から︑診てきました︒
診断 とは どん な こと をす る だろ うか と 思わ れる 方
も いら っし ゃる か と思 いま す ︒要 する に ︑樹 木の 健
康の具合を見るわけです︒大概の樹木は戸籍があり

焼き に子供 や若い 人達は 興味 津々︑ 又熟 年の 方々 でもあった︒
は﹁ 懐かし いです ね！子 供の 頃はよ く親 父に 手伝
わさ れた！ ﹂とか ﹁山で 炭焼 き作業 をす る家 族の
お弁 当を届 けさせ られた ﹂と か子供 の頃 の体 験談
を本 当に懐 かしそ うに語 って くれる ︒そ れだ けに
炭焼 きの様 子を垣 間見る だけ で訪れ る人 それ ぞれ
が何故か郷愁を誘われるのでしょう︒
私 達は五 月二日 より三 日間 畑作業 や小 屋の 修理
等他 の作業 をやり ながら 交代 で炭焼 き作 業を のん
びり と行い ︑久し 振りに 至福 の時を 過ご す事 が出
来た ︒しか しこん なのん びり とした 炭焼 き作 業の
合間にふと思い出した事があった︒
年 の秋に 応援隊 の仲間 で連 れ立っ て茨 城県 と福
島県 の県境 にある 矢祭町 の秘 境滝川 渓谷 にハ イキ
ング に行っ た時の 事です ︒全 長三キ ロの 散策 路内
に滝 が四八 個も連 続して あり 見事な 紅葉 の渓 谷美
を満 喫する かたわ ら︑至 る所 に石組 みで 作っ た炭
焼き 窯跡が 目に付 いた︒ 人一 人がよ うや く通 れる
位の 険しい 山道に 転々と して ある窯 跡を 見る につ
け険しい山道に転々としてある窯跡を見るにつけ︑
当時 生活の 糧に炭 を焼か ざる を得な かっ た人 々の
苦労 が忍ば れ︑こ の曲が りく ねった 急な 坂道 をど
うやって薪を集め︑炭を焼き︑炭を担ぎ下ろした
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燃えるかまど

ませんので︑樹齢︵樹木の年齢︶はわかりません︑
大きさや姿から推測をするのが一般的です︒
健康の具合は︑目視によって︑樹木全体の樹形︑
葉の量 や色・ 葉の出 る︵ 開葉︶ 時期や 葉の 落ち る
くことも︑樹木を診断する上で重要なことです︒

続的に対象樹木を診て︑経年的な変化を記録して行

樹木の診断は︑一時の断面で診るのではなく︑継

適材適所というにはちょっと違いますが︑しっかり

んたちは子供たちにその相手を御願いしていました︒

ます︒ジャガイモの害虫も出てきましたが︑お母さ

な打音 診断︵ 幹を木 槌な どで叩 いて︑ その 音を 聞

生じたと思われるもの︑強度の剪定︵剪定としては︑

あるもの︑なんらかの影響で︑立地の環境に変化が

ました︒原因は︑十分な光を得られない立地環境に

ていましたが︑中に数本苦しい状況の樹木もみられ

当な傾斜地の中にあって︑大方が元気な樹勢を保っ

立地の環境は︑街路樹などと比べて︑広い空間と適

サトイモを植え付ける場所は︑昨年そばを収穫し

がり︑子供たちはバテてきているようでした︒

みましたが︑天気がほんとに良いために︑気温も上

ガイモのときの作業を覚えているのでスムーズに進

コイモ︑ズルイモの四種類植え付けました︒皆︑ジャ

イモと同様に行い︑ヤツガシラ︑トウイモ︑タケノ

次に︑サトイモの植え付けを行いました︒ジャガ

仕事をしていますね︒

き分け て︑幹 の内部 の腐 れやウ ロの状 態を 推測 す

あまりにも強度で︑樹木の生理的な障害をもたらせ

た場所で︑そのときに落ちたソバの実から発芽して

総体的には︑神社やお寺の境内にあるものが多く︑

る︒特 殊な樹 木で精 密な 診断が 必要な 場合 はレ ン

たと考えられるも︶によるものも見られました︒今

いました︒それはそれで大事に抜き取りました︒こ

︵落葉︶時期とか落ち方︵しっかり葉を落とすか︑

トゲン のよう な調査 も可 能です が︑そ れな りの 費

年一年時間をかけて︑詳細に状況を調査し︑現在の

れも食べられるのです︒

また ︑幹の 内部の 様子 につい ては︑ 写真 のよ う

コは付いていないか等を診ます︒

れはな いか︑ 幹の色 ︑幹 に損傷 部はな いか ︑キ ノ

いつま でも枯 れ葉が 梢に ついて いるか など ︶枝 枯

用が必 要です ︒︶な どに よって ︑︑そ の樹 木の 健

健康状態を記録に残しておきたいと思う概況調査で
した

親子農業体験講座
前田 直之
活動２回目
昨日まで降っていた雨もすっかり上がり︑とても
天気の良い日でした︒参加者も天気の良さに気分も
良くなっている感じでした︒
今日の活動︑まずは前回植えたジャガイモの芽か
きです︒勢いの良い芽を一 〜
二本残して取り去りま
す︒植えた種芋が抜けないように︑しっかり土を上
から押さえて引き抜きます︒勢いの良いものを残す
といっても︑いざ作業を行ってみるとどれを残すべ
きかで悩んでしまい︑なかなか次の株へ移れません︒
これが一番苦労︵？︶した点ではないでしょうか︒
芽かきした後︑土寄せを行い︑芽をしっかり守り

親子で励む、じゃがいもの芽かき 09.05.09 前田

康状態を診断します

渡辺
樹木の診断風景 09.04.28

五面
さとやま
うしく里山の会広報誌

六面

しばし休憩︒水分と甘いものを取り︑栄養補給︒
これも大事︒
さて ︑この 日急遽 ︑近 くの竹 林にて 竹の 子取 り
をする ことに ︒私自 身こ れまで に竹の 子取 りを し
たこと がなく ︑子供 以上 に︵内 心︶興 奮し てい た
かもし れませ ん︒竹 の子 自体は 時期が 少し 過ぎ て
おり︑ 竹の少 年位に はな ってい まして 掘る とい う
か抜く・折る︵？︶という作業となっていました︒
しかし ︑収穫 量は十 分あ りまし た︒子 供た ちは ︑
収穫し た竹の 子で一 番長 いもの を力を 合わ せて 運
んでい きまし た︒そ れは とても 楽しそ うで した ︒
その場 にある もので 自分 なりの 楽しみ を見 つけ て
遊ぶ︒ 大人も 見習わ ない といけ ないか もし れま せ
んね︒

結束町みどりの保全区
エコアップ作戦
齊藤 孝
﹁結 束町 みど りの 保全 区 エコ アッ プ作 戦﹂
参 加者 募集 のお 知ら せ
六月 は五 日︵ 金︶と 二十 一日︵ 日︶ の実 施と な
ります ︒活 動場 所は炭 小屋 と畑周 辺の 杉林 です ︒
元気な森 づくり を行い ましょう ︒
活動日 時
六 月五日 ︵金︶ 午前九時 〜
十一 時半
二十一 日︵日 ︶午 後一 時 〜
三時 半
集合場 所↓ネ イチャ ーセンタ ー一階 倉庫前
︵予 約不 要︶ ︵雨天 ・強 風時は 中止 ↓会 ホー
ムペー ジに情 報掲載 ︶
持ち物 ↓長靴 ︑軍手 ︑タオル ︑帽子 ︑飲み 物
︵長 袖︑長ズ ボン︶
※刈払 い機 やチ ェーン ソー の使用 は資 格所 有者 に
限りま す︒
︵問い 合わせ 先
029-872-6600 担 当 ： 石 神 ︶

さとやま
うしく里山の会広報誌

牛久自然観察の森だより
齊藤 孝
ゲン ジ ボタ ル鑑 賞会 ボラ ンテ ィア 募 集
今 年も 自然観 察の 森園内 でゲ ンジ ボタル が舞 う
季節となりました︒今年は三日間︑解説ボランティ
アを 募集 いたし ます ︒各日 の鑑 賞会 開催時 間及 び
ボラン ティア 活動時 間は次の 通りで す︒
六月 六日︵ 土︶・ 十三日︵ 土︶・ 二十日 ︵土︶

解散午後九時︶

午後七時 三十分 〜
八時 三十分
︵雨天中止／ボランティア集合午後六時三十分︑
☆ 研 修会日 時
六月 六日 土
四時
( 午
) 後 三時 〜
︵ネ イチャ ーセン ターにて ／雨天 決行︶
ボランティアは三日間のうち一日でも結構です︒
主に ホタ ル観 賞ポイ ント での 解説 とな りま す︒
☆ボラ ンティ ア申込 方法
六月 五日︵ 金︶ま でに牛久 自然観 察の森
︵担当斉藤︶まで電話にてお申し込み下さい︒
なお ︑六日 の研 修会・ ボラ ンテ ィア活 動両 方
029-874-6600 担 当 ： 齊 藤

に 参加さ れる方 は夕食等 ご持参 下さい ︒
︵問い 合わせ 先︶

理事会からのお知らせ

坂

弘毅

去る五月十七日に 行われました第五回 通常総会
は︑予定していた議 案を全て全会一致で 承認され
ましたことをご報告申し上げます︒

第一号議案
・平成二〇年度事業報告
・平成二〇年度決算報告ならびに監査報告
第二号議案
・平成二十一年度事業計画
・平成二十一年度収支予算について
第三号議案

・平成二十一年度役員改選について
以上︑詳しくは議案書をご参照ください︒

第五回通常総会終 了後に行われました 臨時理事
会の決定事項をご報告いたします︒
・平成二十一年度役員担当決定の件
代表理事
坂 弘毅
副代表理事 阿部 幸浩
副代表理事 斉藤 孝
理事
渡辺 泰
理事
石神 良三
理事
佐藤 輝雄
監事
増田 勝彦
監事
小林 久

以上

「田んぼの生きもの調査こどもマニュアル」より

とぴっくす
広く宣伝されるアヤメ園
横山さえ子
三ヶ月毎に発行されるＪＲ東日本の情報誌﹁小さ
な旅﹂の花色花紀行の号に︑アヤメ園が紹介されて
います︒偉人が愛したふるさと花回廊として︑シャ
トーと神谷伝兵衛︑下館と板谷波山などと並んで︑
小川芋銭と牛久沼とあり︑名所として名高い広大な
アヤメ園としてのっています︒牛久駅から三日月橋
生涯学習センターまでカッパ号があり交通の便もよ
く︑歩いても三十分ほどでウォーキングコースとし
ても良いところです︒見学者が多ぜい訪れることが
予想されます︒アヤメ園の管理をまかされている私
たちもうれしく︑作業にも熱がはいります︒惜しむ
らくは︑そ
の他に何も
ないこと︑
採りたての
農産物の無
人販売所で
もあれば︑
家庭に旅の
みやげ話と
新鮮な野菜
を持って帰
れるのにな
と思ってい
ま す︒

モミジバスズカケノキ

ス ズ カ ケノキ 科 の 落 葉高 木 ︒ス ズカ ケ

ノキとアメリカスズカケノキの自然交雑
種で︑これら三種を総称して︑プラタナ
スと呼んでいます︒成長が早く排気ガス
などに強いため︑世界で広く街路樹や公
園樹として用いられています︒日本には
明治末期に移入され︑現在見かけるもの
はたいてい本種です︒大きな木は高さ三
十五ｍ︑径一ｍに達し︑写真のように四方に太い枝を
張ります︒樹皮は淡い灰褐色で︑まだらにはがれ︑大
ぶりの模様ができます︒葉身は広卵形で浅く三または
五裂し︑掌状となります︒花期は五月︒花は雌雄別々
に球状の花序につき︑雌花序は十数㎝の枝に普通二個
つきます︒果実は小さい果実︵そう果︶が多数集まっ
た集合果で︑径三㎝位の球形︑褐色の長毛が密生して
います︒集合果は一〜四個つきますが︑牛久市井ノ岡
町公民館構内にある大木は一個だけです︒スズカケノ
キの名は集合果の形が修験者の着る﹁鈴懸衣﹂の房に
似ているところからついたといわれています︒山伏の
装束の胸のあたりについているあのポンポン︑といえ
︵假屋英子︶

今月の古木・希少木
Ｎｏ．２６

ばわかりやすいでしょうか︒

モミジバスズカケノキの樹形
08.04.30 渡辺

南部の自然を守る会
阿部 幸浩

（社）農村環境整備センター

﹁田んぼの生き物調査﹂を実施します！
農業用水路や田
んぼなどは︑私た
ちの主食であるお
米の生産の場であ
ると同時に︑魚や
カエルなど多くの
生きものたちの生
息場所にもなって
います︒この田ん
ぼやそのまわりに
みられる豊かな生
態系は︑田んぼで
米づくりが営まれ
ることによって成り立っています︒
二〇〇一年から環境省と農林水産省が連携して︑
﹁田んぼの生きもの調査﹂︶を実施しています︒本
会が構成員として参加している﹁南部の自然を守る
会﹂でも︑左記のとおり実施しますので会員のみな
さま是非ご参加ください︵申込み不要︶︒
※日時 六月十九日︵金︶九時〜十五時
︵小雨決行︑雨天延期：変更日は
会ホームページで連絡します︶
※集合場所 成井公会堂︵牛久市城中町︶九時
※調査内容①生き物調査︵魚・カエル・水生昆虫
など生息状況調査︶
②環境調査︵水温や水質など生き物の
生息環境調査︶
※持ち物 お弁当︑長靴︑汚れてもよい服装でお
越しください︒

ＪＲパンフレットから

七面
さとやま
うしく里山の会広報誌

うしく里山の会広報誌

さとやま

八面

6月の里山カレンダー
※活動日は天候等都合により変更になる場合がありますので，最新情報はホームページでご確認ください。
日

月

1

火

7

8

○アヤメ園（受）
8:00アヤメ園Ｐ

14

15

○雑木林応援隊
9:00ムジナ

○アヤメ園（受）
8:00アヤメ園Ｐ

21

22

木

3

○森の畑
9:30畑

○アヤメ園（受）
8:00アヤメ園Ｐ

○巨木リサーチ2(特
8:30市役所玄関

水

2

（休園日）

9

（休園日）

10

○森の畑
9:30畑

17

○森の畑
9:30畑

23

（休園日）

24

○運営委員会9:00NC ○アヤメ園（受）
○理事会11:00NC
8:00アヤメ園Ｐ
○ｴｺｱｯﾌﾟ13:00NC

○森の畑
9:30畑

28

29

30

○雑木林応援隊
9:00炭小屋

○アヤメ園（受）
8:00アヤメ園Ｐ

土

4

5

6

○アヤメ園（受）
8:00アヤメ園Ｐ

○ｴｺｱｯﾌﾟ作戦
9:00NC

○ﾁｰﾑʼ街路樹20(受
8.30 市役所玄関
（つくばの街路見学）

11

12

13

○アヤメ園（受）
8:00アヤメ園Ｐ

16

（休園日）

金

○里山自然観察隊
9:00森P
○ﾁｰﾑʼ街路樹20(受
13.00ＮＣデジカメ講座
（会報等原稿〆切）

18

19

20

○アヤメ園（受）
8:00アヤメ園Ｐ

○南部の自然を守る
会(生き物調査）
9:00成井公会堂

○親子農業体験講座
9:00畑
○ﾁｰﾑʼ街路樹20(受
13.00ＮＣデジカメ講座

25

26

27

○アヤメ園（受）
8:00アヤメ園Ｐ

○巨木リサーチ2(特
8:30市役所玄関
○ﾁｰﾑʼ街路樹20(受
13.00市ボランティアＣ
（交流会）

○会報発送
13:00NC

（休園日）

（休園日）

凡例

森：観察の森， NC：観察の森ネイチャーセンター， Ｐ：駐車場， 炭小屋：観察の森駐車場奥の炭小屋， 畑：観察の森駐車場奥の畑，
コジュケイ：観察の森内コジュケイの林，観察舎畑：観察の森内観察舎前の畑，ムジナ：結束町の雑木林（通称ムジナの里），市役所：牛久市役所本庁舎，

広報委員会からのお知らせ
次号7月号の印刷発送は6月2４日（水）午後1時からです。お手伝いいただける方はネーチャーセンター
までお越しください。よろしくおねがいいたします。

編集後記

第五回通常総会が五月十七日に開かれ︑会員の皆

様から無事承認されました︒これで平成二十一年の

活動が正式にスタートしたわけです︒昨年に引続き

坂・佐藤が編集委員を担当しますのでよろしくお願

いいたします︒会員の皆様からご意見をお聞きしな

がら︑内容の一層の充実に取組んでいきたいと思い

ます︒

早いもので五月も後半に︑そして間もなく 六月

︵水無月︶に入ります︒水無月の由来は︑梅雨があ

けて水が枯れてなくなるという意味や︑逆に田植え

が終わって田んぼに水を張る月︑すなわち﹁水張月﹂

﹁水月﹂ともいわれているようです︒

二十四節気の一つに芒種︵ぼうしゅ︶があり六月

六日ごろから夏至までの期間をいうようですが︑芒

︵のぎ：イネ科植物の果実をつつむ頴︵えい︶︑イ

ネでいうと籾殻にとげのような突起︶を持った植物

の種を蒔くころ︑とあります︒実際には現在の種ま

きはこれよりも早くなっていて︑五月連休の終わる

ころには一面に田植えが終わった田んぼが広がって

います︒これからは水が満々と張られ緑の濃いイネ

の葉が風にたなびく︑目に優しい爽やかな田園風景

です︒

きょうのニュースをみますと︑新型インフルエン

ザの国内感染が三百人を超えました︒会員の皆さん

は常日頃︑里山の自然の恵みを受けながら活躍され

ていますので抵抗力は充分とは思いますが︑今まで

以上に体調管理に気をつけて下さい︒︵佐藤輝雄記︶

アヤメ園：三日月橋観光アヤメ園， (受)：受託事業，(特)：特別事業，(休園日)：観察の森休園日，ボランティアC:牛久市ボランティア市民活動センター

