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雑木林応援隊・畑隊とは
プロジェクト責任者 雨宮 廣之

の原点だと思います︒
もしも昔のように薪炭材が必要になっ
たら︑化学肥料で無く︑落ち葉堆肥が必
要になったら︑竹材が建築に︑枝が箒に
必要になったら︑きっと雑木林は昔のよ
うにきれいになるでしょう︒でも︑昔に
戻ることは出来ませんので︑何らかの利
用方法を見つけるしか有りません︒そこ
で我々 は︑定 期的に 間伐
し︑間 伐材で 炭焼き とホ
ダギを 作り︑ 景観保 護と
在来作物の継承で畑を作っ
ていま す︒生 活のた めや
商売で は無い ので︑ プロ
には成 れませ んが︑ 楽し
みなが ら技術 も覚え て︑
伝えて います ︒雑木 林を
きれいにし四つ目垣を作っ
たら︑ ゴミを 捨てら れる
ことが少なくなりました︒
たまに 開けた 雑木林 のナ
ラの木 を近隣 農家の 方が
伐採し て︑利 用する 事も
ありま した︒ 陽があ たる
ように なった 林では ︑希
少植物 が復活 するこ とも
ありま す︒な かなか 答え
は見つ かりま せんが ︑雑
木林︑ 里山の 楽しみ 方︑
利用の 方法を 見つけ た
と思っています︒一昨年
の大震災︑今後も予想される天災で︑一
気に昔のヤマの利用方法が蘇るかもしれ
ませんが︑楽しく利用する方が良いです
よね︒雑木林応援隊・畑隊は︑そんな目
的で︑楽しんで健康になれ︑お金を掛け
ずに︑少し社会貢献が出来る・・そんな
活動です︒
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代表理事 坂 弘毅

里山の会の会報が心機一転で季刊とな
るため︑今までの活動報告のまとめとし
て︑我が雑木林応援隊・畑隊を再紹介し
ます︒
ご存じの通り︑牛久の自
然観察の森は︑里山的な保
存方法を採用しているゾー
ンがあります︒我々は主に
このゾーンの一部と園外の
荒廃林・竹林の２カ所を活
動の場としています︒この
２カ所に共通しているのは︑
昭和 年代頃までは︑共有
のヤマとして利用されてき
たものが︑生活習慣の変化
等により徐々に利用されな
くなり︑放置された林が︑
片や観察の森として管理残
され︑片や放置されたまま
となったと言えます︒以前︑
森林総研より講師をお願い
して講演会を催しましたが︑
放置林の利用方法について
は︑そのまま原生林にする
のも一つの方法との事でし
た︒でも︑それでは面白く
ありませんね︒今では当たり前のように︑
どこにでもあるのが︑繁茂した竹林と雑
木林で︑ゴミ捨て場のようになっている
箇所もあります︒天狗巣病に侵された入
る事も出来ない竹林︑ゴミの捨てられた
雑木林︑これを出来れば開けて明るい元
の姿にしたい・・・この思いが里山の会
30

創立十周年にあたって
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■２００３年４月５日
うしく里山の会誕生
■２００４年月 日
ＮＰＯ法人法人格取得
うしく里山の会が創立から十周年を迎
えました︒２００３年 月︑牛久自然観
察の森を中心に市内に点在する里山を保
全 し よう と ︑有 志 が 結束 し ︑ 任 意団 体
﹁うしく里山の会﹂がスタートしました︒
その翌年 月︑ＮＰＯの法人格を取得︑
本格的な環境保全活動が開始されました︒
設立趣旨は︑牛久ならびにその周辺地
域を主な対象として﹁自然と人が調和し
た美しい環境を保全し未来に引き継ぐ﹂
というものです︒
燃えるような思いを持った有志が集まっ
て設立した﹁うしく里山の会﹂は素晴ら
しい友に恵まれ︑これまでに多くの実績
を残して参りました︒
大事業としては牛久自然観察の森の第
一期指定管理者となり︑第二期も認定さ
れ現在に至っております︒受託事業はこ
の他にも︑牛久市観光アヤメ園管理︑独
立行政法人森林総合研究所︑牛久市から
巨木リサーチ︑街路樹樹名板管理などの
他︑自主事業も市民と協働で各種事業が
拡大しております︒
今年は十周年という節目の年︑これま
での十年を振り返り︑事業を分析し反省
し︑次の十年に向けて新たなスタートを
切らなければなりません︒
会員の皆様には更なるご支援を賜りま
すようよろしくお願いいたします︒

新緑がまぶしいムジナの里
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うしく里山の会創立１０周年記念特集

km

﹁
樹木リサーチ﹂
の推進計画
プロジェクト責任者 渡辺 泰
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進課所管の﹁市民の森﹂や﹁親水公園﹂
を対象とし︑これらの場所に生育してい
る植物︑とくに樹木の種類とその構成を
明らかにし︑調査結果をパンフレット等
に取りまとめ︑市民への広報に努めるこ
とにします︒そして︑これまでの事業の
一部であった﹁市民の木﹂を中心とした
﹁生育環境管理活動﹂および﹁広報うし
く紙上での﹃牛久の巨樹﹄の広報活動﹂
を引続き進める計画です︒
さらに︑ＮＰＯ法人うしく里山の会
周年を記念して平成 年 月に発刊した︑
﹃牛久の里山樹木ハンドブック﹄を活用
し︑参加者が当該活動を通して︑身近な
樹木の名前を知ることができるような活
動を併せて展開することにしています︒
事業期間は平成 年 月から同 年
月までの 年間です︒調査場所は平成
年 度は﹁ 南 裏市 民の 森﹂ ︑ 同 年 度は
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「南裏市民の森」の看板と事前調査 12.11.30
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プロジェクト責任者 平塚芳雄

識しなければ気づくこともなかったツメ ３年間は毎月１回市内各地域を逐次歩き︑
クサ等の小さな草々︑それでも花を咲か 観察した植物︑野鳥を記録しました︒平
せ実をつける事実を見ました︒土地開発︑ 成 年度以降は﹁里山自然観察隊﹂に名
薬剤散布等人間の営みの自然環境に与え 称を変更︑自然観察会や自然環境調査を
るインパクトの大きさも実感︒又︑外来 通じて地域の身近な自然に親しみ︑貴重
種の多さ︑繁殖力の強さもセイタカアワ な動植物の所在を明らかにすることを目
ダチソウ︑ヒレタゴボウ等の群生状態を 的に活動を続けてきました︒平成 年度
見て実感しました︒
から同 年度の６年間は一般市民の参加
一方︑身近な植物の名前や生態︑特性を を募っての植物観察会︵年４回開催︶と
知ることは野草・雑草等への親しみが増 観察隊メンバー主体での身近な自然環境
し活動が楽しくなり︑生き物が皆んな一 の調査︵主として植物︑年４〜５回開催︶
生懸命に生きようとしていることに気づ を活動の２本柱として行ってきました︒
き感動したことも︒それがこれまで続け
年間の長い間のご支援︑ご協力ありが
られたエネルギー源でしょうか︒
とうございました︒
観察隊は平成 年３月をもって活動を終 尚︑うしく里山の会としてはこの種植物
了しますが︑振り返ってみますと︑観察 観察会活動は今後出前講座プロジェクト
隊は平成 年︑うしく里山の会発足と同 で行われる予定ですし︑樹木に関する観
時に﹁里山歩き﹂プロジェクトとしてス 察会については巨木リサーチプロジェク
タートし︑平成１５年度から同 年度の トで﹁樹木探訪会﹂等として行われてい
ます︒
18

牛久市協働巨木リサーチ後継事業

23

牛久市協働巨木リサーチ事業を平成
年４月から 年 月までの 年間推進し︑
関係者のご協力とメンバーのご尽力によっ
て所期の目的をほぼ達成することができ
ました︒そこで︑平成 年度からは﹁樹
木リサーチ事業﹂として︑以下のような
計画を企画し︑推進することにしました︒
事業の目的は市の緑化行政に資するこ
とを基本とします︒牛久市建設部緑化推
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里山 自然観察隊
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最後の活動モニタリング１０００
里地調査を実施
去る３月９日︵土︶︑観察隊プロジェ
クトとしての最後の活動であるモニタリ
ング１０００里地調査︵植物相︶を実施
しました︒当日は風もなく快晴で４月の
陽気︒定刻の午前８時 分︑常連の４名
が集合︑所定のコースで調査を開始︒コー
ス沿えの竹林では１月の大雪で割れたり
曲がったりした多くの竹が未だ無残な姿
を曝していましたが︑時は春︑草木の芽
生えが勢いを増し︑日当りの良い斜面な
どではオオイヌノフグリ︑ホトケノザ︑
ヒメオドリコソウなどが群生︒ウグイス
の鳴き声︑コゲラが木を突く音も聞こえ
る中︑今回は寒さや風︑雪などの障害も
なく順調に調査を進められ︑途中 分程
の休憩を入れ︑約４時間の活動を無事終
了することができました︒枯れた状態で
実︵種︶を付けているものを含めると
区分の地域で延べ約３００種の草本種を
確認︑記録しました︒
平成 年４月から３年間続けてきたモニ
タリング１０００里地調査も今回が最後︒
この調査は正式な登録はしていませんが
環境省生物多様性センターの調査基準に
従っての植物相調査で市内城中町内に約
３ のコースを設定し毎月欠かさず実施
してきました︒
この間︑月次の調査で登場する主役が次々
と代わることから四季の変化を感じたり︑
冬でも青々しているシダ植物が多い事︑
真冬でもタンポポの花が見られたり︑意
急傾斜地に生育するシュンランの蕾
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﹁篭田市民の森﹂︑同 年度は﹁上池親
水公園﹂を予定しております︒調査項目
は①全域の樹種名︑②それらの幹周︑③
写真撮影等です︒平成 年度は湿性植物
を含めます︒
里山を身近に知るためには︑里山の景
観を構成している主要な要素である樹木
の名前を知ることが第一と考えています︒
人の場合と全く同様です︒新しい試みと
して参加者が樹木名を覚えるための観察
活動を調査活動と並行して実施すること
にしました︒調査木にじかに触れて︑認
識を深めると共に︑四季を通して自生木
の生育環境別に現地へ行き︑観察活動を
行う計画です︒

葉・花序・果実等の特徴︑③名前の由来
等です︒写真との関連は①は左側の樹木
全体︑②は右上段の花と下段の果実に対
応しており︑文中に該当する写真の番号
を︵ ︶で示しています︒写真の下には︑
説明と撮影場所・期日が記載されていま
す︒ゴンズイの花には﹁城中︑斜面林︑
・６・１﹂とあり︑６月頃牛久沼近く
の斜面林で花を観察できることが分かり
ます︒秋９月頃であれば︑果実の写真と

照合すれば同定できるでしょう︒
さらに︑本文に付随する資料も参考に
なります︒冒頭にある﹁牛久市における
木本植物の生育環境﹂は︑その環境を斜
面林︑河畔林︑社寺林など８区分し土地
利用の変遷に触れながら︑木本植生の現
状について解説されています︒ゴンズイ
の生育地︱斜面林・林縁については︑本
稿の斜面林を読むことによって理解を深
めることができます︒樹種名とともにそ

［本文の事例］38頁「ゴンズイ」樹種名、写真、解説文が見易く配置

解析の応用︶の成果を反映した新科名を
参考として︵ ︶書きしています︵例：
スギ︵ヒノキ︶科︱スギ科はヒノキ科に
編入︶︒青地には︑生活型︑生育地︵市
内︶︑開花期︵市内︶︑国内の分布といっ
た基本的事項が要約されています︒
現地での観察においては︑現物＝樹木
と写真と解説文とを繰返し照合すること
が必要です︒解説文は︑３区分されてい
ます︒①県内・市内の分布状況︑②樹皮・

4

﹁牛久の里山樹木ハンドブック﹂の紹介

羽賀 正雄

1．結実期の樹形 観察の森 12.9.13
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本書︵以下ＨＢ︶については︑会報１
月号 №(１１９ ︱)巨木リサーチ事業報告
において︑渡辺泰代表から︑編集の経過︑
樹種選定の基準︑記載事項の内容︑紙面
の構成そして類書とは異なった特徴につ
いて記載されています︒ここでは︑その
続編として︑ＨＢ利用のポイントを紹介
します︒
下図をご覧ください︒黄色地に赤色の
樹種名＝ゴンズイが目に入ります︒キャッ
チフレーズ﹁熟した・・﹂は︑樹種の特
徴を一言で表現しています︒樹種名の下
には︑科名・属名及びその学名︵属名／
種小名︶が記載され︑別名が併記されて
います︵例：スダジイ／イタジイ︑シイ︶︒
また︑近年における分子系統学︵ＤＮＡ

2．花序 城中 斜面林 11.6.1
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の樹種が生育している環境を知ることも でいないか︑いたずらされて無くなって 不特定多数の市民に貢献する地域活動に
牛久市内の街路樹に“樹名板”が付い
重要です︒
いないか等を４名１組の車で巡回︑この 共鳴しているからだと考えています︒
ているのにお気づきですか？
巻末の﹁牛久市内の自生木本植物名﹂ 管理を４年余り続けてきました︒樹名板 昨年末︑樹名板の製作依頼先を︑千葉市
は︑市内で見られる木本１６７種︵うち を管理する記録用紙をチェックシートと から宮崎県綾町のボランティア団体﹁綾
種掲載︶について科別分類と自生︑ 呼んで︑エクセル表で数量管理をしてい 夢楽人の会﹂に︑メンバーの紹介により
移入︑外来︑栽培逸出等の区分を示して ます︒巡回後に各班長は数量をチェック 変更しました︒綾町は照葉樹林に囲まれ
います︒身近な樹木が市内に自生してい して︑総括リーダーにメールで送ること ていて︑国連のユネスコエコパーク︵生
たのか︑他所から持ち込まれたものかを になります︒契約期間は年６か月︑しか 物圏保存地域︶に︑屋久島︑大台ケ原︑
知ることも大切です︒﹁植物用語﹂は︑ し︑チームでは通年を自主的に管理して 大峰山︑志賀高原︑白山に続いて︑ 年
解説文に用いられている用語についての います︒
年振りに指定された町です︒昨年 月に
説明です︒ゴンズイでは皮目︑円錐花序︑ 秋十月になると葉っぱが紅葉に染まり︑ 受け取ったヒノキの樹名板は︑寒暖の厳
私たち﹁チーム街路樹 ﹂は︑４年前
袋果等を確認できます︒
落ちた枯葉が舗道を覆います︒この時期 しい山林で育ったせいか︑従来品よりも から通算７００枚の樹名板︵木製︶を街
ＨＢは﹁市内に自生する身近な樹木﹂ はサポーターと称する自主参加の市民も 芯が紅く︑板面も締まっていて︑日の光 路樹に取りつけている︒昨年︑より耐久
について︑見易く︑分かり易く︑美しい︑ 加わり︑メンバーと一体となって落ち葉 に反射して重厚な輝きを放っています︒ 性のある樹名板を求めて︑発注先を宮崎
かつハンディーな樹木図鑑があったらと かきをします︒ロマン活動と呼んでおり︑
メンバー間の交流と親睦を図るために︑ 県綾町の﹁綾夢楽人︵あやむらびと︶の
の思いから編集されています︒編集メン 市民への奉仕活動の一環です︒趣味の対 ﹁わくわく旅Ｂｏｘ﹂と﹁懇親クラブ﹂ 会﹂に変更し１００枚を依頼した︒綾町
バー自らが持ち歩きたい図鑑であればこ 象とも言えない﹁樹名板の取り付け﹂と があります︒﹁旅Ｂｏｘ﹂は︑牛久を離 は宮崎県中央部に位置する人口７千人あ
そ︑皆さんや市民の方々に使用していた ﹁落葉かき﹂に︑手弁当で参加している れて樹木に関わりのある地域に出かけ︑ まりの町で︑２０１２年７月︑綾地域が
だけると考えます︒野山が躍動する春で 心の支えは︑樹木保護の意識に加えて︑ 街路景観と︑樹木︵植物︶観察︑並びに ユネスコエコパークに登録された︒森林
す︒ＨＢをポケットに散策されてくださ
歴史等を吸収します︒発足以来の研修見 率 ％の小さな町が︑なぜ世界から認め
い︒
学地は︑一泊を含めて︑ 箇所にもなり られたのか？その大きな理由は︑﹁日本
ました︒去年からは︑健康維持のための の照葉樹自然林が最大規模で残されてい
ウォーキングも採り入れて︑つくば市内 ること﹂である︒もう一つは︑半世紀以
チーム街路樹
新年度を迎えて
の街路︑公園を︑花と紅葉を楽しみなが 上にわたる﹁自然と人間の共存に配慮し
ら歩いています︒
た町づくり﹂である︒その柱が有機農業
プロジェクト責任者 増田 勝彦
春のお花見会︑冬の忘年食事会と︑﹁懇 で安心・安全な農作物の生産により︑自
親チーム﹂の活動もメンバーの活動を支 然環境へのダメージを最小限に︑経済的
えるモチベーションの向上に一役買って な自立を実現している︒このような取り
います︒
組みが︑﹁生態系の保全と持続可能な利
今年度も市の委託事業を着実に履行しな 活用の調和﹂というユネスコエコパーク
がら︑ 名のメンバーの余暇の向上
の理念に合致したことによる︒
を見すえたＮＰＯ活動を進めます︒
﹁綾夢楽人の会﹂は︑“綾が大好き”を
キーワードに︑国内外を問わず！誰もが
ネット登録できる︒﹁夢のようなことが
宮崎県綾町から樹名板がやってきた
したい／楽しい場所にしたい﹂など思っ
たことを言葉にすると︑それを受けて新
チーム街路樹
内田智子 たな発想が生まれる︒多くの人や小さな
ことが重なり合って︑化学変化が生じ︑
90

20

市の委託事業として発足して５年目を
迎えました︒牛久市内を歩くと目にとま
る街路樹・公園樹の名札︑すなわち樹名
板をつけています︒この４年間で︑取付
けた数は約７００枚に達しました︒発足
翌年からは︑秋の紅葉を楽しむための落
葉かきを市と連携して始め︑現在は︑二
つの活動が柱になっています︒
活動は︑市民を対象としたボランティア
で一貫しています︒樹木につけた後は二
か月に一回︑樹名板が割れ・カビで痛ん
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5

平成25月4月
うしく里山の会広報誌・春号
第１２２号

ロマン活動 朝の落ち葉かき後の爽やかな顔 2012/12/5
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綾町からやってきた
サワグルミの樹名板

“何が起こるかわからない！” そんな
ことが現実になっている空間である︒樹
名板は︑このような夢楽人によってつく
られた︒
綾の森から木を伐ったのは︑祖父と父親
の跡を継いで林業を営む黒木さん︒２歳
のころから︑祖父について山に入ったと
いう木のエキスパートである︒﹁牛久の
樹名板は樹齢約 年のヒノキです︒森の
木は育つ場所や光の当たり方によって生
長の早さや様子が全然違う︱樹名板に合
う太さの中からよく締まった︵年輪の多
い︶木を選びました﹂と黒木さん︒﹁伐っ
た所からトラックまでの約１００ｍは担
いで運んだよ﹂とこともなげに言う︒樹
皮は水圧を利用すると傷つかずに剥がれ
る︒綾から来た樹名板の中心は赤みを帯
びてきれいだ︒樹齢 〜 年以上たつと︑
中心部が“生き残るために”腐らないよ
うに自らタンニンや色素などを生成し︑
それが凝縮したところが赤色に見えるの
だそうだ︒
黒木さんが運んだ木を裁断し︑磨き︑塗
装を施したのは﹁児玉工芸﹂を営む木作
家の児玉さん︒原木仕入から加工まで行
い︑扱う材料はカヤ︑ケヤキなど 種類
以上︒その作品は木を裁断後︑最低５年
以上︑ふた物は 年︑茶筒は 年置いた
もので作られる︒﹁自然乾燥の間︑夏は
℃位になるが︑寒暖の差が大きいほう
が︑木の癖が出きって割れなくなる﹂と
言う︒今回は納期が短かったので︑少々
の木の癖に対応できる液性塗装によって
いる︒塗料が均一にかかるスプレー吹き
つけ︑表裏の両面塗装︑下塗り・上塗り
ともに２種混合液を使用等︱手間暇をい
とわぬ丁寧な仕事振り︒﹁自然界にみら
れるデザイン性を尊重して︑それに心を
60
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時を超えて︑命の循環が行われてきた照
葉樹林地帯から来た“樹名板”が綾と牛
久をつないだ︒このつながりが︑今後ど
のように紡がれるのか？私たち人間がど
のように自然と共生していくのか？
１枚の“樹名板”が放つ生命力と温もり
からいろいろな思いが広がる︒

自然観察出前講座 石神良三

更に連携を深めていきたいと思います︒
思いつくままに振り返ってみましたが︑
これからの活動にいかしていきたいと考
えています︒
さて︑新年度の活動を進める上で特に
配慮したい点は次の通りです︒
・安心で安全な自然活動ができるように︑
放射線量の事前把握によるプログラムの
提案と実施︒
・市民誰もが参加できるように︑これま
での要請講座に加えて自然講座を年数回
実施︒総合的な自然観察︵植生・歴史・
くらし・文化︶の楽しめる企画を検討中
です︒
・野外活動が困難な場合の屋内代替えプ
プログラムの提案と実施︒
最後に︑自然観察の大切なわけについて
再確認をしておきたいと思います︒自然
観察会は︑自然を保護する教育の一環と
しての役割を担っています︒そのため

6

自然観察活動の目指すもの

7

自然事業として誕生した自然観察出前
講座も︑今年度で 年目を迎える︒過去
年間を振り返ってみると︑実施１２５
回︑参加者数は延べ８︐１０５人を数え
ることができました︒
また︑出前講座への参加者・内容・場
所などについては︑グループや団体等か
らの要請に応ずる方向で調整し︑実施し
てきました︒感想の一端をとりあげてみ
たいと思います︒
・要請団体としてその大半を占めるのは︑
幼稚園︑保育園︑小学校であり︑保育プ
ログラムや学習プログラムに即した体験
型の自然観察が中心︒当然時間的にも制
約があり１時間前後が多い︒参加する幼
児・児童に共通することは︑体全体で自
然を感じ喜々として活動する姿です︒
・東日本大震災に伴う放射線量の影響は︑
観察場所や方法上大きな課題となってい
ます︒観察場所の線量測定により︑要請
側の不安に配慮した対応を進めていると
ころです︒現在のところ要請の取りやめ
などはありません︒
・各地区の自然会活動である子育てサロ
ンやふれあいサロンの要請もありますが︑

保育園の幼児たちと

添わせて木を扱っていきたい﹂と児玉さ
ん︒
児玉さんが磨いた樹名板に文字を書いた
のは︑﹁玄太染織工房﹂を営む“綾の素
材で草木染と糸を織る”染織家の玄太さ
ん︒樹名は﹁ゴシック体﹂で依頼したが︑
玄太さんがほんらい書く“文字”は絵の
ようで人をわくわくさせる︒乾燥期間を
少しでも長くするため文字入れ期間が削
られ﹁夜な夜な樹名を書いたよ﹂と笑い
ながら言う︒私たちの活動が﹁眠ってい
る“木”︵人から忘れられている“木”︶
に光を当てる﹂ことだとしたら︑玄太さ
んは﹁眠っている“気”︵人の何かした
い“気”持ち︶に光を当てる﹂天才であ
る︒どちらの”キ“も光が当たると花が
咲き︑実がなる︒﹁工房に訪れる人との
時間を大事にしたい﹂という︒工房は３
６５日開いていて︑玄太さんの温かい人
柄が多くの人を惹きつけている︒

児玉工芸 乾燥棚での樹名板乾燥工程
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日にチェーンソーの講習会を実施し︑刈
払機の講習会には女性の方も参加されま
した︒
講習会はテキストによる安全教育をメ
インで行い︑機械の操作は基本操作とな
り実際には自分で経験を積んでの技能習
得になります︒
初めて機械を操作する方もいて︑最初
は恐る恐る機械の操作に入りますが︑基
本を覚えればなんとか除草ができるよう
になり面白くなってきます︒
また︑チェーンソーの講習ではテキス
トによる講習が１日︑実技が１日となり︑
チェーンソーを実際にバラして構造を覚
えることや︑ソーチェーンの目立ての実
習も行います︒
２日目は実際にチェーンソーを使用して
の伐倒作業に入ります︒チェーンソーを
使いこなしている方やはじめての方もい
て︑いろいろ皆さんで教えあったりして
いる人もいます︒特に掛かり木になった
場合の処理方法では︑高度な技術が要求
される場合がありベテラン講師のＩさん
の出番が多くなります︒
今後も︑３月・９月の年２回を計画し
て︑うしく里山の会の講習会が定着して
いければと願うばかりです︒

雅俊

親子農業体験講座
プロジェクト責任者 飯田

今年も始まるよ︑と言っても畑を覆っ
ているハリギリの小枝︑昨年のイモガラ
が散乱し寒さはまだドカッ居座っている︑
少し前に梅や桜が咲いたと聞いたが︑
ここ数日は曇り小雨︑啓蟄と言っても虫

が動いている気配は感じられない︑林縁
にはソバを干すための竹の柵が役目を終
えたのちは子供たちのベンチとなりこわ
れた平均台ように置かれている︒畑も冬
の間はひと休み︒
昨年は参加人数を限定したことにより︑
作業に余裕ができ今までにない作物にも
挑戦することができた︒種から植え付け
て元気に育ったなと思ったら間引きを忘
れたため指の大きさしかなかったゴボウ︑
苗で植えた落花生はしっかり育ってくれ
て︑塩ゆでして食べたときは美味しく初
めての人は驚き大成功であった︑スイカ
をうまく作れたと聞いたことはない︑私
たちのように２週間に１度しか畑に行か
ないようでは︑カラスに食べられてはと
周りにテグスを張ったがカラスも見向き
もしなかったという結果であった︑食べ
るだけが楽しみではないと︑出来は小さ

ジャガイモの植え付け

7

71

杉林で実技講習・受講者の目つきは真剣そのもの

に自然に親しむこと︑自然を知ること︑ 等の返事が戻ってきます︒確かに技能面
自然を守ることが観察の要素になります︒ では本当にベテランですが安全面では見
特に自然に親しむためには︑全身と五感 ていられない場面があります︒農家の主
で自然に触れ︑美への感動︑発見の喜び︑ 人が刈払機で草を刈っているすぐ後ろで
自然のしくみへの驚きなどの感動体験が 奥さんが刈った草を鎌で集めている︒主
大切になります︒そして︑自然観察を楽 人が振り向いた瞬間に奥さんの頭に刈払
しむ人を一人でもふやすことが︑自然保 機 が 当た っ て大 怪 我 をさ せ て し まっ た
護を進めることにもつながっていきます︒ ︵実際の事故例です︶また︑チェーンソー
身近な自然を対象に︑自然観察会を継 による事故も多発しています︒
続することは︑とても重要な意味をもっ
うしく里山の会では里山の保全などの
ているのです︒
立場から︑刈払機やチェーンソーを使用
する機会の多い人たちに︑一人でも多く
安全作業を行ってもらうためにもこの講
刈払機・
チェーンソー安全衛生講習会
習会を計画しました︒
うしく里山の会での講習会は 年度か
講習責任者 佐藤 輝雄
らそれぞれ３回行われ︑今回で延べ 名
の方が受講されました︒講師は会員のＩ
氏・Ｍ氏︑私の３名が担当しています︒
今年は３月 日に刈払機︑３月 ・

うしく里山の会主催で刈払機・チェー
ンソーの講習会が３月に開催されました︒
労働安全衛生法第 条に︑﹁事業者は︑
労働者を雇い入れたときは安全又は衛生
のための教育を行わなければならない﹂
と定められています︒本来であれば事業
主がこの教育を実施するわけですが︑事
業主に代わって外部機関が実施すること
もできます︒
個人として︑あるいは雇用関係にない
ボランテア等で作業を行う場合は︑この
法律は適用されませんが︑安全作業を考
えた場合は受講されるべき講習と考えま
す︒従ってボランテア等の主催者が﹁安
全講習を受講している人に限る﹂とは︑
この安全作業を徹底する必要があるから
です︒
私も刈払機やチェーンソーを使用して
いる農家の人に講習の話をすると︑﹁俺
達はあなたたちよりうまく使っているよ﹂
59
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したものと思います︒
来年度︑開園から四半世紀という歴史
牛久市観光アヤメ園管理業務受託
的な通過点を迎えるにあたり︑いま一度
原点回帰し︑あらためて施設の目標を見
プロジェクト責任者 坂 弘毅
つめ直し︑私たち指定管理者のミッショ
ンを確認したい所です︒
昭和 年︵ 1987
年︶ 月にまとめられ
牛久市観光アヤメ園の管理業務を受託
た﹁牛久自然観察の森基本計画報告書﹂ してから早８年が経過しました︒
には︑﹁木もれ日の中で心を豊かにし︑ ８年前の状況は写真のようにハナショウ
自然に親しみ︑草木に触れ︑そして観察 ブの株はほとんど無く︑圃場の土も硬く
できる場所と時を提供する事は︑将来に アヤメ園としてはとても惨めな状態でし
渡り計り知れない意義と効果をもたらす た︒
と確信する次第であります﹂との記述各
最初の行動は︑佐原の水生植物園とハ
自のもあり︑事業開始にあたり大変な期 ナショウブの販売農家に栽培管理の手法
待が込められていた事が伝わってきます︒ を教わり︑作業標準を作りました︒それ
約 年間の工事期間を経て開園し︑以 と同時に︑アヤメ園の土壌の分析です︒
来 年間︑のべ約 万人に利用され育て
牛久沼一帯は６０００年前の縄文海進
られてきた観察の森ですが︑震災から
によって海水が入り込み︑その塩分が未
年︑本格的な復興に向けてスタートを切っ だに影響し︑ハナショウブは育たない︑
ています︒
という伝説めいた言い伝えが残されてい
設置から半年間で５０００人の利用が ました︒
あった﹁木育ひろばうっしっし﹂の第二
このため︑茨城大学から土壌分析の測
期増床スペースは 月上旬︑美しい水草 定器をお借りし︑塩分濃度等の測定なら
が 見 応 え の 屋 内 ビ オ ト ー プ ﹁ Hacobio びに︑水質の確認を行いましたがいずれ
︵ハコビオ︶﹂は 月連休に登場予定で も基準値以内︑異常なしという結果がで
す︒また︑﹁園長の里山ガイドツアー﹂ ました︒
や﹁父子の木工教室﹂など︑時流にあっ
管理業務はここからスタートです︒ま
たオリジナルプログラムも幅広く展開し ず最初に手を付けたのが︑除草でしたが︑
ていきます︒進化を続ける観察の森に今 採っても採ってもはかどらない雑草には
後ともご期待下さい︒そしてどうぞ一緒 閉口しました︒気が遠くなるような広大
に森づくりを行っていきましょう︒
な広さ︑本当に管理が出来るのだろうか
という︑不安がよぎりました︒
最初の一年は除草と圃場の整備に徹し︑
二年目に佐原から新しい株を購入し︑植
え付けは市内の市民団体﹁ゆめまちネッ
ト﹂の皆さんに協力を頂きました︒そし
て︑荒廃した圃場は復活し︑この年は新
たな株はきれいな花を付け︑訪れる市民

8

かったが竹棒を持ち順番に目隠し畑でス
イカ割りをおこなった︒こんなことを思っ
ていると子供たちの声が聞こえてくるよ
うだ︑リヤカーに乗りたいとせがむ子︑
虫籠に団子虫︑ミミズをたくさん集めて
得意げに見せてくれる子︑暑い中雑草を
片づけてくれた子︒
さて︑寒いと言っても日差しからはしっ
かり春の明るさが感じられる︑ジャガイ
モから蕎麦までの作物を作りながら皆さ
んと相談しながら進めていきたい︒
３︑４カ月しか会わなかった子たちが
どんなになって現れるのか︑新しい家族
と会うのも楽しみ︑畑ににぎやかさが戻っ
てくるのももうすぐです︒冬の間休んで
いた畑に作物をたくさん育ててくれるこ
とを願って︒

観察の森復興 そして 周年へ
牛久自然観察の森チーフコーディネータ

斉藤 孝
2

3

83

4

5

25

牛久自然観察の森は平成 年︵ 1990
年︶
の開園から数えて 回目の春を迎えまし
た︒
昨年度の来園者数は約 万人︑本会が
指定管理者に初指定された平成 年度以
降では最少となりましたが︑月間の来園
者数でみると︑今春は震災以前の水準に
戻りつつあります︒
この回復傾向は︑一昨年の夏以降︑本
格的な除染・線量調査に取り組むと同時
に︑拠点施設ネイチャーセンターの大規
模な展示改修に踏み切ったことが功を奏
24

2

62

3
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平成25月4月
うしく里山の会広報誌・春号
第１２２号

観察の森復興、そして２５周年へ

牛久自然観察の森の四季

3

うしく里山の会広報誌・春号

の方々から安堵の声が上がりました︒
３年周期の株分けも地について管理業
務も順調にいっていましたが︑７年目の
昨年は︑はじめて花の付きが悪く︑楽し
みに来園される方々にはご迷惑をかけし
てしまいました︒管理方法には従来と変
わらず︑原因はわかりませんが︑圃場の
地力が衰えて来たのかも知れません︒こ
のような状況から︑いろいろな実験をス
タートさせました︒客土︑株分けの仕方
を変更等々︑その結果が出始めているよ
うです︒今年は昨年の汚名を挽回したい
と思います︒
アヤメ園の新たな楽しみとして︑秋の
ヒガンバナとオニバスの栽培を行ってい
ます︒ヒガンバナは︑園路に補植を続け︑
九月のお彼岸の頃には真っ赤な花が咲き
誇るでしょう︒そしてオニバスは︑昔の
牛久沼には自生していたそうですが︑水
質の悪化で消えてしまいました︒その夢
を蘇らせたいと再生の努力を続けていま
す︒

第１２２号

マメ科フジ属の落葉つる
性木本。茎は初め草質で生
長が早く、長く伸びて樹木
No.25
などに巻きつく。やがて木
質化していき、年月ととも
に太く生長する。本州から
九州に分布し、市内では写真のように斜面や雑木林などに
生育している。
寿命が長く、垂れ下がる花序の豪華さも好まれ、各地に天
然記念物に指定された古木がある。園芸品種も出回っている。
開花時期は４〜５月で、藤色と呼ばれる美しい、濃淡のあ
るうす紫色をしている。長く垂れ下がる総状花序は20〜90cm、
写真の下のように蝶の形をした多数の花をつける。果実は
細長く扁平で、長さ10〜30cm、いわゆる豆果で、種子のマ
メが入っている。ツルは非常に丈夫で、椅子や籠などの家
具として利用される。
平安時代中期までは、ツルから繊維をとり衣服を編んでいた。
「万葉集」などには“作業服”として詠まれている。葉は
複葉で、長さ20〜30cm、
小葉は11〜19枚、若葉は茹でて、あく抜きして食べられる。
花は湯がいて、三杯酢やてんぷらで食せる。種子は食中毒
や腹痛の薬などに利用される。フジは花の美しさだけでな
く様々なところに利用され愛好されてきた。
（内田智子）

平成25月4月

荒廃したアヤメ園 H17年6月 坂

身近な樹木
フジ

斜面林のクヌギに巻きつく開花期のフジと蝶花
渡辺00.5.7/ 3.5.3

スプリング・エフェメラル
スプリング・エフェメラル（Spring ephemeral）は、春先に花をつけ、
夏まで葉をつけると、あとは地下で過ごす一連の草花の総称。春植物
（はるしょくぶつ）ともいう。直訳すると「春の儚いもの」「春の短
い命」というような意味で、「春の妖精」とも呼ばれる。
この春の妖精と呼ばれる花は、キンポウゲ科 キクザキイチゲ、ユキワ
リイチゲ、アズマイチゲ、イチリンソウ、ニリンソウなどのイチリンソ
ウ属、フクジュソウ、セツブンソウ。 ケシ科 エゾエンゴサク、ヤマエ
ンゴサク、ムラサキケマン。 ユリ科 カタクリ、ショウジョウバカマ、
ヒロハノアマナ等
（出典 ウィキペディアフリー百科事典）
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カタクリ 坂

第１２２号

うしく里山の会広報誌・春号

初夏の里山風景

平成25月4月

牛久ではゴールデンウイークに家族総出で田植えが始まります。

代掻きの頃 牛久市城中町の水田

2010/4/29

坂

お知らせ

うしく里山の会が創立から
10

周年を

年間

10

迎え本当におめでとうございます︒

10

﹁会報さとやま﹂はこれまでに

■発 行
特定非営利活動法人 うしく里山の会
300-1236茨城県牛久市田宮町808-20
TEL 029-873-8552
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http//ushiku-satoyama.org/
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牛久自然観察の森内 TEL 029-874-6600
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坂 弘毅

欠かさず発刊を続け︑前号で１２１号

を迎えました︒創刊当時は試行錯誤の

連続で苦労が続きましたが︑当時の会

報を開いてみると︑全てが新鮮で︑楽

しい思い出が凝縮されていました︒

紙面の構成も何回か変更されました︒

創刊当時は味のあるクラフト紙を使っ

た時期もありましたが︑発行部数が増

加するに伴い︑経費の節減から複写機

から印刷機に変わりました︒毎月一回︑

牛久市社会福祉協議会ボランティア市

民活動センターの印刷機をお借りし︑

印刷を行ってまいりました︒

この間︑編集に携わった多くの方々

周年を記念して︑会報さ

10

には敬意を表したいと思います︒

この度︑

とやまの紙面ならびに︑印刷方法を大

きくリニューアルすることにいたしま

マンネリを防止することと︑誰もが

した︒

読みやすい紙面にすることで︑ＮＰＯ

月以降の会報里山は内容

法人うしく里山の会の情報発信を加速

年

させることが大きな目的となっており

平成
4

ます︒

を充実させ︑年四回の季刊とすること

年春号として発行させて

が理事会で決定されました︒

今号は平成

いただきます︒今号よりカラー印刷で︑

皆さんから提出いただいた写真がカラー

で楽しめることになりますので︑これ

︵坂 弘毅︶

まで以上に会報里山をお楽しみいただ

ければ幸いです︒

25

25

編集後記

①「会報さとやま」が今回から季刊となることに伴い、うしく里山の会の月間スケジュールは当会報には掲載しな
いことになりました。各プロジェクト責任者から活動予定をお聞きするか、うしく里山の会のホームページを
ご覧頂きたいと思います。 http//ushiku-satoyama.org/
② 平成25年度通常総会のお知らせ
平成25年5月19日（日）10:00〜12:00 牛久自然観察の森ネイチャーセンターにて
後日総会議案書を郵送いたします。欠席される方は、委任状を提出していただきます。
総会の後、午後から結束町のクリーンアップ作戦を行います。皆様のご協力をお願いいたします。
③ 今月発刊いたしました「牛久の里山樹木ハンドブック」を会員の皆様に無償で配布させていただきます。総会
議案書郵送の際、引換券を同封いたしますので、観察の森でお受け取り下さい。

