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柳下 広司

を測定し基準値以下であることが必要で
す︒以前のような里山としての活用には
まだまだ先が見えないところもあります
が︑うしく里山の会のみなさんの力があ
れば︑牛久の里山が次世代へとながって
いくことと信じています︒

原口 隆男

ついに観察の森に襲来か？

雑木林応援隊

六月に入りまとまった雨が降らず文字
どおりの空梅雨模様︑農作物への影響が
心配されだした６月 日は定例の作業日
であった︒
当日雑木林応援隊では予定していた作業
が予想以上に進んでいるため︑急遽作業
内容を変更して炭小屋前にある藤棚下の
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﹃大型ナメクジ﹄

限されることから︑ネイチャーセンター
内で安心して過ごせるようにと︑設置さ
れた木育広場︑アクアリウムが好評です︒
自然観察の森を利用されている方︑まだ
来園されていない方に︑どのようなアプ
ローチをするか︑どのような場面を提供
できるか︑来園者の立場になって違う見
方をしてみる︑違う手法を取り入れる︑
そうした積極的な姿勢が施設の評価を上
げているのだと思います︒今後どのよう
な事業展開をされるのか注目されます︒
ところで︑図鑑を持って樹木を観察に行っ
ても︑図鑑は全国に分布する種類が掲載
されているため︑必要以上に多くいざ調
べるとなると図鑑のどこを見ればいいの
か迷ってしまうことも多いです︒﹃牛久
の里山樹木ハンドブック﹄は市内の森林
で見られる樹木を紹介したもので︑これ
までにない画期的なもので︑またコンパ
クトにまとめられているので非常に便利
です︒
また︑図鑑がなくても市内の街路樹︑
主な公園の樹木には現在樹名板がつけら
れています︒自然観察の森のような施設
に出かけなくても︑身近な緑にふれる機
会が増えています︒
観光アヤメ園は︑アヤメの観察のみな
らず自然観察・自然体験の場としても期
待されます︒農業体験は︑畑を舞台にま
さに里山を親子で体験できる貴重な機会
と思います︒うしく里山の会の御蔭で牛
久では里山とふれあう機会がほかの市町
村と比べても多くなっています︒
牛久周辺が原発事故の影響で森林の放
射線量が高めになっているのは残念なこ
とです︒森の中を散策することにも場合
によっては不安を感じることもあります︒
さらに材を利用するためには︑放射線量
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うしく里山の会創立１０周年

うしく里山の会
創立 周年
おめでとうございます
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うしく里山の会が設立された 年前︑
牛久自然観察の森は牛久市の直営で運営
され︑私は施設の管理︑事業の運営に携
わっておりました︒平成 年度の一年間︑
牛久市では事業の運営と環境管理にかか
る業務をうしく里山の会に委託︑そして
続く平成 年度からは︑指定管理者とし
て︑日常的な業務を全般的に委任するこ
ととなりました︒その後の牛久自然観察
の森は︑運営に携わるうしく里山の会の
みなさんの不断の努力とそのことによる
施設のイメージアップ︑その結果として
の大幅な来園者の増加がみられ︑全国で
か所の自然観察の森でも︑常に先を行
く施設として注目されています︒
多くの自然観察施設や自然教育施設の
ビジターセンターでは︑施設のある地域
の動植物や自然を紹介する展示がほとん
どであります︒それが施設の目的であり
ますが︑観光旅行などで行った先ではご
覧になる方も︑自分が住んでいる地域の
自然を紹介する施設にわざわざ足を運ぶ
人は少ないものです︒牛久の森は平地林
で他と比べて利用しやすい環境にあるの
で︑ウォーキングや森林浴など自然観察
以外の目的で訪れる方も多くいらっしゃ
います︒他の自然観察の森にはない特徴
的なものとなっています︒そのような中
で︑平成 年３月に起きた東日本大震災
と原発の事故の影響では︑その後の来園
者数が減少しました︒屋外での活動が制
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竹椅子を修理する事となった︒
風雨で傷んでいた箇所を重点的に補修す
ることになり︑まずムジナの里から竹材
を運び︑柱になる孟宗竹に加工を施して
準備が整い作業にとりかかった︒その矢
先︑スコップで４本柱の穴掘り作業をす
る人達から﹁何だ！これは！﹂と驚きの
声が挙がった︒今まで見た事が無い大型
ナメクジが木株に鎮座しているではない
か！
久し振りに降った前日来の雨で全体的
に地表は湿ってはいたが体長５〜６セン
チを超す大型ナメクジが這い回っている
姿を見て︑皆唖然！今チマタではやって
いるＮＨＫ・朝ドラの﹃あまちゃん﹄で
はないが﹁ジェジェー・ジェジェー﹂の
オンパレードである︒
気持ちが悪いことおびただしく︑早速写
真を撮り地中に埋め戻したが︑もうこん

な身近な場所まで広がり始めたかとその
繁殖力には驚きで食害も心配される︒
翌日掲載されたの朝日新聞やインター
ネットの記事によるとヒョウ柄の大型ナ
メクジ︑日本上陸︑農作物被害に懸念と
あった︒体長が センチを超す外来種の
大型ナメクジが日本に上陸し︑繁殖をは
じめている︒くっきりとしたヒョウ柄の
模様が特徴の﹁マダラコウラナメクジ﹂︒
茨城県では中南部を中心に生息域が広
がっていることが︑自然博物館等の調査
で分かった︒専門家は農作物等の被害に
注意をよびかけている︒
マダラコウラナベクジはヨーロッパが
原産︒米国やオーストラリアなど各国に
広がり外来種化している︒国内では２０
０６年︑茨城県土浦市で野生化した体長
センチの個体が写真撮影され︑翌年︑
生きた個体も採集されたとある︒もっと
も我々が普段よく見かける小さなナメク
ジも元は外来種と聞いているが︒
まさに今回のナメクジはこれかなと思う
と繁殖力を考えると心配である！
隣接する畑隊の農作物は親子農園講座
の収穫物は被害を受けていないだろか？
強いて言えば牛久自然観察の森全体での
植物への被害は無いのだろうか？これか
らの事を思うと大変心配されます︒
10

マダラコウラナメクジ
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斑甲羅蛞蝓 軟体動物門柄眼目コウラナ
メクジ科に分類されるナメクジの一種︒日
本にはもともと分布していない外来種であ
る︒原産は主にヨーロッパ︒北米では１８６
７年のフィラデルフィアで発見される︒他︑
南米︑南部アフリカ︑オーストラリアなど

にも侵入している︒２００６年に日本でも茨
城県で発見され︑島根県・
長野県などで目
撃される︒

七久保 昭子

楽しい夏のひととき
親子農業体験

﹁おー︑すっげーでかい！﹂
﹁こっちにもあるよー︑おっきー！﹂
ジャガイモの収穫作業での子供たちの反
応を見たとき︑親子農業体験に参加して
よかったなと実感しました︒
転勤続きだった我が家が牛久に引っ越
してきたのが三年前︒親元からも遠く︑
知り合いも少ないため︑子供たちの友達

の輪を広げてあげたい︑自然の中で伸び
伸び遊んでほしいと思っていました︒そ
うした時に広報うしくの﹁親子農業体験﹂
の文字が目に飛び込んできて︑すぐに申
し込みをしました︒
はたして︑申し込みは大正解でした︒我
が家は四人兄妹で︑上から小学一年生︑
年長︑年少︑０歳の赤ん坊ですが︑参加
しているご家族もみんな同じような年頃
の子供たちで︑初回から一緒になって農
作業を楽しそうにやっていました︒集中
の続かない子供たちはすぐに作業に飽き
てしまい畑のまわりで遊びだすのですが︑
ミミズを見つけては叫び声をあげ︑バッ
タを見つけては追い掛け回し︑じっとし
ている間がないくらい動き回っていまし
た︒参加している子供たちはみんなとて
も活発で昆虫や植物のことをよく知って
いて︑虫を怖がっていた長男も︑みんな
につられていつの間にか虫取りができる
ようになっていました︒
農作業は︑種植えから︑肥料やり︑雑
草とり︑収穫まで︑とてもていねいに指
導していただいたお蔭で︑子供よりも親
の勉強になりました︒早速家でも家庭菜
園をやってみたいと思います︒子供たち
も遊んでばかりで適当に作業していたに
もかかわらず︑意外に作業内容を覚えて
いて︑﹁ママ︑こうやるんだよ！﹂と先
生気取りです︒笑
最後になりますが︑親子農業体験を主
催いただいた皆様方︑そしてうしく里山
の会の皆様には大変お世話になりました︒
我が家はおんぶにだっこで︑準備は大変
だったと思いますが︑お陰様で本当に楽
しい時間を過ごすことができました︒こ
の場をお借りしてお礼申し上げます︒あ
りがとうございました︒
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樹木観察活動の目的・計画
これまでの取組
牛久市協働樹木リサーチ事業

平塚 芳雄

ぼ予定通り終えることができました︒
今後は７月に柏田地区の神社境内及び
屋敷林︑９月に牛久自然観察の森︑ 月
に井ノ岡町の斜面林︑１月に真冬の城中
地区の環境別自生樹木︑３月に根古屋地
区のヤナギ類の開花初期について︑それ
ぞれ観察活動を予定しています︒

研修見学会

増田 勝彦

坂東市﹁
将門伝説﹂
︑
カヤの巨木を訪ねて
チーム街路樹
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六月研修会は４箇所を見学︑内１か所
は︑牛久市役所から車で１時間足らずの
古 刹︒ 一車 線 道路 の方 向 板を
左 折す ると ︑ まも なく 樹 木濃
い 駐車 場に 到 着︒ 神田 山 如意
輪 寺延 命院 の 広い 境内 に は︑
多 くの 桜と ︑ 菩提 樹の 尖 った
葉先が初夏の風に揺れていた︒
平将 門の 胴 塚伝 説で 有 名な
寺 の小 さな 円 墳は ︑将 門 山と
か 神田 山と 呼 ばれ てい る ︒近
づ くと カヤ の 巨木 が︑ 小 さな
胴 塚を 鷲づ か みす るよ う に︑
僅かな傾き加減で立っていた︒
牛久では ︑得月院 のカヤ が
推定樹齢五 百年だそ うだが ︑
立ち姿はこ んもりと して静 か
に穏やかで ある︒比 べてこ ち
らの胴塚の カヤは︑ 見る者 の
心を掻き乱 す不安さ さえ感 じ
させる︒東 京大手町 の将門 塚
では︑しば しば将門 の怨霊 が
祟りをなし たと聞く と︑尚 更
実感として迫る︒

カヤの前にある案内板に目をやると︑将
門山︵神田山︶の解説が⁝︒
﹁平将門は天慶三年︵九四〇︶二月一
四日の夕︑戦に敗れて本陣に帰る途上で
矢に射られて三十八歳の生涯を閉じた︒
首は京都に送られたが後に武蔵国柴崎村
に葬られた︒胴体はこの延命院境内の一
隅に埋められて将門山と呼ばれた︒この
地は相馬御厨の神領なので将門山はあば
かれることなく今に及んでいる︒︵中略︶
顕彰碑は岩井市民の浄財によって建設さ
れた﹂と結ばれている︒
木の上部はすでに枯死してないが︑円墳
をつかみ︑守ろうとするかのようなしっ
かりとした根の張りようには心うたれる︒
幹の立ち上がりにしても︑迫力︑木︵気︶
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樹木観察活動責任者

樹木リサーチでは活動の一環としてメ
ンバーの樹木に関する知識の向上︵具体
的には樹種名を覚える︶と里山の環境保
全に対する理解を深めることを目的に︑
樹
｢木観察活動 を
｣実施することにしまし
た︒今年度は７回実施する計画です︒
既に２回実施しました︒第１回は５月
５日︵日︶城中町において︑﹁生育環境
別自生樹種の観察﹂をテーマに行いまし
た︒当日は全メンバー２２名の内１５名
が朝９時︑得月院駐車場に集合︒得月院
駐車場前の屋敷林跡︑得月院境内の社寺
林︑城中街道沿いの竹林︑水神塚︑牛久

城址のスギ林・竹林︑牛久沼畔の湿地林︑
牛久沼東岸斜面林下の順に巡り︑これら
の場所に生育する種々の樹木を確認しま
した︒﹃牛久の里山樹木ハンドブック﹄
や渡辺さん作成の参考資料﹁城中地区の
土地利用区分別生育樹種名﹂などを片手
に︑渡辺さんをはじめ﹁巨木リサーチ﹂
以来のベテランメンバーの解説を聴きな
がらの観察を進めました︒
得月院駐車場前のケヤキの巨木︑得月
院境内では市指定天然記念物のカヤを初
め︑オニグルミ︑墓地に多いシキミなど︒
水神塚手前の竹林ではタケとササの違い
の解説︒水神塚では市内一太いスダジイ
︵４分岐で幹周 7m
︶︑牛久沼畔ではマル
バヤナギ他のヤナギ類について︑実物を
手に取りながら葉の形や大きさ︑鋸歯の
有無の違いなどを観察しました︒
牛久沼東岸の斜面林は下部の竹林のや
ぶの間伐︑除草が進み︑本来のマント群
落︑ソデ群落は見られませんでしたが︑
スダジイ︑ヤブツバキなど照葉樹林の構
成樹種が見られ︑縄文海進の名残と考え
られているタブノキの大木も確認できま
した︒予定より一時間近く遅れ︑無事終
了︒今年は新メンバーが増え︑盛況な観
察会でした︒
第２回は６月 日︵土︶︑市のバスに
よる研修見学会でした︒参加者は 名︑
午前９時〜午後３時の日程で︑旧茎崎町
の創建千年の歴史をもつ月読神社境内の
スダジイの巨木︵樹齢 600
〜 700
年︑太さ
︶︑下横場の県指定天然記念物大グミ
8m
︵樹齢約 500
年︑太さ 2.3m
︶︑ つくば 実
験植物園︑貴船神社境内の社叢林を回り
ました︒終わり頃︑雷鳴が続き雲行きも
怪しくなり急いでバスに乗り︑市役所に
戻った時には本降りになりましたが︑ほ

迫力の根上 2013 撮影 増田

古墳とカヤ 2013 撮影 増田

撮影 戸塚
つくば実験植物園 2013.6.22
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保育園の幼児たちと
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■公開里山セミナー

テーマ

講 師

農学博士 渡辺 泰

﹁牛久の自生樹木﹂

牛久に は地 域の 人び とに よっ て大
切に守られてきた自生樹木が数多く
残されています︒これら樹木につい
て植物学的な視点から改めて見つめ
直して見たいと思います︒
日 時
平成 年９月 日︵土︶
時〜 時
ところ
牛久自然観察の森
ネイチャーセンター
二〇〇円︵資料代︶

参加費

5

自然観察の教科書は
ありのままの自然

力とも充分︒
講座を進めるにあたっては︑特に次の
数百年︑千年と︑時代を生き抜いてき 点に留意している︒
た巨木の生命力を通して︑自らと対話し ・観察場所については︑事前調査をもと
ながら巨木を見るのは楽しいものだ︒
に安全面も考慮し決定する︒
日本の三大カヤと言われる与野︵埼玉︶ ・活動内容については︑参加者の興味関
の大カヤ︑横室︵群馬︶の大カヤ︑
心や反応への対応を大切にする︒
北浜︵静岡︶の大カヤも︑機会があれば ・自然観察の教科書は︑参加者が五感で
訪ねてみたいなと思いつつ︑次の見学地︑ 感じるありのままの自然であることに意
常総市の旧家︑坂野家に向かった︒
を用い︑驚きや感動体験を大切にする︒
・植物と動物︑動物と動物のつながりか
ら︑自然のしくみ︵生態系︶への気づき
を大切にする︒
次に︑実践例を紹介したいと思います︒
新緑の美しい５月下旬︒稲敷市の田園地
帯にある幼稚園の５歳児相手の活動です︒
石神 良三
出前講座
テーマは﹁園庭の生きものさがし﹂です︒
園庭の周囲には大小さまざまの樹木が植
栽され︑草本類も適度に繁茂しています︒
さらに︑子どもたちが世話をしていると
いう田んぼと野菜畑もあります︒幼児の

こころを育む
自然環境が満
載です︒
そこで︑初
めの活動とし
て子どもたち
に園庭を案内
してもらい教
えてもらうこ
とにしました︒
こちらから質
問することも
ありましたが︑小動物のなまえや特徴な
ども得意気に話してくれました︒日々の
遊びでの生きものとの交流ややさしさも
伝わってきました︒
子どもたちの案内と私からの補説で生
きもの探しは終了です︒次に︑こちらか
ら視点を変えた話題を出しました︒
﹁畑に昆虫がたくさんいたのはどうし
て？﹂
数人の子が﹁チョウが蜜をすいにくる﹂
と反応するが不安気だ︒そこで畑に戻っ
てていねいに観察する︒
モンシロチョウ︑キチョウ︑ベニシジ
ミ︑ハナバチの仲間︑ミツバチ︑ホソヒ
ラタアブ︑アブラムシ︑テントウムシ︑
アオムシ︑バッタ︑コオロギ︑アリ︑な
どを発見︒
幼児にとって興味のある花にきている
昆虫の行動を︑真剣に観察する︒さらに︑
キャベツを食べるアオムシの観察から植
物と昆虫との関係に気づくことができた
ようだ︒
一時間ほどの活動でしたが︑５歳児の心
の片隅に豊かな自然を支える趣旨の芽生
えを願っている︒

坂

神秘的なセミ羽化の瞬間 撮影

新年度に入ってからの出前講座の実施
回数は︑７月 日現在 回を数える︒要
請先は例年どおり幼稚園︑保育園︑小学
校︑一般市民団体やグループが中心だ︒

保育園の幼児たちと
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﹁
春の小川﹂
を目指して

アヤメプロジェクト

牛久市観光アヤメ園の管理を受託して
七年が経過しました︒
ハナショウブの開花期には多くの方が
来園されます︒牛久沼に面した水辺で︑
谷津田との織りなす風景は牛久随一と言っ
ても過言ではないでしょう︒
多くのお客様はここの素晴らしい景観
を満喫されています︒
アヤメ園の作業と言いますと︑年間を
通しての除草︑真夏の過酷な作業﹁株分
け﹂という力仕事の連続ですが︑開花期
に来園される方々に満足していただける
ことを願って黙々と作業をこなしていま
す︒
アヤメ園を受託してから︑何時の日か
実現したいと考えていることがあります︒
それは︑アヤメ園を一年中楽しめる空間
にしたいとうことです︒現在は六月の開
花期だけで︑残り十一ヶ月は散歩に訪れ
る人だけ︑というもったいない施設となっ
ています︒
この施設を大きな改造をせずに︑春の
小川を再現させたいと考えてきました︒
しかし︑管理作業で手が一杯という実情
の中で︑まだ実現していません︒
﹁春の小川﹂化の当初の計画は︑アヤ
メ園内に井戸を掘り︑風力発電とソーラー
パネルのハイブリッド発電によって︑地
下水をくみ上げ︑清流を再現するという
ものです︒この計画には真剣に考えた時
期がありました︒補助金や助成金を探し
て︑実現を模索した時期がありました︒
今年に入り︑アヤメ園の公衆トイレの工

6

HACOBIO

30

牛久自然観察の森 木谷 昌史

６月 日から始まった水槽の常設展示
﹁ HACOBIO
﹂は︵ 箱の中のビオ トープ を
もじった造語︶昭和 年代の牛久周辺の
水辺に思いを馳せ︑メダカやモツゴなど
の在来の魚や水草を中心に構成していま
す︒
原発事故後いまだ︑再開されない市内
の小中学校のビオトープや以前にもまし
て近づきにくくなった水辺︒その代替に
少しでも役立ててもらえればと︑幼児に
見やすい高さの水槽を作成︒
今後は︑水草の成長とともに魚の数を
増やし︑再現した水景に感動してもらえ
るような公共空間を市民・スタッフとと
もに創造していきたいと思っています︒
30
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めに春の小川化の実現に向けて行動を進
めて参ります︒

本会の設立十周年
に際して一言

た︐いつも様々な活動に参加させて頂き
ありがとうございます︒これからも︐こ
のような素晴らしい活動が続いていくこ
とを心より願っています︒︵Ｍさん︶

○十周年おめでとうございます︒これか
らも皆で結成された当初の目的に沿って
活動していければいいと思います︒︵Ｍ
さん︶

○十周年を一区切りとして︐過去の活動
を振り返り︐設立目的に沿った活動を充
実させてください︒︵Ｈさん︶

○牛久市の緑の環境保全は﹁うしく里山
の会﹂が負っているところが大きいと思
います︒これからもますます発展される
ことを期待しております︒︵Ｈさん︶

○おめでとうございます︒これからも
﹁里山の会﹂に出来るだけ参加し︐自然
に親しんで行きたいと思います︒︵Ｓさ
ん︶

○ で綺麗な会報を毎回楽しく見ていま
す︒牛久市から信頼され︐市民から愛さ
れる︒地についた活動を展開する素晴ら
しい会に育っていてうれしい限りです︒
﹁継続は力なり﹂は事実です︒昔お世話
頂いた研究所︐益々ご活用ください︒楽
しくやりましょう︒︵Ｓさん︶

○私は少ししかお手伝い出来ませんでし
たが︐皆様ありがとうございました︒祝︐
■平成 年５月に行いました第９回通常総 これからも私が又出られるようになるま
会の出欠確認の際︑会員のみなさまから設 でよろしくお願いします︒次の世代まで
立十周年に際して一言募集したところ︑多 里山が続きますように︒︵Ｋさん︶
数の声をいただきありがとうございました︒

○設立十周年おめでとうございます︒ま

HP

○会員の皆様の地道なご活躍のおかげで
美しい里山が保たれています︒参加した
い気持ちはあるのですが体が動きません︒
会費だけの会員で皆様のお顔を思い出す
だけで申し訳ありませんが︐これからも
よろしくお願い致します︒皆様のご健康
を願っております︒︵Ｙさん︶

○バンザイ！！１００年後の森を！︵Ｉ
さん︶

○植樹を希望します︒︵Ａさん︶

○創立十周年記念のイベントをやりたい
ですね︵Ｓさん︶

○節目の記念誌を作ってはどうでしょう
か︒︵Ｈさん︶

○十周年おめでとうございます︒ますま
すのご発展をお祈りいたします︒︵Ｋさ
んほか多数︶

○十周年おめでとうございます︒益々市
民に愛される観察の森と里山の会でと希
望します︒体力の限界でお手伝いが難し
く成り申し訳ありません︒︵Ｎさん︶

○﹁樹木ハンドブック﹂を配布いただき
感謝申し上げます︒さらなる発展を祈念
します︒︵Ｈさん︶

○会員の皆様も地域の皆様にとっても必
要とされる里山の会でありますよう︐事
務局として力を尽くして行きたいと思っ
ております︒︵Ｈさん︶

以上

7

サワガニ 2013.07.20 撮影 坂
○設立十周年おめでとうございます︒い
つも親子共にお世話になり︐とても貴重
な体験をさせていただいております︒こ
れからも里山と共に過ごせますようご協
力をさせていただきます︒︵Ｍさん︶

25

事によって発生した豊富な地下水をアヤ
メ園に導くことに成功︑春の小川は一歩
実現に近づきました︒
﹁ホタルが舞い︑メダカやカエルもい
る﹁春の小川﹂のような水郷をつくろう﹂
という一節が牛久市環境基本計画に謳わ
れています︒
アヤメ園の﹁春の小川﹂はまさにこの姿
なのです︒
園内で今年のトピックスをまとめて見
ますと︑園内でニホンノウサギの子育て
が確認されました︒そして︑カルガモが
雛七羽を園内で孵化させ︑三羽が巣立っ
ていきました︒植物の方では︑絶滅危惧
種のオニバスが順調に育っています︒そ
して︑建設中のトイレ工事で湧き出した
地下水︵元々湧水があった︶の排出口
でサワガニが見つかっています︒
アヤメ園はこれほどの素晴らしい自然
環境です︒この自然を後世に引き継ぐた

カルガモの雛 2013.06.14 撮影 坂
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身近な樹木
ハリギリ

ハリギリの樹冠と幹の刺 牛久自然観察の森12.6.12
ウコギ科の落葉広葉
樹の高木で、北海道・
本州・四国・九州の山
地の林内に分布してい
No.２６
ます。朝鮮・中国・樺
太にもあります。県内
にも広く分布し、牛久
市内では斜面林などに自生しています。
幹は黒褐色で、縦に深い裂け目があります。枝や幹に
は写真のように太い棘がありますが、老木になると目立
たなくなります。葉は掌状に5 〜9裂し、柄が長く10〜30
cmになります。葉の表面は無毛で、裏面には掌状脈の基
部に軟毛があります。裂片の縁には不整の鋭い細鋸歯が
あります。開花期は8月〜10月、花序は球状に集まったも
のが房状に伸びます。果実は経5mmほどで、秋に黒色に熟
します。
用途は広く、とくに北海道ではセンノキの名で重要な
木材資源となっています。建築材、器具にキリやケヤキ
の代用として賞用され、家具材として高級なものの一つ
です。ウコギ科の落葉樹の芽はタラノ芽など山菜になる
ものが多く、ハリギリの若葉も天ぷらなどに美味しい素
材です。
名前は枝に針があり、大きな葉を桐に見立てたもので
す。別名には、他にリュウキュウハリギリやミヤコダラ
があります。（戸塚昌宏）

編集後記

私は梅雨明けの頃からアブラゼ
ミの生態を調査してきました︒ア

ブラゼミは梅雨明けの後に鳴き出

日早い７月６日︒何と今年

しますが︑今年の梅雨明けは例年

より

の初鳴きは梅雨明け後すぐにでし

た︒その時々の気候に実に敏感に

そしてセミの数ですが︑現状で

順応していることに驚きました︒

は確かに鳴き声はヒグラシなどに

比べて遙かに少ないようです︒そ

こで︑深夜から早朝にかけて調査

地点に張り込み︑セミの羽化から

時を過ぎると︑土中からはい

飛翔までを確認してきました︒午

後

出した幼虫は次々に木に登ってい

きます︒それはもの凄い数でした︒

分

羽化した個体は羽が乾くまでじっ

と待ちます︒そして午前３時

頃︑調査地点に異変が起こりまし

た︒暗闇の中に十数羽のカラス集

まってきました︒そのカラスたち

は幹に留まっているセミを手当た

り次第補食しているのです︒セミ

の最後の一声﹁ジジーッ﹂でした︒

その地点の地面には無数の穴が残

され︑数量的には例年と変わらな

い数です︒どん欲なカラスはセミ

の味を覚えてしまったのかでしょ

う︒カラスが増えてしまった原因

は人間が怖くないという学習効果

によって︑市街地が最高の生息地

となってしまったことです︒生ゴ

ミなど豊富な餌︑人間を恐れない

市街地の環境︑天敵がいない等が

︵坂︶
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お知らせ
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ポスターセッション

15 25

■環境活動交流広場
日 時 平成 年８月 日︵
土︶
時〜 時
ところ 霞ヶ浦環境科学センター
12

内 容 湖沼・河川・森林・里山などの
自然環境と私たちの暮らしはつながっ
ています︒茨城県内で︑様々な環境の
保全や整備︑生活様式の見直しなどに
取り組んでいる市民団体︑企業︑行政
関係の方々が日頃の活動状況を紹介し︑
パネル展示を通して交流・情報交換を
しながら会場の皆さんと一緒に環境や
生活のことを考えます︒
うしく里山の会の他︑宍塚の自然
と歴史の会︑つくば環境フォーラム︑
里山を守る会他の団体が参加します︒
●霞ヶ浦環境科学センターでは︑当日︑
２０１３夏祭りが開催されています︒し
たがいましてセンターの駐車場が使えま
せん︒車でお出でになる方は︑臨時駐車
場からシャトルバスをご利用下さい︒

30

カラスの激増する大きな理由のよ

うです︒

8

15

10

平成25月8月
うしく里山の会広報誌・夏号
第１２３号

