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片山 正

公開炭焼き講座
雑木林応援隊
毎年人気の「公開炭焼き講座」は、今
年は一月一日の広報で募集しましたが、
参加者は四名のみでした。
参加希望者が少なかったのは、募集時期
が元旦だったからか、広報の配布が遅かっ
たからか、牛久シティマラソンと同じ日
だったからかは不明です。次回は、十二
月十五日の広報で募集することを検討し
ます。
■一月十一日（初日）は、昨年九月二十
一日に窯に入れた木炭を取出し、事前に
準備した竹を窯に入れて今年初めての雑

木林応援隊炭焼き作業が開始されます。 今回は、少人数なのでスタッフがつきっ
火の神に安全祈願の祝詞を上げます。
きりで指導する事となりました。参加者
公開講座開催の準備では、この時期は寒 全員が初めての体験でもあり、色々と質
さで土が凍り穴を掘るのが難しいので、 問がありました。一段落した所でお昼で
日中暖かい内に穴を掘ります。
す。料理は、恒例のカレーうどん・とん
■一月十二日（中日）は、前日入れた窯 汁・ゆず味噌和え物・かぼちゃの煮物・
の火を再び燃やす作業が
かぼちゃと林檎のデザートと盛り沢山で
続きます。
す。全員が美味しいの連発でスタッフは、
竹炭の場合、２～３日間かけて焼く必要 一安心しました。
があります。
おやつには、焼きバナナと焼き芋も振舞
公開講座の材料（竹・オイル缶・煙突・ いました。
煉瓦・薪等）をすべて準備しておきます。 最後の出し物は、「お花炭」です。ひょ
■一月十三日（公開日）は、炭焼き講座 うたん・松毬・金柑・千両を菓子の空き
参加者の受付から始まります。
缶に入れ、蓋に小さな釘穴を開け、お花
炭焼資料にそって、オイル缶の設置方法 炭用窯（ピザ窯風）に５分入れると完成
と出来上がり状態を煙で判断することを します。ひょうたんは、焼く時間が長い
説明して、炭焼きが始まります。
と缶の中で破裂して失敗してしまうので、
事前に何回か試し焼きを行います。出来
上がった作品は、素晴らしく参加者の方
たちがびっくりされます。観察の森来園
者の方々も炭屋に立ち寄りお花炭の魅力
に興味を持たれ持ち帰られます。
そろそろ竹炭が焼ける時間となり、皆さ
ん心配そうにオイル缶から竹炭を掘り出
します、焼きすぎ・生焼けとバラバラの
結果となりましたが、事前にこちらで準
備しておいた竹炭をお土産に差し上げま
した。
参加者のＭ氏は、納得いかない様子で
使用したオイル缶を持ち帰り自宅で再チャ
レンジすると言っていました。成功する
ことを期待しています。
これが雑木林応援隊の最高の「おもて
なし」です。
次回の公開炭焼き講座には、多数のご
参加をスタッフ一同お待ちしています。
是非最高のおもてなしをご期待下さい。
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牛久市協働樹木リサーチ事業

次年度 の 計画 は、 ① 樹
｢ 木管 理 、
｣ ② 前日とは一転、外出日和の気持ちの良い
『牛久の巨樹』掲載樹種の 広<報うしく > 秋晴れ。参加者は７名、牛久駅午前七時
紙上での紹介、③「樹木観察」を継続し、 三十八分発に乗車、柏、新松戸で乗り換
④「樹木調査」は、「ひたち野みずべ公 え武蔵野線で新座駅へ。駅から平林寺へ
園」を対象として実施する予定です。
はタクシー２台に分乗。待っててくれた
２人のボランティアガイドに九時過ぎか
掲載図
ら約一時間、平林寺の歴史や建築物、樹
「南裏市民の森」の総調査木の種類と 木等の説明を受けました。平林寺は約６
本数 数(値は総本数７２０本に対する
) 百年前、岩槻城主太田備中守により岩槻
に創建されその後江戸時代に川越城主で
あった松平伊豆守信綱の遺言によりこの
地野火止に移され、信綱をはじめとする
大河内松平家歴代の菩提所（墓域約３千
坪）となっています。境内には数多くの
石 燈篭 、 五 輪塔 が あり ま す が 皆 真鶴 石
（小松石）で作られていて数百年経ても
欠けるなどの傷みはなく、一昨年の東日
本大震災の時にも倒れるものは無かった
とのこと。平林寺は臨済宗妙心寺派の寺
院で茅ぶきの総門から山門、仏殿、中門、
本堂まで真っ直ぐに伸びた参道に特徴が
あり、印象に残りました。これら建築物
は県の有形文化財に指定されています。
当寺は禅修行の専門道場で現在約２０名
の修行僧がこの敷地内で米以外の野菜等
は自家栽培し自給自足の生活をしている
とのこと。
境内林の広さは約１３万坪（４３ｈａ）。
アカマツ林、コナラ・クヌギ林で構成さ
れエゴノキ、クマシデなどの高木もあり、
本堂周辺は各種のモミジが多い。境内に
は県指定の野火止用水（全長約 24km
）の
一部が流れ、武蔵野の面影をよく残す地
域として国の天然記念物に指定されてい
ます。訪ねた日は未だ紅葉が始まったば
かりでしたが十一月下旬の最盛期には大
勢の見物客で賑わう紅葉の名所です。
ガイドの方から境内の特徴ある樹木とし
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プロジェクト責任者 渡辺 泰

内で最も多い樹種を見ると、牛久小学校
に接する南側はスギが ％、いぶきの団
地に接する土手に沿った北側はシラカシ
が ％、両者の間の中央区域はムクノキ
が ％でした。これらは「市民の森」指
定前の前歴を反映しています。南側の西
端は現在も民有地のスギ・ヒノキ林に接
し て おり 、 北側 の 土 手沿 い は シ ラカ シ
（肩の部分はシラカシが大部分で、梢が
切断されており本調査から除く）が優占
種で、半自然的林になっています。中央
区域はマツ枯病で枯死したアカマツの跡
に成立した比較的若いムクノキ・コブシ・
クヌギなどが生育しています。
全調査木について生活型を分けて見る
と、落葉広葉樹が断然多く、 種３８５
本（ ％）、針葉樹は植栽樹のスギ・ヒノキ・
サワラが大部分で１８０本（ ％）、自生
66
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種のアカマツは 本（ ％）に過ぎませ
んでした。シラカシを主体とした常緑広
葉樹は 種7１５５本（ ％）でした。
そして全樹木の大きさ（幹周）を測定
しましたが、幹周
以下の若木が圧倒
的に多く、全体の ％を占めていました。
なお高木層の高さは ～
でした。
林床と北側の土手の草本植物を観察し
た結果、 種確認されました。このうち、
「牛久市版レッドデータブック」記載の
絶滅危惧種が６種に達しました。このこ 平林寺とさいたま市の盆栽村
とは、この森が市街地の環境浄化機能や を訪ねて
市民への緑環境の提供と共に、「種の多
様性」の保全に重要な役割を果たしてい
チーム街路樹
平塚 芳雄
ることを示唆しています。
去る十月二十七日（日）チーム街路樹
以上のような成果をパンフレットにま
の研修活動の一環として新座市の平林
とめ、市民への広報活動に資する計画で
す。パンフレットについては、次年度春 寺とさいたま市の盆栽村を訪ねました。
当日は台風余波による冷たい雨が降った
号の会報で紹介する予定です。
45

平成 年度の成果と
平成 年度計画の骨子
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本事業は、「牛久市協働巨木リサーチ
事業」（平成 ～ 年）の後継事業とし
て、平成 年から３年計画で以下のよう
な事業を推進するものです。
「巨木リサーチ」の継続として、 市
｢
民の 木 の
｣生育環境改善のための「樹木
管理」および、②『牛久の巨樹』掲載樹
種の 広<報うしく 紙
>上での紹介と共に、
③本プロジェクトの中核である緑化推進
課所管の「南裏市民の森」の「樹木調査」、
④そして参加者が身近な樹木名を知るた
めの「樹木観察」を加えました。 樹
｢木
管理 に
｣ついては「さとやま秋号」で松
本管理責任者が、「樹木観察」について
は「さとやま夏号」で平塚観察責任者が、
それぞれ報告しておりますので、ここで
は省略し「樹木調査」の成果を報告しま
す。
「樹木調査」は、３グループにより半
日５回、延べ 人で実施。「南裏市民の
森」は牛久小学校北側の台地にあり、牛
久市が７人の地権者から借用して平成６
年 月に 市｢民の森 に｣指定したものです。
面積は１２．８ 、東西に細長く約１５
０ｍ、南北約 ｍで、最狭部は約 ｍで
す。
調査総樹種・本数は、 種７２０本に達し
ました。スギが最も多く全体の ％を占め、
２位シラカシ ％、３位ムクノキ ％、
４位クヌギ ％が主なものでした（図）。
これら樹種の生育場所について、各区域
30
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てタラヨウ、シキミ（空の実が落ちてい
た）、クロモジ等を案内されましたが、
クロモジについてはガイドの方が種を事
前に拾って小袋に入れ、今回の参加者に
お土産、記念品として下さいました。ク
ロモジの種は昔、羽根突の羽根の材料に
使われました。
一時間の案内ではまだまだ心残りでし
たが、後の予定があるため十時過ぎに退
出、タクシーで新座駅に戻る。大宮への
途中、埼京線への乗り換え駅、武蔵浦和
駅のホームから富士山が牛久から見るよ
りも大きく少し霞んだ稜線も見えました。
大宮駅で乗り換え、宇都宮線土呂駅で下
車。駅からは徒歩５分、午前十一時半頃
大宮盆栽美術館に到着。当館２階で盆栽
弁当を各自購入、近くの和風コミュニティ
施設「盆栽四季の家」で昼食。
昼食後清香園、及び曼青園を見学。盆栽
の対象植物には身近な樹木のカキ、ウメ、

ケヤキ、アカマツ、クロマツ、ゴヨウマ
ツ、エノキ、モミジなどが多く、山野草
やつる植物、盤上に多くの針葉樹を寄せ
植えした林を表現した盆栽もありました。
盆栽は平安時代に中国から伝わった「盤
景」に起源するとのことですが、「盆栽
のふるさと」として知られる大宮「盆栽
村」は明治～大正期、東京の千駄木、駒
込、巣鴨等に多く住んでいた植木職人、
盆栽師が関東大震災を期にこの地に集団
移住したことに始まります。
腰をかがめ根元の位置からの視線で澄ん
だ秋空をバックにした盆栽の樹木を見上
げると本当の巨樹の根元から見上げてい
るような感覚になりました。盆栽は形は
小さいが長い時間と大きな空間を凝縮し
ておりそれが樹木の根張り、樹皮、葉、
幹の立ち上がり（幹の形状）等の状態・
有様により表現されます。樹木の生命力、
環境への対応力と草木の性格性質を熟知
大宮盆栽美術館テラスより 撮影 小野正二

した作者の根気、美的感覚が相まって優
れた作品となるのでしょう。しかも作者
は何代にも渡って引き継がれなければ優
れたものにはならない。
日 本で は 盆 栽だ け で なく 庭 造 り の伝 統
（有名日本庭園～庶民の庭）がありそれ
を支える庭師、植木屋という専門職業も
あります。又、生け花（華道）の発展も
ありこれらに共通したものがあるのを感
じます。水や緑に恵まれ、四季の変化が
ある日本の自然環境が背景にあり、日本
人の自然への接し方、自然観の具体的な
現れの一つが盆栽であると思われます。
午後一時から約三十分、 名程がグルー
プとなって展示されている作品７点（黒
松、サツキ、五葉松等）について作家自
身による解説を受けた後、施設内の盆栽
庭園（ ～ 点展示）を自由見学。その

盆栽作家の解説を聞く 撮影 増田 勝彦

後、午後二時頃から四十分程盆栽美術館
２階のテラスでコーヒーを飲みながら雑
談休憩。土呂駅二時五十六分発の電車で
帰途に。午後四時五十分全員無事に牛久
駅に戻りました。

自然観察出前講座

16

平塚 芳雄

牛久沼畔史跡観察会を実施

11

去る 月 日（土）、出前講座活動と
して牛久沼畔史跡観察会を実施しました。
当日は風も気温も穏やかな青空が映える
秋日和。応募参加者は６名、総勢８名で
の観察会。
今回の観察会は牛久市内でも歴史の痕跡
が数多く残る城中町でその史跡の数々を
訪ねるとともに紅葉の時季を迎えた自然
を観賞するのが狙い。講師・案内役は牛
久自然観察の森の石神園長。午前９時３
０分集合、資料配布、城中町の大部分が
昔の牛久城内に入ってしまうと言った地
理的状況の解説の後、観察会を開始。今
回訪ねた史跡は城中貝塚、水神塚古墳、
明神塚古墳、牛久城址、小川芋銭の旧ア
トリエ（雲魚亭）。集合場所の得月院前
から集落内の道を南下、先ず城中貝塚を
訪ねる。今は南西側が急傾斜の斜面林に
接する畑地。畑や小道には白い貝の破片
や灰褐色の土器の破片が散乱。縄文時代
には崖下まで海が迫っていたことが推測
でき、土器や貝、魚、獣の骨などの化石
の出土からここでは縄文時代から古墳時
代、律令時代まで人間の生活が営まれて
いたことが分かる。残念なことに以前か
ら立てられていた解説板の文字は完全に

4
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読み取れない状態に。道々、台地に切れ
込んだ谷が城の防御に上手く利用されて
いる地形を解説。水神塚古墳の頂きには
スダジイの巨木が生育。４分岐している
が合わせると幹周７ｍを越える巨木。枝
下の地面にシイの実が多数落ちており、
参加者から昔、拾って食べた話も出る。
水神様が祀られている石祠には享保６年
の彫り。北側は急な崖の斜面林。古墳も
城の防御に組み込まれている。
水神塚古墳を更に南に歩く。明神塚古墳
へ。ここは前方後円墳で最近までは畑地
として利用されていたが太陽光発電設備
を作るとのことで更地にする工事が行わ
れ、古墳の面影は北東隅の祠がある少し
小高くなった所だけ。ここも東側は急な
斜面林。更に南に。牛久市が指定・管理
している主郭部のある牛久城址に。解説
板の前で築城の歴史に思いをはせ、ここ
で繰り返されたであろう戦いのことを思
う。傷ついたり倒れた人も多かったであ
ろうがそれを知る手掛かりは今は何も残っ
ていない。後世、本丸、二の丸と呼ばれ
たであろう、空掘りが周囲を巡り土塁で
囲われた広場を３ヶ所巡る。南端の台地
からは竹林の隙間からＪＲ線、牛久沼、
佐貫の人家が望める。元々台地はもっと
南に張り出していたが、明治期、鉄道建
設のため大量の土砂がこの台地から削り
取られたとのこと。台地の南端からは冬
場、牛久沼越しに富士山も見えるビュー
ポイント。牛久沼東岸沿えに昨年整備さ
れた木道を北上。牛久沼東岸斜面林下の
遊歩道を歩く。斜面林は極相を窺わせる
スダジイ、ヤブツバキ、ヒサカキ等が生
育。斜面林の階段を上り、集落内の道に。
庭先のミカン、カキ等が青空に映える。
雲魚亭、今回初めての人達は建物内を見

学。庭にはタラヨウ、ナツツバキ、カリ 親子農業体験講座
ン等が植えられている。終了予定の時刻
が迫ってきたので少し急いで集落内の道
豊田 慶子
を得月院へ。１２時を過ぎたがほぼ予定
通り無事に帰着。
今年 ２(０１３年 も)、親子農業体験の
解散前に集まり参加者から感想や意見を 醍醐味である「そば打ち」まで無事にた
聴く。今回初めてここを知った人もいた どり着きました！これをやらねば、新年
がお互いに体験や知識を披露、市内他地 が越せないほど、私たちにとっても恒例
域の貝塚の話も出る。 人歩きの探訪と
行
事です。本当に手作りというものは、
1
は違う、知識ある人を中心に７～８人の
心
安らぐものだと実感するひと時です。
少人数グループで会話しながらの観察会
仲間たちも毎年ほぼ同じメンバーです
だったので和やかな楽しい観察会になっ ので、気楽に和気あいあいと作業をしま
たと思われる。ただ、散策ルートも整備 した。今年は、少人数ともあり、講師の
され、史跡を訪れる人が多くなっている 方はお招きせずベテランスタッフの指導
ようであるがこの地域がもっと親しまれ の下みんなで打ちました。大人はサポー
るためには牛久駅からの道筋の案内の工 トで、子供たちが作業をしてくれます。
夫や標識、案内板等の更なる整備が必要 子供達自身にとっても面白いようで、そ
であることを感じた。１２時１３分解散。 れぞれもペースできちんと打ってくれま
した。時間を忘れての作業というのは精
神的にとても癒される時間です。
今年はメンバーの一人が、もしお蕎麦
を食べる分が足りなかったからだったか、
ちゃんと蕎麦が打てるかを心配したかで、
市販のゆで麺を持参してきました。それ
を、出してくれてこの方の提案で市販の
お蕎麦と自分たちの打ったお蕎麦の味比
べをしました。この市販の麺は、おそら
く高価な方の商品だと思いますが、やは
り自分たちの手で打ったお蕎麦が、圧勝
でこんなにも味が違うとは思ってもみな
かったため感動しました。もちろん見た
目は市販の麺に劣りますが、味が濃いの
です。そば粉を手で練っている時から、
子供たちは「そばの匂いがする～」と言
うくらい風味が抜群なのですから、お蕎
麦の実を育てたかいがあります。種を蒔
き、雑草は生えないので草取りの手間は

かかりませんが、その後の作業が大掛か
りです。中でも刈り取った蕎麦を干し、
蕎麦の実を落とす作業があるのですが一
日かかります。これを体験すると、そば
粉が高いのも理解できます。
一年振り返ってみると今年も子供たち
は、野菜を育てる作業より土の上を素足
で走り回り全身泥だらけになり、蛙や昆
虫採取や森の中を探索に夢中になってお
りました。この傍らで、大人たちが野菜
作りに懸命になっているこの光景が私は
とても気入っています。子供たちが大人
になり、「そういえば親たちが畑で野菜
を懸命に作っていたな」ときっと思い出
す時が来ると思いますので、その時に自
分たちもやってみようと思ってくれたら
申し分ないです。それから、農業を通し
て出会えた仲間たちとの繋がりを大切に
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していきたいと思います。指導者が不在
大(掛かりな支援作業中 の)ため親子農業
体験の活動はお休みになりますが、再度
活動が再開されることを切に願っており
ます。今年も一年間、ありがとうござい
ました。

さで生育を止めています。陽が高くなり
気温が上がると、池の中ではウシガエル
のオタマジャクシやメダカが活動をはじ
めます。また、昨年トイレの新設工事で
出た地下水をアヤメ園の圃場に引いてい
ますが、きれいな水の中で、サワガニや
メダカ、モツゴ、ドジョウなども見られ、
自然環境が復元されてきた証であると言
えます。
昨年一年間（１月～ 月）の活動実績
を記しますと、
活動に携わった人数
１２７２人
活動時間累計
５４７０時間
今年も間もなく活動が始まります。
素晴らしい開花を迎えられるよう頑張っ
て参ります。ご支援のほどお願い申し上
げます。
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牛久自然観察の森
モニタリングサイト１０００
哺乳類調査

アヤメ園受託事業責任者 坂 弘毅

牛久市観光アヤメ園近況

は見つけますが、活動している姿に出会
うことはほとんどありません。人間が見
ることはなくても、調査をすることでた
くさんの生物達が林の中で暮らしている
と実感できますね。

イタチ

アヤメ園メンバーは冬休み中で、ゆっ
くりと骨休めをしているかと思います。
昨年を振り返ってみますと、敷地半分の
株分けがあり、大変苦労しました。
アヤメメンバーの他、関係部門の方々に
は大変感謝しております。本当にありが
とうございました。その株分けした圃場
は、連日の寒波で霜で真っ白。雑草も寒

6

蓮尾 亮
牛久自然観察の森にはたくさんの生物が
住んでいることは、みなさんご周知の通
りだと思いますが、本格的な調査をする
ために日本自然保護協会のモニタリング
サイト１０００里地調査に参加している
ことはご存知でしょうか？定期的に調査
を行うことで、環境の変化を調べていま
す。調査を行っているのは哺乳類、鳥類、
植物で今回は私が長年担当している哺乳
類調査をご紹介いたします。
哺乳類調査は、 月
5 から 月まで 観察の
森内の３カ所に赤外線付き自動センサー
カメラをしかけ、カメラの前を通ると自
動でシャッターを切ります。一か月ごと
にカメラのフィルムを回収後、現像して
確認します。毎回何が写っているかとて
も楽しみな瞬間です。今まで撮影された
哺乳類はノウサギ、タヌキ、イタチの仲
間、ハクビシン、ノネコ、作業している
ヒトです。３〜４年前はタヌキも多く写っ
ていましたがあまり写らなくなり、現在
はノウサギが一番多く写っています。普
段これらの哺乳類たちは夜行性のため昼
はじっとしていることが多く、毎日巡回
しているレンジャーでもフンの痕跡など

ニホンノウサギ
タヌキ

平成26月01月
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ツバキ科ツバキ属の常
緑広葉樹の高木で、高さ
1 5 m に な り ま す 。本 州
身近な樹木
（青森県以南）～琉球に
No.28
分布しています。県内全
域に生育し、牛久市内で
ヤブツバキ
は斜面林に自生していま
す。また艶やかな葉と赤
い花との共演が見事で、広く愛好され、社寺境内や公園、
庭園に植栽されています。
葉の表面は光沢のある濃い緑色で、縁にギザギザがあり、
4～8cmの楕円形で先がとがっています。花が咲くのは12～4
月で、他の花が少ない寒い時期です。そのせいもあってか、
花びらの赤色と花粉の黄色のコントラストが色鮮やかで目
を引きます。花の径は5～7cm、花びらは一重で5枚です。果
実はほぼ球形で直径2～2.5㎝、中に淡褐色の種子が2～数個
入っています。種子から椿油が採れます。
に花が咲き春を知らせるので、国字の「椿」と名付けら
れました。名前の由来には諸説あり、葉の質が厚いことか
ら、厚葉木（あつばき）から転訛したという一説がありま
す。中国において椿と言えば、「芳椿」という東北地方の
春の野菜のことです。また中国では、ツバキは主に「山茶」
と書き表されています（内田智子）

平成26月01月

斜面林で開花中のヤブツバキ 渡辺 2004.12.16

（
もずのはやにえ）

事務局からのお知らせ

平[成 年度の会費納入のお願い ]

会員の皆様には日頃大変お世話になっており
ます。平成 年度のうしく里山の会の会費納
入をお願い申し上げます。
まだ、お済みでない方は二月末までに郵便振
込でお願いいたします。

里山セミナーのお知らせ

7
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百舌の速贄

モズのはやに えとは、「鵙の早 贄」
「百舌の早贄」と書き、百舌（モズ）の
習性で、捕らえた虫・蛙などを木に刺し
ておくもの。
以前は餌のない時期に食べるための行
動と思われていたが、はやにえにされた
餌を食べることは稀であり、また餌付け
された百舌もはやにえをすることから、
百舌の本能によるものではないかと見ら
れている。
百舌はモズ科の鳥で雀より大きく、
尾が長い。嘴は太く先が鋭く曲がり、性
質は攻撃的。
３月９日（日）午後１時 分～３時
ところ 牛久自然観察の森レクチャー室
参加費 資料代 ２００円（会員無料）
演 題 スズメバチの一生
講 師 うしく里山の会 坂 弘毅

春たけなわの頃、越冬していた新女王バチ
が長い眠りから覚め、スズメバチのコロニー
を作り始めます。たった一匹の女王バチが、
数千匹のコロニーを作るエネルギー、働きバ
チをコントロールする統率力、人間にも増し
て素晴らしい力を持っています。

30
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ご寄付いただきました

平成26月01月

事務局会計 筈谷美佐

■10月14日にイオンモールつくば様より「幸せの黄色いレシートキャン
ペーン」として、１６，１００円のご寄付をいただき、各プロジェクトの救急
用品の補充と会報発送用の封筒購入費に充てさせていただきました。
■また、12月９日に財部修様よりフクロウ基金へ１００，０００円をいただ
きました。財部様は平成23年度にも同額のご寄付をいただいております。
■さらに、１月17日に「あいおいニッセイ同和損保保険株式会社様」より
「環境にやさしいWeb約款」寄付金として２１５、２９４円の活動支援金を
いただきました。
ご寄付いただきました皆様には並々ならぬ活動支援に感謝いたしま
すとともに、地域社会に貢献する活動をなお一層進めて行かなくては
ならないと気の引き締まる思いでおります。会員の皆様におかれまして
も、活動へのご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

イオンモールつくば店での目録贈呈式

蕗の薹
編集後記
今年の 冬は特別 寒
く感じま す。寒気 団
の居座り は世界的 な
傾向なようですね。
二十四 節気の小 寒
が一月五 日、そこ か
ら「寒の 入り」と な
り、大寒 の前日ま で
を「小寒 」。そし て
「大寒」 から立春 の
前日までを「大寒」 、
寒 の入りか ら立春の
前日までの
日を
「 寒の内」 と呼んで
い ます。こ の時期が
一 番寒いと されてい
ま すが、小 寒よりも
大 寒が寒い のかと云
い ますとそ うでもな
さ そうで、 「小寒の
氷 大寒に解 く」とい
う言葉がありました。
し たがって 、寒の内
30

は どの期間も 寒さは
変 わらないと 言うこ
と になるよう です。
こんな寒波の中でも 、
日 差しは少し ずつ春
め いてきてい ます。
木 々の冬芽も 膨らみ
ロ ウバイは間 もなく
開 花、梅の開 花も聞
か れるように なりま
し た。春はす ぐそこ
まで来ています。坂
観察の森でこんなイベントがあります。
会員の皆様も一度チャレンジしてみては
如何でしょうか。
■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
FAX 029-873-8552
http//ushiku-satoyama.org/
■事務局
牛久自然観察の森内 TEL 029-874-6600
■発行責任者
坂 弘毅
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