お知らせ
事務局 会計から
CSR、 「黄色いレシートキャンペーン」
についての報告
4 月 20 日、 イオンつくば店様から 「黄色いレシートキャ
ンペーン」 として 21,200 円分のイオンカードを頂きました。
この寄附金で救急用品 ・ 熱中症対策用品 ・ 事務用品等
を購入予定です。 イオンつくば店様には昨年度に引き続
き活動へのご支援をいただきました。
「黄色いレシートキャンペーン」 とは、 イオングループが
毎月 11 日に発行する黄色いレシートの合計金額の 1％を
登録している地域のボランティア団体に寄付する取り組み
で、 買い物をした消費者はその団体を自由に選ぶことが
できる仕組みになっています。 事務局では当日レジ前に
立ち、 当会の活動紹介ならびに応援を呼びかけています
ので、 一緒にキャンペーンに参加して下さる方は事務局
までご連絡下さい。 お買い物の際に当会を選んでいただ
くのも大歓迎です。
なお、 次回のキャンペーンは 6/11 （水） 15 ～ 16 時を
予定しています。 （事務局会計 筈谷美佐）

牛久自然観察の森から

常陽新聞社への記事掲載について
牛久自然観察の森では、今年２月から常陽新聞
の５面に「森からのたより」という里山の生きも
のの紹介記事の掲載を行うことになりました。
掲載は、毎月第 3 水曜日。来年の２月までの 1
年間、里山に暮らす生きものたちのユニークな生
態やエピソードを紹介しながら里山の持つ多様性
や魅力を伝えて行ければと思っています。

写真 花をつけるコナラ

（木谷昌史）

1.

場所 牛久自然観察の森バッタの原

さとやま

2014 年

春号（通巻 126 号）

■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 fax029-873-8552
■事務局 牛久自然観察の森内
tel 029-874-6600 fax029-874-6812
http//ushiku-satoyama.org/
■編集 木谷昌史
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表紙（新緑の雑木林）
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さとやま

「南裏市民の森」パンプレットの編集
4.5. 親子農業体験講座
親子農業体験講座から学んだもの
6.7. アヤメプロジェクト
受託から９年が経過したアヤメ園管理業務
8.

里山保全エコアップ活動

9.

巨木リサーチ事業
身近な樹木 No29 クヌギ

特定非営利活動法人うしく里山の会 広報誌 No.126
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12.

雑木林応援隊（里山資本主義）

裏表紙（お知らせ）

牛久市協働 樹木リサーチ事業

さい︒
25年度本事業計画において︑
樹木調査の成果を市民へＰＲす
るために①パンフレットを作成
する︑②Ａ４版横置き両面カラー
印刷︑三つ折りとすることがあ

るのでしょうか？という私も近

いの方々が︑散策されておられ

の森︶について市民のどのくら

﹁南裏市民の森﹂︵以下・南裏

ことになりました︒

刷︵デジタル印刷︶で外注する

とし︑印刷のみオンデマンド印

えるためデザインは全て手作り

合わせで︑パンフの製作費を抑

げられていました︒その後の打

くに住んでいながら︑今回のプ

フレット︵以下・パンフ︶編集

調査の成果を基に︑ＰＲ用のパン

の中核である﹁南裏の森﹂樹木

木リサーチ事業︵以下・本事業︶

このたび︑25年度市協働樹

ルート案内や連絡先が示されて

はパンフの顔であり︑裏表紙は

ンに心掛けました︒一般に表紙

い︑見やすい︑美しい﹂デザイ

の仕組みについて﹁分かりやす

です︒そのため︑森の樹種︑森

編集のコンセプトは﹁南裏の

を担当しましたので︑その経過︑

います︒本パンフもこの例によっ

ロジェクトに参加していなけれ

作成の視点︱コンセプトなどに

ていますが︑表紙は南裏の森の

森のガイド役となる市民に広く

ついて報告します︒なお︑25

林内写真に﹁森︵深︶呼吸で⁝﹂

ば︑ほんの数回といったところ

年度樹木調査の成果については︑

とリュック姿の少女を配して動

利用されるパンフを作る﹂こと

本誌１２５号︵冬号︶において

的な雰囲気を演出しています︒

です︒

渡辺泰プロジェクト責任者が報

裏表紙には正面入口の写真を入

︵文

羽賀 正雄︶

推進課に感謝申し上げます︒

フの発行にご尽力された市緑化

と思います︒緊縮財政下でパン

形で公になることは素晴らしい

本事業の成果が︑このような

はこの森を歩かれて下さい︒

られます︒パンフを片手に一度

ク﹂によって樹名板も取り付け

市民団体﹁うしく緑のネットワー

そゴールインです︒秋までには

スタート地点で︑利用されてこ

します︒パンフは完成した時が

れ︑本パンフが本格的にデビュー

市主催・春の樹木ガイドが行わ

この４月26日︑南裏の森で

ていません︒

ですが読み難いことから採用し

刷する方法は︑見た目はきれい

見られる背景に文字を重ねて印

の例としては︑多くのパンフに

ントを付けています︒
﹁見やすい﹂

済み切手を借用し画面にアクセ

げています︒虫の仲間は︑使用

写真を配し︑左側の硬さを和ら

野鳥や昆虫︑林床を飾る野草の

告されていますのでご参照くだ

れ︑台地や階段の様子などが分
かるようにしています︒
次いで︑表紙をめくると左側
に﹇森の樹種を調べよう！﹈と
して︑今回の調査結果のエキス
を説明しています︒樹種別本数
ベスト６については果実の写真
を︑また︑サクラ３種について
は花を紹介しています︒さらに
樹種名一覧では︑高木35種全

できる

てを記載し種名の頭に□を付し︑
現地で確認した樹種を

よう工夫しています︒そのうち
30種は﹃牛久の里山樹木ハン
ドブック﹄に掲載されています︒
その右側には﹇森の中⁝マップ﹈
として︑主たる散策路に幹周り
ベスト５とサクラ３種の位置図
を示し︑左側と対応させています︒

そのマップをめくると左側に
﹇半自然の森を観察する！﹈とし
て︑照葉樹林の成り立ちを調査
結果を基に説明しています︒一
本の木からその集まり＝森を観
察することも大切です︒右側に
は﹇鳴き声や色や香りを楽し
む！﹈として︑森の一員である
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﹁南裏市民の森﹂パンフレットの編集

﹇南裏市民の森﹂パンフレット表

﹇南裏市民の森﹂パンフレット裏
［南裏市民の森」の様子

どれもが必要不可欠で密接に

我々が生きていくためには︑

の認識しかなかったものが︑

動物など含めて︶という程度

︵木︑土︑水︑太陽︑昆虫︑

風景や憩いの場としての自然

しなければならない︑という

人との繋がりをとても大事に

言えることだと思います︒他

合っていて︑それは人間にも

木から雑草まで全てが繋がり

植物であれば庭に植えている

というように見え始めました︒

親子農業体験講座

親子農業体験講座から学んだもの

そばプロジェクトからです

じゃがいもプロジェクト︑

この講座の前身である

の震災による原発事故により

そんな中︑2011年3月

実した活動を行ってきました︒

ました︒毎回とても楽しく充

も作業は慣れていたのでとて

が︑活動が別々で参加者も
本活動にも影響は出ました︒

親子農業体験講座には6

それぞれでありました︒じゃ
毎回の放射線量を測定し︑影

も頼りになりました︒活動外

がいもプロジェクトは家族︑
響のないことを確認しながら

年間参加させていただいて

そばプロジェクトはどちら
の作業となり︑もちろん収穫

でも一緒に遊ぶようにもなり

かというと年配の方が多
物も検査を行い︑規定値以下

きました︒

かったと思います︒

改めて考えてみると6年間

であることを確認した上で収

の話題で話ができ︑毎年す

の活動では農作物の育て方を

親子農業体験講座になっ

ぐに仲良くなっていきまし

学んだだけではなく︑自然環

穫祭を行いました︒色々な意

た︒当時3歳であった息子

境に接したことで︑自然への

てからは名前のとおり親子

も今や9歳になり︑また︑

認識がそれまでとは違ったも

味で不安な部分はありました

継続して参加していただい

のになっていました︒単なる

での参加が前提となりまし

ていたご家族の子どもたち

会があれば再開したいと思い

が︑それでも活動を行いまし

ことを教えてもらいました︒

ます︒今まで参加していただ

た︒子どもたちの年齢が近

今年度からさまざまな事

いた方々およびご協力いただ

た︒

情︵主としてメンバーの都

いた会員の皆様︑どうもあり

いため︑親子ともども共通

合︶のため本活動はなくな

がとうございました︒
︵前田直之︶

畑に訪れるノシメトンボ

取れたジャガイモ

ります︒継続したいという
気持ちはありますが︑やむ
なくというところです︒機

ジャガイモ畑の様子
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関係しているものであった︑

畑からもらったたくさんの「ありがとう」

年が経過したアヤメ園管理業務

いう事なのかも知れませんね︒

た︒﹁光陰矢の如し﹂とはこう

委託され早9年が経過しまし

た﹁牛久沼が海の底伝説﹂によっ

それは︑先祖から伝承されてき

聞き出すことに成功したのです︒

等々︒そこで︑衝撃的な話しを

ハナショウブの生育が悪い原因

当時を振り返ってみますと︑勇
て塩分がしみ出し︑アヤメに影

牛久市からアヤメ園の管理を

気のある決断だったと思いま

００年前の縄文時代︑地球は温

響を及ぼしているという一つの

当時のアヤメ園は荒廃が進

暖期を迎えていました︒南極や

す︒﹁ずぶの素人集団がよくや

み︑圃場には雑草と僅かな株が

北極の氷山は溶けて︑海面が４

原因説がまかり通っていました︒

チョロチョロと顔を出している

〜５ｍも上昇した時期がありま

るよ﹂と風の便りに噂が聞こえ

程度でした︒圃場の土は踏みつ

した︒その当時の地形図を見ま

この話しは事実で︑今から６０

けられて硬く締まり︑この状態

すと︑関東地方はほとんどが海

てきた事もありました︒

で花が咲くのだろうかという心

が冷えてくると︑海水も引き出

の中で︑牛久沼も稲敷台地の谷

最初に手がけたことは地元の

し︑現在の地形に戻ったわけで

配が脳裏をよぎりました︒こん

方々からの﹁聞き込み﹂でした︒

す︒ですから牛久沼周辺から塩

津も﹁古鬼怒湾﹂という大きな

このアヤメ園の生い立ちから︑

植物園︑佐原のハナショウブ農

な状況の中でスタートし た管理

が出るというのはまんざら間

家︵久保木様︶の細かいご指導

入り海の中でした︒そして地球

違った話しではなかったので

を受けました︒そして現実に戻

業務でした︒

す︒

Nacl値を測定しました︒ア

借りし︑ＥＣ値︵電気伝導度︶と

茨城大学から電気伝導度計をお

ショウブが咲くアヤメ園にたど

こんな苦労の末︑やっとハナ

なるような大草原に見えました︒

時々前方を見上げると気が遠く

り︑草取りをはじめたのです︒

ヤメ園の見取り図にメッシュを

り着いたのです︒あれから9年

この話の裏付けを取る ため︑

引き︑土壌と水をサンプリング

在のアヤメ園の現況をお伝えし

が経過︑長い道のりでした︒現
当時の結果︵データ︶により

ますと︑芽だしが始まり︑日ご

して測定しました︒
ますと︑全てが基準値以内で︑

とに成長しているようです︒今
れることを期待 しています︒そ

ハナショウブの生育を阻害する

これで︑生育環境に問題なし︒

れから︑﹁オニバス﹂﹁カルガモ

年も素晴らしい花を咲かせてく
次に取った行動は育て方の方法で

の雛﹂﹁ヒガンバナ﹂の新たな名

要因は全くあ りませんでした︒

す︒指導を受けるため︑水戸市植

弘毅︶

畦に咲くヒガンバナ

︵坂

物に期待が膨らみます︒

オニバスと
トウキョウダルマガエル

物園と千葉県香取市の佐原水生

カルガモのヒナ
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牛久観光アヤメ園アヤメプロジェクト

受託から
9

牛久市結束町の牛久自然観察の森に隣接する牛久市

結束町みどりの保全区の森林維持管理作業を行う 「エコ

アップ作戦」 では、 地域の皆さんの協力のもと、 下草刈
りや除間伐、 風倒木の処理等を行っています。

活動には会員 ・ 一般問わず参加出来ます。 皆様のご
参加お待ちしています。

6 月 : 6 日（金 ） 9 : 0 0 〜 1 1 : 0 0 、1 5 日（ 日 ） 1 3 : 0 0 〜 1 5 : 0 0

7 月 : 4 日（金 ） 9 : 0 0 〜 1 1 : 0 0 、 2 0 日（ 日 ） 1 3 : 0 0 〜 1 5 : 0 0

０２９-８７４-６６００ （担当石神）
問い合わせ先

長ズボン
長袖
軍手
長靴
持ち物

不要／荒天時は中止
約
予

牛久自然観察の森ネイチャーセンター１階倉庫前
集合場所

※刈払機 ・ チェーンソー使用は資格所有者のみ

樹の高木 （高さ15m）で、

す。 堅果 （ドングリ）はこの

目ができます。 葉は互生、

いコルク状の不規則な割れ

樹皮は暗い灰褐色で、 厚

面林などにも自生しています。

は雑木林の主要樹種で、 斜

県内全域に分布し、 市内で

山地にふつうにみられます。

木林の管理は十分にはなさ

す。 そのためもあり、 雑

として利用される程度で

現在はシイタケ栽培の原木

く植栽されていましたが、

材としてコナラとともに広

ます。 日本ではかつて薪炭

ムシやクワガタがやって来

夏にでる樹液にはカブト

葉身は長さ8～15cmの

れていません。
木 （クニキ）という意味の故

名前のクヌギについては、 国
13～17対の側脈があ

（平塚 芳雄）

事があるそうです。
なり縁から突出しています。

り、 先は2～3mmの芒と

針のように尖っています。

長楕円状披針形で、 先端は

～琉球に分布し、 丘陵地や

仲間では最も大型です。

の鱗片がらせん状につきま

形、 その外側の殻斗には線形

し、 径2～2.3cmの球

うな堅果で２年目の秋に熟

ちません。 果実は写真のよ

個つきますが、 小さく目立

新枝の上半分の葉腋に1～3

がり目立ちます。 雌花序は

の下部から穂のように垂れ下

序は長さ約10cm、 新枝

花期は４～５月、 黄色の雄花

活 動 日 時 5 月 : 18日（日）1 3 : 0 0 〜 1 5 : 0 0

本州 （岩手 ・山形県以南）

ブナ科コナラ属の落葉広葉

No.29 クヌギ

里山保全

果実（渡辺 2011.11.5）

８
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エコアップ活動

エコアップ作戦参加者募集のお知らせ
ひたち野みずべ公園 2012.9.25）
樹幹と下枝（戸塚

巨木リサーチ事業

身近な樹木

結束町みどりの保全区

綺麗にしてからの
使い道がむずかしい・・・

里山資本主義
先日の活動日に、Ｎさんが標題の
本を持ってきて 「面白いから読ん
だら ・・」と渡されましたのが、
この本でした。 名前に惹かれて
読み始めましたが、 なかなか面白
かったので紹介します。
この本は、ＮＨＫの広島取材班の
方が書いた本で、 題名は、 リーマ
ンショックで傷ついた現行の資本主
義と比較するために里山の名前を
付けています。 色々な事例を出
していますが、 地域社会での経済
の循環を確立して、 しなやかでし
たたかな構造を作る事の重要性を
説いています。

・競争力が無くなったと言われてい
る日本の林業を、 木質バイオマス
に着目して発電し、 自家消費から
売電、 木質ペレットを燃料にと、
市を上げて取り組んでいる地域。
・ロケットストーブ （エコストーブ
とも）の普及を楽しく紹介する取
り組み。
・オーストリアでの木質バイオマス
を利用したエネルギー革命。
・費用と人手をかけた田舎の商売
への取り組み。
等々、地域で雇用と所得を生み、
循環が地域内で完結する事の必要
性を述べています。 題名と内容
から私たちの活動と結びつくもの
を感じますが、 牛久市の立地を考
えると、 逆に難しさも感じてしま
いました。
以前より里山の活用方法を見つ
ける事を考えてきましたが、 観察
の森及び周辺の平地林の活用に
は、 未だ答えを見いだせていませ
ん。 出来る事は、 まずこのまま
残す ・・事を考えています。
今年度から緑の保全区の整備も
手がけるように計画を組みました
が、 見た目にも綺麗な雑木林に
なれば来園者の方達も一層森に親
しんで頂けると同時に、 このまま
残す事にも繋がると期待していま
す。 出来れば、 もう少し色々な
人に参加して貰える様な活動を取
り入れたい、 森の落ち葉を集めた
焼き芋大会、 薪を集めたご飯炊
き （ロケットストーブを使っても面
白い）、 近年起こると言われている
震災への対応としてのサバイバル教
室 （良い先生が必要ですね）等々、
森のファンを作りたいと思ってはい
ますが、 もう少し線量の低下の推
移を見る必要があります。
森は楽しい、 まずはこれを実感
して貰いたいものです。
（雨宮）
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