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多様な植生を育むこの﹁森﹂

いつの時代も変わらず必要
とされる身近な﹁森﹂を︑未

人々の顔もほころぶ眩しい季

﹁牛久自然観察の森﹂の植物の

いただいた︒︵ ※
注３︶
冬︑更新を促すため下草が

来を見据えながら︑再創造を

林床植物たちの開花や樹々

刈り払われ︑わずかな落ち葉

しながら迎えるこの季節︑勢

節が巡って来た︒

多様性を感じる︒

と表土の現れた地面は︑春︑

いづく﹁森﹂に驚かされるた

の芽吹きに︑園路を散策する

思いもつかない形で芽吹き︑

支えられている︒

注３

注２

年度の植生保全活動のの
市町村みん
なで！いばらナイト

NHK水戸放送

べ参加人数

平成

路沿いのフローラ調査

アの協力のもと活動している園

注１ 毎月第4金曜日︑市民ボランティ

︵木谷昌史︶

の管理作業には︑現在︑年間

種類を記録

都市生活を営む多くの来園

をむかえ︑開園 周年にあた

あり︑その中で日常を再創造

年目

イチリンソウやオドリコソ

る４月１日には︑NHK水戸

る︒

毎月実施している園路沿い

平成
ダ植物を含めて
活動開始から今年で

ウ︑ノジトラノオやタカトウ

放送局から取り組みについて

して行く意味で︑ Re Creation
︵レクレーション︶の場所︒

者にとって﹁森﹂は非日常で

ダイといった希少植物がいく

放送され︑活動へのエールを

した︒

341

つもの群落を形成する度に︑

野鳥観察をする親子。
里山で過ごした時間が思い出と変わる。

４４

２６

思い出が生まれる︒

びにボランティアの方々や地

園路沿いでは日の光が若葉を照らす。

再創造される︒週末には３世

若葉を出すムラサキシキブ。
冬眠から覚め、草むらから顔をのぞかせる。

域の方々の顔が脳裏によぎ

日本固有種のニホンカナヘビ。

代が集い︑笑顔と共に家族の

多種多様な植物相が昆虫達を育む。

のべ 名︵ ※
注２︶の市民ボ
ランティアの活動協力により

ミツバツチグリの花に訪れるヤブキリの幼体。

の植物調査︵ ※
注１︶では︑
年度︑木本や草本にシ

作業の汗が笑顔に変わる季節
１０

牛久市レッドデータブック記載のイチリンソウ。
４月中旬、保全区画にて群落を形成し今年も開花期を迎えた。
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牛久自然観察の森指定管理者受託事業
２５

557

２６

自然観察出前講座

「ハプニングこそ自然観察の醍醐味」

平成

年度の出前講座の実施回

数は 回で、延参加人数は１，２
３３人を数えました。参加者数の
内訳をみますと、幼児４５８人、
児童７３１人とその大半を占めて
今回は、幼児や児童との自然観

います。
察活動を通して大切にしている要
点をお伝えしたいと思います。

自然との触れ合いにやる
気満々の子どもたち
いずれの幼稚園、保育園、小学
校に出向いても、子どもたちの生
き生きとした表情と、元気な挨拶
は一緒です。自然観察への期待と
意欲が伝わってくる心地のよい出
会いがあり、いつも褒めてあげま
す。

観察場所︵教材︶の選定
子どもたちが普段接している土
手や草地、林縁などの身近な自然
をじっくり観察することで、多様
な自然の営みに気づかせることか
らスタートします。

観察の展開
子どもたちの気づきを大切にし
ながら、生物間の関係性をじっく
り観察したり考えたりします。
例えば、チョウやミツバチと花
との関係性、クモと網との関係性、
植物の葉と穴との関係性、犬の糞
とそれに集まる虫との関係性など
そのわけを、観察を通して見つけ
ることが大切になります。
それは、自然の基本的な仕組み
である生態系への意識の芽生えと
なるからです。いづれにしても、
こどもたちの発達段階を考慮した、
楽しい観察を忘れてはなりませ

ん。

ハプニングを大切に
自然観察は、目の前の自然その
ものが教材なので絶えず変化して
います。子どもたちの観察眼はと
ても鋭く、魅力的で感動的な場面
を突然発見してくれます。
例えば、カマキリがクルマバッ
タを頭から食べているところ、ジョ
ロウグモが糸で獲物を巻いている
ところ、ミミズの死骸にアリが群
私の経験でも、目の前でお互い

がっているところなどです。
に飛翔中のシオヤアブがホバリン
グしながら、ノシメトンボの頭を
捕獲し飛び去ったのを目撃したこ
とがあります。
このようなハプニングこそ自然
観察の醍醐味であり、大切にした
いものです。
（石神良三）
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２６

１９

牛久市恊働樹木リサーチ事業

﹁ひたち野みずべ公園﹂パンフレットの編集
本パンフの作成は、

年度の事
部分的に残しながらも、 ほとん
どが広葉樹の人工林である。 開

ンフレット （以下 ・本パンフ）を
業計画で 「南裏」同様に、Ａ４

園から約

年度 「南裏市民の森」（以
作成しましたので、 編集方針や
版三つ折りとする。 編集原稿は

下 「南裏」という）に続いて
留意点などについて説明します。
年が経過した現在、

年度も、 市協働樹木リサーチ

と決まりました。

手作り、 オンデマンド印刷にする

号 （冬号）において渡辺

なお、 調査の概要については、
本誌

自然林と人工林とが共存する
自然の妙を見られる。
③公園の周囲は、 ツツジ類を主

泰プロジェクト責任者が報告され
編集方針は、 基本的には前回

公園）で行い、 樹木及び植生調
体に低木 （生垣）が植えられ、

ています。

礼申し上げます。（羽賀正雄）

本パンフの発行などにご尽力

ご参加され本パンフの使い勝手

本パンフを手に公園を散策さ

好奇心が満たされる。

と変わりなく 「市民に広く利用

査を実施し、 併せてＰＲ用のパ

①面積が約６haと大きく、 中

種の一覧

日 （土）には本公園

３７

央の池を中心に緑地が広がり、 水

５月

なお、 本年４月に 「南裏」 も高木３５種のうち２０種に樹名板整備。

１８

を中心に市主催 「春の樹木ガ

[ 注 ] 「うしく緑のネットワーク」 が管理作業を実施。

めました。

季節を感じられる。

れた方々が、 これらをスムーズ

される —
分かりやすい、 見やす

と緑の空間を満喫できる。

に体験できるように工夫してい

④公園内は、 縦横に散策路が

②緑地は森と草地からなっている

ます 。

い、 美しい」デザインとしていま

が、 森は公園造成前の自然林を

イド」が予定されています。

走り、 池見台、 水上デッキな

樹別に図示しています。（図４）

す。 全体としては、 落葉広葉

す。 ただし本公園は、その目的、

り、 針葉樹の用材利用と、 コナ

❀⑤に関して、 高木

を聞かせいただければ幸いです。

樹を主体に常緑広葉樹、 一部

ど多様な施設を楽しめる。

❀先ず表紙は、①の水と緑の空
ラ、 クヌギの薪炭材利用、 これ

表を載せると同時に、 樹名板

に針葉樹を配置した里山となっ

規模、 施設、 植生や景観などが

間をイメージできるよう、 横型

ら利用の後退にともなう常緑広

された市緑化推進課、 本事業

❀②の森については、 公園建設

ています。 また、 保存林区に

⑤四季折々に変化する自然を

としてパノラマ写真を配置し視
葉樹の生育など、 かつての里山

注
[ が
] 付いている 種を赤字で
示し、 現地で確認しやすいよう

の調査に参加された方々に御

時の植栽記録により、 その造成

多いヤマザクラに加えて、 植栽

「南裏」と異なっていますので、 そ

覚的に表しています （図１）。

の姿を推測できます。 植栽区

にしています （図３）。

内容を大まかですが図示して観

区 （成木）でオオカンザクラ、

観察し、 樹木や草花、 虫や鳥

❀次いで ②～④の森や樹木、
は、コナラ、シラカシ、クヌギ、

察しやすいようにしています。

ヤマザクラ、 ウワミズザクラと

の特徴をアピールするため、 見ど

生垣や諸施設の場所を分かり
エゴノキなどで保存林区の主要

森の造成は、 自然林を残した

開花期が異なるサクラが多数

たちの名前を調べるなど、 知的

やすく示すため、 裏面全てを

樹種を基本に、 新たにアラカ

保存林区、 苗木 （高さ約１ｍ）

（図４）。

ｍ）

植えられ、 春の公園を彩ってい

植栽区、 成木 （高さ３～
植栽区と３区分されています。

ます 。
これらの区分は、 現地では明

３地区の造成時における樹種構

成をみると、 保存林区は、 サ

ツツジ類、 その他落葉樹 ・常緑

垣）も観賞に値するもので、

❀目立ちませんが③の低木 （生

は観察できます （図４）。

確ではありませんが、 その面影

％、 コナラ、 クヌギ、 ヤマ

ワラ、 スギ、 ヒノキの針葉樹が
約

％、 シラカシ、 ヒサカ
％であ

ころ、 楽しみどころの整理から始

案内図として、 散策路を軸に
シ、 イヌシデが導入されていま

たち野みずべ公園」（以下 ・本

事業 （以下 ・本事業）を 「ひ

２６

各々の位置を記載しています

１２９

１５

②パンフレットの裏 図４

１６

上から図１ ・ 図２ ・ 図３
①パンフレットの表
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２６

１０

ザクラ、 エゴノキ等の落葉広葉
樹が約

キ等の常緑広葉樹が約

２０

６０

7

２５

２０

結束町みどりの保全区

ウワミズザクラ

6 月 5 日 （金） 9 ： 00〜11 ： 00 21 日 （日） 13 ： 00〜15 ： 00

7 月 3 日 （金） 9 ： 00〜11 ： 00 19 日 （日） 13 ： 00〜15 ： 00

■問い合わせ先 ０２９-８７４-６６００ （担当木谷）

■予約 不要／荒天時は中止
■集合場所 牛久自然観察の森ネイチャーセンター１階倉庫前

の高木 （高さ15m）です。

花が咲いていない時期でも区別
若い花穂や若い実を塩漬けに
したものは杏仁子 （あんにん
し）と呼ばれ、 不老長寿に効
があるとされてきました。 果
実は初夏には黄色く、 次第に
赤から黒く熟します。 これを
用いて果実酒を作るとおいしい
うえ美しい色に染まると聞き
ました。 名前の由来は、 むか

が、 4〜5月の開花期には若

占溝桜と呼ばれ、 のちに訛っ

の木を燃やして占いをしたので

し鹿の骨の裏側に溝をつけてこ

葉の先端に白いブラシが無数に

（秋山侃）

たという説があります。
す。

揺れているように見えて壮観で

個々の花は見栄えがしません

白いブラシのように見えます。

小花が穂状に集まって咲くので

が異なり、 写真のように白い

一般的な桜の花とはイメージ

ラという名がついていますが、

しば植えられています。 サク

園や神社の境内などにもしば

林や雑木林などに自生し、 公

布しています。 牛久では斜面

南から熊本県南部まで広く分

できます。

ズザクラは暗紫褐色なので、

樹皮が暗灰色ですが、 ウワミ

別名シロザクラとも言われて

す。 そのほか、 イヌザクラは

は数枚の葉がある点が違いま

いのに対し、 ウワミズザクラに

花序の下に付く小枝に葉がな

れますが、 イヌザクラは総状

として、 イヌザクラが挙げら

ウワミズザクラによく似た花

■活動日時 ： 5 月 1 日 （金） 9 ： 00〜11 ： 00 17 日 （日） 13 ： 00〜15 ： 00
国内では北海道の石狩平野以

バラ科サクラ属の落葉広葉樹

長靴 軍手 長袖 長ズボン ※刈払機 ・ チェーンソー使用は資格所有者のみ
■持ち物
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牛久自然観察の森に隣接する牛久市結束町の 「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。

身近な樹木

開花期の樹姿 （宮澤 10.5.3 上柏田の日枝神社境内） と花序 （渡辺 10.5.2 新地町の林縁）

「エコアップ」 作戦参加者募集のお知らせ

No.33

を一巡し、 その後1人で２度ほ

震災の年に車で家族と被災地

ために必要であった。 幾度かの帰

入した。 買い物や休日を過ごす

かれ、 心配になり中古の軽を購

四年が過ぎて

どボランティアに出かけた。 ２
省もあったが１万７千キロ走ってい

会員自主投稿

年が過ぎようとしている時期で
た。
配属先は 月まで災害廃棄物

あるのに 「槌音が聞こえない、
遅すぎる」と強く感じ、 いつも
ニュースなどで気になっていた。
対策課、 震災ガレキの片づけと

技術1名、 事務

片づけ跡の復旧である。

採用情報があり内容を見て履歴
名、 臨時4名の計

名、 派遣4

書を送り仙台で面接を受けた。
江戸川区技術1名、 鹿児島県

日に退職、

日までの任
年度で廃棄物は片づけるとの

2市から事務2名、 そして私。

名。 派遣は

19 10

目標で仕事は進めている。 ガレキ
が片付いていく中で跡地の復旧工

大手ゼネコンが請負、 調査は大

た借地の精査。 ガレキの処理は

担うはずである職場に移動となっ

その後、 希望であった震災復興を

注出来なくなってしまったそうだ。

よび資材の不足などで不調になり発

ソコンソフトで図面を書かなけ

積算施工管理をおこなった。 パ

りであった。 自ら工事の設計と

常業務を行うことになりがっか

新たな職場は多忙になった通

方から車は持ってこないのかと聞

もいる。 行く前に幾度か総務の

空きの仮設住宅に住んでいる人

職員宿舎、 家電付き１ルーム、

れらに群がる輩がいるのは誰でも知

めの会話では戸惑ってしまった。

業に全く縁のなかったので、 はじ

ど文字にすると理解できるが農

あり、 畦畔工、 田面整備工な

事の発注作業。 復旧には農地も

手コンサルタントが行っていてその
た。 市 ・町で震災復興を直接担う

新年度の移動先では北海道、 宮

注をおこなった。 あとからあの
工事は雨災になるからと言われ
て、 何のことやらと。 私と一
緒に仕事をしていた人は他市か
らの派遣の方で役所の仕事を教
えていただいた。 民間との違い
を感じた。 また税金には色々
なポケットがあるものだとも。
震災前は仕事の奪い合いであ
り建設会社も減っていたと聞
く、 今は人手も少ないが仕事
を選んでいる。 気仙沼に支店を

ない）不調となり、 年度末まで

および資材の不足で （
落札でき

験者を採用して任期付き職員とし

最近は自らの職員は派遣せず、 経

職員不足というのもうなずける。

終えることができた。

もらい予定の年度予算を消化し

者にお願いして入札に参加して

者もいる。 発注にあたっては業

置いて他県から来ている建設業

在席となったが、 発注出来ない

て派遣している。 色々な派遣形態

があったらお話ししたい。（飯田雅俊）

子で野菜作りもやってきた。 機会

観光してお酒もおいしかった。 親

ので一段と忙しくなることだろう。

がつき建物工事が本格化してくる

年度中、 基盤整備が一応の目途

化。 盛り土、 かさ上げ工事も今

防潮堤の工事もこれから本格

えずにはいられない。

債を残さずにできないものかと考

行わなければならないが将来に負

ることである。 早急に震災復興は

監督精査、 現場管理が主な業

地権者とお話しに行ったがわか

城県、神奈川県、佐賀県、岐阜市、

の積算システムを使い積算し発

ればならず稚拙な図面と初めて

らない、 訛が強く言っていること

広島市、 千葉市、 新居浜市、 江

業が主である。

がわからないのだ。 帰り道に一

戸川区の自治体職員そして私と同
じ復興庁派遣。 派遣職員は 名中
年度初めは市

職員の ％弱が派遣職員でありそ

名と ％以上。

TVの音は聞こえ湿気もすごい

年度予算でみると２千億円余りの
うち %が復興関連であると言う、

で移動することになってしまっ

税金の動く金額は大きく、 こ
があり条件もちがった。

復旧工事の発注では、 作業員
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た。 後で聞いた話だが、 作業員お

88

も早くと思う。

れでも少ないという。 震災で他の業

仮設の住環境は悪く、 隣の

35

と聞いた。 震災前は広い家で住

24

務も影響を受け多忙になっている。
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んでいたことを想像すると一日
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いただいた。

緒に行った若い人に何度も教えて

返地業務では仮設に住んでいる

仕事は防災集団移転、 漁港海岸保

市役所から歩いて 分の派遣

に派遣となった。

期付き職員として気仙沼市役所

８月1日採用３月

あると考え、 ７月

勤めていた会社もすでに十分で

ある時、 復興庁のHPを見て
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務である。 それ以外の業務は地

数ヵ所あっ
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全事業およびこれらに付随した事

跡地の土壌調査、
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元の業者と進めることであった。
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