結束町みどりの保全区
「エコアップ」 作戦参加者募集のお知らせ
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。

■活動日時 ： 12 月 4 日 （金） 9 ： 00〜11 ： 00 20 日 （日） 13 ： 00〜15 ： 00
1 月 8 日 （金） 9 ： 00〜11 ： 00 17 日 （日） 13 ： 00〜15 ： 00
2 月 5 日 （金） 9 ： 00〜11 ： 00 21 日 （日） 13 ： 00〜15 ： 00

■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
■予約 不要／荒天時は中止
■持ち物

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

■問い合わせ先 ０２９-８７４-６６００ （担当木谷）
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さとやま
特定非営利活動法人うしく里山の会 広報誌 No.132

1. 表紙（雑木林応援隊によるツルカゴ教室の様子）
2. 緑の保全区の整備展開中！（雑木林応援隊）
3. 森の畑（雑木林応援隊）
4.5. 平成 27 年度樹木観察会の報告（牛久市協働樹木リサーチ）
6. 主催行事「しぜんっこくらぶ」活動報告（牛久自然観察の森指定管理者事業）
7. 身近な樹木 No35 ツタ（牛久市協働樹木リサーチ）
8. 裏表紙（エコアップ参加者募集のお知らせ）

さとやま

2015 年
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■発行 特定非営利活動法人うしく里山の会
■事務局 牛久自然観察の森内
〒300‒1212 茨城県牛久市結束町 489-1
■編集 木谷昌史

tel & fax 029-873-8552
http//ushiku-satoyama.org/

雑木林応援隊

﹃灯台もと暗し﹄とよく言われる

緑の保全区の整備展開中！
雑木林応援隊は年間を通して

久自然観察の森﹂や周辺の雑木

催するほか︑主力の活動は﹁牛

を啓蒙活動のイベントとして開

秋期のツルカゴ教室の公開講座

べて通路が狭くなり︑最近では

通路を浸食︑開園した当時と比

落とした種子等で樹木が成長し

屋前の園路が︑鳥が運んできて

も活動しているフィールドの炭

冬期の炭焼き︑夏期の草木染め︑ ように︑気が付けば我々がいつ

林の整備についやされている︒
今年度前半は緑の保全区整備に
ムラサキシキブ等が園路に沿っ

スギ︑アケビ︑ハナイカダ︑

４月より新年度の活動に入り︑ 通行にも邪魔をきたしていた︒
力を注ぐ事になり︑周辺の身近
な所から作業を進める事になった︒ て次々と大きくなり︑当時建て

を 耕 し て 来 ま し た が 新 た に﹁ 森

木林応援隊は炭小屋の隣の畑

開園以来︑雑木林の会︑雑

こと︒

て採りたての野菜を食べられる

やかさと収穫のよろこび︒そし

畑のメンバーの居心地のよい和

森の畑

の畑﹂が誕生してから早いも

を蒔きながら︑収穫をしながら

作業しながらのおしゃべりは

の広報で参加者を募って雑木

のおしゃべり︒これってもしか

ので７年目の秋を迎えました︒

林応援隊の何名かのメンバー

してとても大事な事かも︒何よ

楽しい︒草取りをしながら︑種

とそれに応募して下さった方

り楽しくなくてはね！

﹁森の畑﹂は６年半前牛久市

達とで始まりました︒現在十
一名︒男性六名︑女性五名︒
週に一度の畑の作業︒ざっと
見積もって一五〇坪以上はあ
ろうかと思う広さの畑︒これ
まで何種類もの野菜たちを
作ってきました︒草取りだけ
でも大変︒真夏の太陽の下で
は熱中症にご用心︒これでも
かという程の汗︒冬は地面が
凍る︒だから午後からの作業︒
ボランティアだもの楽しくな
ければ続かない︒七年も続い
ているのは隊長の努力︒森の

た路標をはるかに越えて徐々に

でウロチョロしていたかわい

︵ノスリかオオタカ？︶によっ

通路が狭くなっていったようだ︒ らしいウサギ一羽が猛禽類
今回は全員総掛かりで元の園路
て一瞬のうちに連れ去られる
一見穏やかな里山の風景の

という出来事を目撃した︒

の巾に戻す作業を開始した︒
はじめはチェーンソーを使用
しての木の伐採︑枝払い︑運搬
比較的短時間で整備が可能かに
い︑里山の整備・保全の大切

て行くための厳しい現実を思

等を皆で分担して作業に当たり︑ 中でも︑動植物等が生きのび
見えたが︑広がった通路の為︑
さを改めて知らされた︒
︵原口隆男︶

今まで使用していたベンチの移
動︑新たに露出した切りかぶや
根っこの除去︑凸凹な通路のな
らし等︑追加作業が増えかなり
の時間を要する結果となった︒
緑の保全区の整備も回数を重ね
る度に荒廃林の保全が進み︑先
月手掛けた林でも今まで見られ
なかったキンラン︑トンボ草等
の植物も復活しつつある︒当日
の作業中も今まで立ち入らな
かった林の中で︑来園者の親子
連れが散策中に花の説明をして
いる姿も見受けられた︒又その
一方では︑森の畑付近で目の前

トラック一杯の豚糞と化成肥
料︒もちろん無農薬︒無農薬だも

かゆい︒でも夏バテ予防の薬味
がたくさん︒

いのかな︒みょうがの時季は蚊の

ちがくっついて︒だから縁起がい

の親芋にあんなにたくさんの芋た

ないかと探す︒里芋はたった一つ

ろごろ︒指で探ってまだ隠れてい

ふかの土の中からじゃがいもがご

いも類の収穫はおもしろい︒ふか

ておいしい証拠だと思えるよね︒

葉っぱがレースみたいになったっ

るという事はすごいこと︒隊長

ど定期的に継続して人の手が入

景が当たり前になっているけれ

ててしまうという事︒今ある風

なってしまうという事︒荒れ果

あっという間に草ぼうぼうに

ないのは作業を止めてしまえば

れたでしょうか︒忘れてはいけ

かかる人々の目を楽しませてこ

てそれに続く梅林︒ここを通り

炭小屋と畑のある風景︒そし

季節︒身をかがめ地面のみょうが

はじめ一人一人の力︒みんなの

︵竹越 直美︶

かったら見てみて下さい︒

かなかいい風景です︒通りか

り収穫の時を待っています︒な

た︒里いもの葉っぱが青々と茂

根などの種まきが終わりまし

先日︑ほうれん草や春菊︑大

がいるから︒楽しいから︒

力︒一人ではできない︒みんな

を探すうち顔がぼつぼつ︒かゆい

の安心して食べられる︒かぶの

作業前
作業後

2
3

伐採木の玉切り作業の様子

牛久市恊働樹木リサーチ事業

年度樹木観察会の報告

てみると4m

cmもありまし

た︒公園造成前から立っていた
のかもしれません︒

でなく︑巨大研究学園都市の建

平成
公園内の新旧の樹木や草花を

私にとって︑樹木リサーチ活動は毎回が新しい発見と学びの場
設とそれに伴った自然の保護に

観察しながら︑公園や樹木だけ

でありますが︑観察会は遠足気分も加わり︑特に楽しい研修・
も思いを馳せた半日でありまし
た︒

年度の観察会で印象に残ったことを日

見学活動です︒以下︑
付順に報告いたします︒

二．7月 日︑水戸市植物公園及

観察会に参加して︑今まで何気な

がありました︒しかし︑この度の

か犬の散歩やプールに行ったこと

野草を観察︒洞峰公園は私も何回

ショウ︶というイキな別名もあ

るところから﹁落羽松﹂︵ラクウ

落葉樹で︑葉が鳥の羽の様に散

るメタセコイアに良く似た針葉

さらに︑﹁生きた化石﹂と呼ばれ

きました︒

を楽しんでいるうちに植物園に着

波山系とは違う水戸側からの眺め

た︒いつも牛久側から見ている筑

者も含め市のバスに乗り込みまし

び六地蔵寺の植物観察︒一般参加

思議な形で飛び出ております︒

く見ていた公園の景色が一変いた

るそうです︒また︑レストハウ
清掃工場の熱を利用した大温

一．6月7日︑洞峰公園の樹木と

しました︒それは︑元々﹁洞峰沼﹂

ス前に巨大なクスノキがありま
せせらぎの音を聞きながら水鳥

と呼ばれていた沼を池に変え︑野
室や工場の音を消すための人工

おりました︒美しい園芸植物や

カブト虫飼育講座が開催されて

町時代から残るという四脚門も同

て170年の枝垂れ桜︑さらに室

の大杉や800年の大銀杏︑そし

葉 だ なあと見とれていると︑﹁筑

珍しい食虫植物を観察した後︑

ハイテク近代植物園と人力だけ

波山のブナ林が衰え始め︑幹が

とです︒それと︑小さいブナが

の古刹という両極端の見学でした

腐り︑枝が枯れ︑種子も成熟し

じ場所に在り︑歴史の重みと古木

が︑どちらも樹木や自然︑そして

館の機関として植物の保護や研

が付いているのは国立科学博物

の水生植物の観察︒名称に﹁実験﹂

三．9月6日︑筑波実験植物園

暖化や気候変動を身近に感じま

での竜巻も思い出され︑地球温

とでした︒一昨々年の北条地区

なっているのではないかとのこ

は︑水生植物に焦点を当てた観

物の数と施設の広さです︒今回

初心者”の私には目のまわる植

園内三千種とのことです︒“植物

シダだけでも何十種類もあり︑

て観察活動担当の平塚さんや諸

る渡辺代表と戸塚副代表︑そし

をし︑解りやすく解説して下さ

綿密な計画を立て︑周到な準備

分で参加いたしておりますが︑

と２回です︒私は気楽に遠足気

日︑関東・東北を記

察会︵写真3︶でしたが︑私にとっ

追記

く︑丸っこい葉と細長い葉の区
別以外はどれも同じに見えてし

9月

録的な豪雨が襲いました︒被害

まいます︒私が驚いたのは︑団
子や煎餅で馴染みのある古風で

にあわれた方々にお悔やみとお

〜

先輩に感謝して報告と致します︒

楽しくも実りある観察会もあ

した︒

を好むブナにとって︑生き辛く

の話があり ま し た ︒ 冷 温 な 気 候

なくなっている﹂︑とのメンバー

一本だけありました︒きれいな

の古木達の観察です︒樹齢1100年

様も勉強に訪れたという六地蔵寺

は 平 安 時 代 の 創 建 で ︑ あ の 黄門

戸塚
15.7.18

て水生植物はさらに馴染みが薄

クレマチスだけでも何十種類︑

究をしているからだそうです︒

じました︒

環境を大切にする人間の思いを感

の貫録に圧倒されました︒

す ︒当 日 は 展 示 研 修 棟 で 蘭 展 や

美しい並木やアサザの池もあり ま

が︑写真2のようなカツラ︵桂︶の

を眺め昼食を頂きました︒午後

した︒その幹周をメンバーが測っ

桂並木での記念撮影

の滝や小川が特徴の洋風庭園です

生の樹木も残しながら植栽をし︑
プール︑レストラン︑野球場等を
整備した公園であることを教わっ
たからです︒特に︑北米東部原産
のヌマスギ︵沼杉︶は印象的でし
た︒写真1の呼吸根︵気根︶は説

明を聞かなければ見過ごしてお

水戸市植物公園の

素朴なトチノキが洋風でお洒落

4

27

りましたし︑ひとつひとつが不

写真 2．

83

見舞いを申し上げます︒
︵伊藤誠︶

11

戸塚

写真 1．
ヌマスギの気根 15.6.7 渡辺
15.9.6
写真 3．筑波実験植物園の水生植物の観察

5

18

なマロニエと同じ属であったこ

10

27

間だ︒それは子どもたちも同

せ︒私が一番ドキドキする瞬

初回︑参加者との待ち合わ

と︑少人数制で開催している︒

１回︑春夏︑秋︑冬の季節ご

を迎える︒昨年に引き続き月

が担当してから今年で９年目

のための自然体験講座で︑私

２歳以上の幼児とその保護者

﹁しぜんっこくらぶ﹂は︑

なっていく︒子どもの成長を

生き物の名前も言えるように

どんどん歩き出し︑以前見た

も︑回を重ねるうちに一人で

歩き出すとまた﹁抱っこ﹂で

りのことをしてみる︒そして

りや石を転がしたりと︑一通

いる枝でつついたり︑どんぐ

と手を入れてみたり︑落ちて

モグラが掘った穴だとわかる

一体感が生まれるいい時間だ︒

のようなとても素敵な瞬間が

ときどき映画のワンシーン

なっている︒

加者にも伝わりいい雰囲気に

う姿勢で臨んでいることが参

のだ︒﹁一緒に楽しもう﹂とい

在もまた︑かけがえのないも

ボランティアスタッフの存

かが腕の見せ所︒

それをいかに良い印象にする

た﹂などが大半を占める︒

じめて触った﹂
﹁はじめて聞い

とばかり︒
﹁はじめて見た﹂
﹁は

２歳児にとっては初めてのこ

くることが大事︒何をしても︑

間を過ごしてもらう機会をつ

が︑力を注いでいきたい︒

い出がつくれるようささやかだ

一緒にいい体験をして︑いい思

今後も子どもたちと保護者が

で感じられ︑﹁それが楽しみ﹂と

わりし︑季節の移り変わりを肌

ではないが︑１ヵ月経つと様変

がある︒そんな素敵な日ばかり

んなで分かち合えるという喜び

験できない貴重なひとときをみ

見られたとき︒そのときしか体

林の木々がきらめいているのを

牛久自然観察の森受託事業

じこと︑初めての場所に初め
保護者たちと一緒に感じら
訪れることがある︒例えば︑春︑

親も﹁なんだろう﹂といって

ける︒すると︑一緒にいる母

れなんだろう﹂と私が声をか

めると︑何かの穴を発見︒﹁こ

ちの登場で子どもたちは大満足︒

リ︑バッタなど森の生き物た

そしてアマガエル︑カタツム

ば︑もう７割方成功である︒

その日の天気が快晴であれ

降った雪がまだ残っていて︑

んなで歩いたとき︑冬︑昨日

ひらひらと落葉が舞う中︑み

を見られたとき︑秋︑ずっと

スのキジが横切っていった姿

原っぱで振り向くと美しいオ

主催行事﹁しぜんっこくらぶ﹂活動報告

てみる顔︒﹁抱っこ﹂をせが
れ︑うれしく思う︒

抱いていた子どもをおろし︑
この森という素敵な場所で
陽射しがまぶしくきらきらと

裂け複葉となる︒花は径６㎜程

多くは浅く三裂し︑時に深く

した茎から生じる吸着根︒葉は

じる写真のような吸盤と︑成長

茎から出る巻きひげ先端に生

る︒よじ登る技は２つで︑若い

真 ︒)ぶどう科︑落葉つる性木
本で︑北海道から九州に分布す

いていたらしい︒きっとほんの

タの樹液を煮詰めて甘味料に用

どころか平安時代の人々は︑ツ

分を吸収することは無い︒それ

寄生植物とは異なり︑相手の養

性でよじ登るクライマー植物は︑

れら吸着根などで樹幹や岩を根

ヨウキヅタと同属である︒こ

)

︵丸山淳子︶

保護者からよく言われる︒

む子も多い︒園路を散策し始

そばで見始める︒穴のまわり
子どもたちと保護者に良い時

り方は二段構えで︑真っ赤な葉身

が散った２︑３日後に葉柄が
散る︒

同じく秋の山の彩りに欠か
せない良く似た植物にツタウル

シがある︒これはウルシ科の中

でも漆成分が強く︑葉や幹を
傷つけると出るラッコールと
いう白い樹液によりかぶれる︒

類似植物に夏ヅタと称される

同じ場所に混生していることも

生粋昭和人でしょうか︒垂壁

ツタに対し冬ヅタと称されるキ

﹁♪〜ツタの絡まるチャペルで〜

のクライマーとも呼ばれるツ

ヅタがある︒キヅタはウコギ科

あるので注意が必要だ︒

タは︑夏ヅタ︑ボストンアイ

の常緑つる性木本で︑ヘデラと

の黄緑色で小さく地味︒実は

り優しい味がするのだろう︒

称され︑グランドカバーや観葉

黒紫色で秋５〜８㎜に熟し︑

秋
( 山由美子

植物として愛好されているセイ

表面は粉を吹いて白い︒葉の散

木の幹や壁面を見事に彩る 写
(

ビー︑蔦紅葉とも称され︑秋に

♪﹂と口ずさんでしまうのは︑

ツタ︵ナツヅタ︶

スギの幹をはい登る紅葉期のツタ （戸塚 12.11.14） とコンクリート壁に吸いつくツタの巻ひげの吸盤 （渡辺 12.9.29）

6
7

に子どもたちの頭が集まり︑
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