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2. 出前講座事業（牛久第二幼稚園親子への出前講座実施）
3. 親子農業体験講座事業（草生い茂り盛夏）
4. 雑木林応援隊（ハリギリの長椅子作りで張り切りました）
5. H28 年度牛久市恊働
『牛久の巨樹』掲載樹の〈広報うしく〉での紹介の連載を終えて

6.7. 牛久の外来植物調査事業（平成 28 年度 6 月の活動報告）
8. 牛久市観光アヤメ園管理業務（今年も株分けが始まりました）
9. 身近な樹木 No38 エゴノキ
10. うしく里山の会１２年を回顧して
11. 牛久自然観察の森活動報告（コミュニティーラジオ放送に出演中）
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出前講座活動報告
広さ︑８ ０.００㎡のハナショウ
ブを主体とする水辺の植物公園

ここアヤメ園は牛久沼に接する

を通じて生き物の命のことを学ん

を持ってすること︑飼育すること

園長からは外来生物の処分のこ

に母子が多数集まってきました︒

案内役を務める三浦さん︑蓮尾

斜面林と水田に囲まれた自然環

ウ︑ベニシジミ等が飛び交う︑

シオカラトンボ︑モンシロチョ
できたことと思います︒

できない貴重な経験をすることが

今回の活動で子供達は日頃体験

分終了︑解散︒怪我も

とができました︒︵平塚 芳雄︶

なく全員無事に活動を終了するこ

時

午前

時 分︑予定の捕獲活

法︑エサ等の相談︑ ザリガニの

処分︑持ち帰ったあとの飼育方

まりでは︑捕獲した生きものの

動を終了し全員集合︒閉会の集

動時間をオーバーしましたが活

午前

ができた子もいました︒

は直ぐに喰いつき捕獲すること

る母子が何組も︒場所によって

小片を付け︑ザリガニ釣りをす

作業に集中︒糸の先にスルメの

それぞれの場所で網を使い捕獲

多く出会いそうな場所を探し︑

それぞれに園内の生き物により

３つの班は案内人の指導の下︑

境に恵まれた場所です︒

と︑生き物を飼育する場合は責任

牛久第二幼稚園親子への出前講座実施
で︑当日はトンビが２羽上空を
で欲しいとの話もありました︒

魚の提供も受けました︒

ユックリと舞い︑地表近くでは

去る７月４日︵月︶︑牛久市観
集合時刻︑午前９時

分近く

光アヤメ園内において︑牛久第二
名を対象に出前

この催しは毎年恒例で︑子供達
天気は晴れ︑暑さが心配され

になると︑それぞれ捕獲網︑プ

組

が﹁生き物探し﹂をすることによ
る情況でしたので︑木陰のある

幼稚園親子

り︑身近にどのような生き物がい
駐車場に集合︒午前９時

ラスチックの格納容器を手に手

るのか︑どのようにしているのか
ら開会の集まり︒本日の予定の

講座を実施しました︒

を知ること︵自然に触れる体験︶
案内︑アヤメ園を管理している

分頃から見本として子供達に見
さん︑小松さんのコメント付の
名が３班に

分としてス

えていただき︑一本掘るのには大

置き場には毎年ヘビがいる︒覆い

ブルーシートで覆っている堆肥

では忙しく手が回らなくなってき

変疲れたが帰り道は一輪車に沢山

をめくってみるとゴソゴソっと

たらよいのかと迷うほどだった︒

積んで畑まで歩いて帰った︒１家

シート際を逃げていく︒一匹では

しみたいので５種類のジャガイモ

ンと少しの化成肥料を置いた︒楽

た︒等間隔に種芋を置き間に豚フ

みんなで収穫祭を行うことができ

ら始まり︑ようやく収穫が終わり︑

４月にジャガイモの植え付けか

んマッシュポテトそしてジャガ

収穫祭ではジャガバタはもちろ

のだと驚きながらの収穫だった︒

が赤くこんなに長いイモもある

た︒シェリーというジャガイモ

モ7㎏に対し83.6㎏であっ

4.3㎏で少なく︑総量で種イ

だった︒全員に分けることができ

れるだけで合わせて３㎏足らず

だった︒他の梅の木からは数粒採

られていて他の木に比べて小振り

ていてよく見るとこの木は枝が切

ていた︒１本の木だけが実をつけ

月ごろから梅の実が少ないと感じ

様に咲いていたにもかかわらず４

ことを確認し行った︒花は毎年同

シウムの線量が規定値以下である

梅の実採りを行った︒同様にセ

ると思うと楽しみである︒

穫も続き︑また生き物たちも会え

これから暑さ真っただ中だが収

動報告に掲載︶︒

でヘビをつかんでいる︵HPの活

から頭を持って子供に渡すと喜ん

いく子︑危険なので棒で押さえて

ているのに平気でシートを剥いで

ない︑シートをはぐ私も腰が引け

を植えた︒以前は切り口に草木灰

イモの味噌汁を作り食べた︒な

なかったが後日梅ジュースを作っ

ている︒

空高くまで生き物のいのちが溢れ

を付け当日に植えていたが今回は

んといっても野外という味付け

収量は切り口が上のほうが若干多

もあるのでキタアカリで試みた︒

射線量の測定が規定値以下との

行った︒事前に市でセシウム放

ている竹林でタケノコ掘りを

いる︒その他沢山の作物が植わっ

の花が咲き小さな実もつけ始めて

た苗を植え付けた︒今はたくさん

チャの種をみなさんに分け︑育て

︵飯田 雅俊︶

事前に切り口を陽に当て乾燥させ

てみんなで飲んだ︒

かった︒途中テントウムシダマシ

結果を受けての掘り取りだった︒

ている︒雑草が繁り月２回の講座

昨年に苗で買って育てたカボ

が現れ心配であったがその都度つ

沢山顔を出していてどれを掘っ

ようだが切り口を上にする植え方

ぶしていた︒インカルージュが

通称﹁ムジナの里﹂と呼ばれ

がお腹を満たしてくれた︒

帰えった︒

族３本ほどを米ぬかと一緒に持ち

ていて作物が心配である︒

つかみ方の手ほどきなど︒石神

５３

掘りごろのタケノコと掘り方を教

捕獲に集中するＡ班の母子

分か

により︑生態系の有様の一端を感
スタッフ代表の坂さんから園の
説明︑牛久自然観察の森の石神

せる生き物集めをアヤメ園内で実
自己紹介の後︑午前９時

園長の﹁生き物﹂についてのお話︑

施︒アメリカザリガニ︑メダカ︑
ぎから︑親子

時

じてもらうことを目的に実施して
います︒
事前準備として当日︑午前

タニシ︑カエル等を集め︑プラス
分かれて活動を開始︑暑さ対策

分過

チックの容器に種類別に入れまし
が欠かせない時期ですので︑活

４０

た︒切り口を下にするのが普通の

タートしました︒

分〜

組

た︒当日園内で管理作業をしてい
ｃｍもある雷

動時間を

内で捕獲した体長

親子農業体験講座

草生い茂り盛夏
緑濃く草いきれを感じる︒近く

４５

１０

３０

３０

たアヤメ園管理スタッフからは園
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で合歓︵ネムノキ︶の花が風もな

２２

４０

４０

２２

いのに揺らいでいて︑土の中から

３０

１０

４５

３０

P２
P３

３０

かつては観察の森の﹃梅林﹄奥
五〇〇キロも超える大物もあり︑

本もあり︑中には一本の重量が約

元来︑ハリギリは有用材で︑建
ものかと見積を含め︑近所の製材

末︑先ずは丸太材を縦に切れない

生育環境管理および調査結果の出
どめることとしました︒

です︒その結果を以下の記録にと

年4月から

年

月までの5

人により執筆されました︒掲載樹

で間に合ったハリギリの長椅子作
りに︑何か深い運命のようなもの
日の活動日に近隣の製材

を感じました︒
４月

日の活動日に︑最終的な

が充実感で満たされました︒
今回の椅子作りでは︑従来培っ
てきた応援隊の物作りのノウハウ

るケヤキの樹の下で︑早速腰掛け

ました︒帰り際︑バッタの原にあ

に長椅子を設置する作業を実施し

仕上げを施した上で園内の４カ所

ので︑今後が楽しみでもあります︒

員の中での技術の継承がなされた

協力を得て指導を行った結果︑会

通して︑最近加入した会員の参加

製材所の見学やさまざまな工程を

本でした︒

く次世代へ引き継がれることを

遺産となっています︒今後末永

された﹁市民の木﹂として︑

介いただいた牛久市役所建設部

うしく﹀への連載について︑仲

願うばかりです︒最後に︿広報
﹁No. 城中町水神塚のスダジイ﹂
︑

緑化推進課︵現都市計画課︶お

これら掲載樹の中で新しく登録

﹁No. 牛久町塚本産業のコブシ﹂
︑

﹁No.

正直町駒沢家のキンモ

民活動課の関係者並びに原稿執

よび編集いただいた同総務部市

各4本︑イチョウ

7本︑カヤとスギ

墓地のヤマザクラ﹂が指定解除と

方︑﹁No.

塚のヤマザクラ﹂があります︒一

紹介樹木は何れも︑地域住民に
より大切に守られてきたもので︑

あげます︒︵渡辺 泰︶

筆者に対し︑感謝とお礼を申し

井ノ岡町六十

とムクノキ各3本︑

なり︑希少木である﹁島田町永沼

クセイ﹂︑﹁No.

エノキ・クスノキ・

家のサイカチ﹂が伐採されました︒

岡見町千部塚共同

ヤマザクラ各2本︑
種各1
本でした︒掲載樹

今では郷土の貴重な自然的文化的

アサダ他

を活かした活動がさらに向上し︑

ている親子連れを目にした瞬間︑

︵原口 隆男︶

種

本︑岡田地区 種

本︑奥野地区

牛久地区7種

ほのぼのとした気持ちになり︑心

７月

行きました︒

防腐塗料を浸透させ解決を図って

進みません︒その都度︑工夫して

燥時に亀裂が入り思う様に作業が

は心持ちが良く︑時には木材が乾

のパーツが徐々に出来上がる様子

等︑専門的知識を駆使した長椅子

脚部の製作・本体と脚の溝合わせ

始まり︑腰掛け面の表面仕上げ・

に当たり︑老木の幹の皮剥ぎから

常作業と平行して数人が椅子作り

翌月の活動日からは応援隊の通

た︒

トをようやくスタートさせまし

園内３カ所に設置するプロジェク

所に発注︑みんなで長椅子を作り︑

24

雑木林応援隊

の畑通路脇に︑ハリギリ︵針桐︶
その数大小合わせて数十個にもな

ハリギリの長椅子作りで張り切りました！

の高木として君臨︑今回色々な事
ります︒
腰掛け︑テーブル︑長椅子等の

情から︑雑木林応援隊の手により
伐採した大木の利用方法につい

具・家具・器具材などに広く使わ
所に相談したところ︑引き取り運

利用方法をみんなで考え倦ねた

れ︑薄く切って合板材にもします︒
賃・製材費等も含めて︑大まかに

て︑検討を重ねてきました︒

しかしながら今回の大木の幹は六
実現可能との感触を得ました︒

グットタイミング

まさに間一髪！

前だったと知り︑

のベンチを発注直

４月の新年度で別

観察の森では︑

案が急浮上︒

に設置してはとの

園内の適当な場所

を２〜３製作して

当初構想に上がっていた長椅子

十センチを有に超え︑二メートル
程度の長さに切断した丸太材が３

平成28年度牛久市協働

うしく﹀紙上での紹介活動を後継

﹃牛久の巨樹﹄掲載樹木の︿広報

務を果たしてきました︒さらに︑

市民の閲覧に供し︑協働事業の責

﹃牛久の巨樹﹄掲載樹の︿広報うしく﹀での紹介の連載を終えて

年

NPO法人うしく里山の会では︑
牛久市との協働事業として平成

年3月までの7年間︑

﹁巨木リサーチ事業﹂を実施しまし
事業の樹木リサーチへ引継いで実

4月から
た︒初期の3年は﹁市民の木﹂を
施し︑平成

年に終了したところ

中心とした調査︑後期4年は診断・
版・広報の活動を進めました︒その

本選定し︑

﹃牛久の巨樹﹄は調査木の中から

成

掲載したものです︒連載期間は平

﹁市民の木﹂を中心に

結果を﹃牛久市協働巨木リサーチ事
年3月︑牛

業報告書﹄および市民向けの﹃牛久
の巨樹﹄として︑平成
久市・NPO法人うしく里山の会か

回︑毎月の1日号に延べ

販売すると共に︑中央図書館2階

種は

種に及び︑スダジイが最も

の牛久市関係刊行物の書架に備え︑

多く 本︑ケヤキ

11

P４
P５

２．『牛久の巨樹』掲載樹紹介の最終回記事
平成 27 年 12 月 1 日号

20

22

18

10

を地域別にみると︑

20

37

年間

27

23

ら発行し︑関係機関・個人へ寄贈・

66

12

10

44 43 42
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１．『牛久の巨樹』の表紙
牛久市指定天然記念物 得月院の榧
10 年 5 月 21 日 戸塚昌宏撮影
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外来植物リサーチ事業

平成 年度６月の活動報告
ります︒また︑その季節︑その

種類︑さらに雑種も在るとの

ことです︒しかも︑その違いは

という水草だけでした︒農道

山道池の植物はウキヤガラ

います︒

﹁内花被片﹂と云う微細な部分
や水田︑そして土手の上には
４月から調査しているイネ科

で見分けるのです︒
私は早々に諦めて︑勝手に
を兼ねての観察となりました︒

の外来植物が多くあり︑復習

場所の特徴的な植物の専門的な
することといたしました︵申し

﹃ギシギシ類﹄で一括して納得

１ は
. じめに
私達﹁外来植物リサーチ﹂は
説明が渡辺代表からあります
多く︑私が手を出せる相手で

今年の４月から牛久市内に生育

分類には挫折いたしましたが︑

はありません︒私はよく似て

イネ科はタデ科以上に種類が

川畔に大きなヤマグワの木があ

いて︑どちらも食用可能なイ

訳ありません︶︒ギシギシ属 の

りました︒クワの実が美味しく

ヌガラシとスカシタゴボウの

︵私には難しすぎて苦手です︶︒

熟しており︑私はたくさん食べ

違いを﹃自習﹄することとい

する江戸時代末期以降日本に外

ました︒ヒメジョオンの花が天

たしました︵ゴメンナサイ︶︒

国から渡来した植物の種類や分

﹁牛久自然観察の森﹂第２駐
婦羅になることも知り︑大収穫

小野川の岸は背丈ほどあるヨ

る予定です︒方法としては︑そ

を季節毎に３年間追跡調査をす

町

の日の調査対象区域の外来植物
車場付近から調査がはじまりま
の一日でした︒

布を調査しています︒市内

を全員で確認・観察をした後︑
した︒ヒメジョオンやメマツヨ

２ 結
. 束町地区の小野川畔と水
田・畑地周辺の調査︵６月 日︶

３チームに分かれます︒①チーム

イグサなどの馴染み深いものか

名

は１㎡内の植物の株数を数え︑
らスズメノチャヒキなどとい

３ 岡
. 見町地区の池︑水田周辺
の調査︵６月 日︶参加者 名

参加者

②チームはその背丈と葉の大き
う︑とても植物の名前とは思え
市役所に集合して岡見町の﹁山

は︑寂しそうな﹁山道池﹂を見

増加・高度成長と環境保全の話

利用が話題となりました︒人口

場に変遷する時代の経緯と土地

も︑水田の水が溜池からポンプ

リーや飴を美味しく頂きながら

に教えて頂きながらの作業とな

前さえ分りませんので︑先輩方

在来の区別どころか花や草の名

るチームですが︑私には外来と

私は株数をカウンターで数え

う製薬会社も含めた根気のいる

植物調節剤の開発と検査﹂とい

ランド力は︑﹁安全で効果的な

ドインジャパン農薬の品質とブ

は特に痛快でした︒また︑メイ

に除草剤が使用されているお話

おいて生物多様性の回復・保全

すが︑ガラパゴス島や千曲川に

詳しく紹介できないのが残念で

で面白く教えて下さいました︒

の多いプロジェクターで︑平易

い世界﹄のお話でしたが︑写真

術について等︑私にとっては﹃遠

されており︑未確認を含めると

が︑市内だけでも６種類が確認

説明を渡辺代表から受けました

の過程で︑タデ科ギシギシ属の

外来植物が記録されました︒そ

に植物の新しい魅力に出会いま

サーチ活動ですが︑参加する度

う事が身に沁みる外来植物リ

から︑植物はとても無理﹄とい

なで︑私には﹃この歳になって

に圧倒されました︒そんなこん

ており︑その異様さと不思議さ

い小さな種子がギッシリ詰まっ

実﹂を破ると︑無数と思える黒

んでした︒代表に促されて﹁果

はとても同じ植物には見えませ

袂に立っておりました︒

の様な不気味な姿で岡見大橋の

６月には枯れて︑ドライフラワー

池が見捨てられた様で哀愁を誘

ました︒往年の稲作を支えた溜

碑とともに池が横たわっており

た木立の中に︑大きくて古い石

道池﹂に着きました︒欝蒼とし

活動報告といたします︒

頃の怠慢をお詫びして６月の

の炒れてくれたコーヒーとゼ

休憩となりました︒メンバー

見第１汚水ポンプ場の緑陰で

生植物の説明を受けた後︑岡

本日のメインである外来水

後の再調査となりました︒

りていくことが出来ず︑草刈

でおおわれており︑川まで降

シやセイタカアワダチソウ等

さを測り︑
③チームは花の大きさ

種の

たためか︑とても印象的でした︒

研究により作られ︑守られてい

す︒

ないものまで︑本日は約

聞き慣れない名称ですが︑植

ることを感じました︒そして︑

や花弁を数えます︒

物の成長と抑制の調節剤︑いわ

全国︑全世界を相手にした研究

わず︑﹁自分で摘んで食べられ

種でした︒
４ 公
. 益財団法人日本植物調節
剤研究協会研究所見学︵柏田町
所在 ６月 日︶参加者 名

そこで︑私は在来︑外来を問

)

ゆる除草剤を中心とした農薬登

が牛久市内で行われていること

る植物﹂だけに焦点を絞ること
それでも﹃険難の道﹄ですが︑

植物全般に造詣が深く多くの経

この範囲だけなら﹃エサ﹄につ
５ お
. わりに
４月︑５月には牛久市内随所

験をお持ちの他のメンバーに日

られて頑張れそうです︒最後に︑
で満開だったナガミヒナゲシが

伊
(藤 誠

録のための試験︑および利用法

を誇らしく思いました︒ご案内

といたしました︵断・捨・離？︶︒

究者の方々です︒
内容も①植調協会について︑
②帰化植物研究史と外来生物

私に

の開発・環境への影響等を研究

下さいました職員の皆様ありが

本日記録された外来植物は約

しています︒案内をして下さっ

11

とうございました︒

40

P６

10

たのは世界を股に駈けている研

18

12

50

13

34

12

法について︑③外来植物防除技

結束町内の土浦竜ケ崎線バイパスの土手の植物調査
（戸塚昌宏 16 年 6 月 12 日）
岡見町内の水田農道の植物調査
（秋山侃 16 年 6 月 18 日）
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牛久市観光アヤメ園管理業務

今年も株分けが始まりました

分け﹂がスタートします︒3年目

節に入りますが︑この時期から﹁株
ないことです︒今年6月に︑明治

ショウブの性質ですからやむを得

見応えはしませんが︑これはハナ

昨年株分けをしたようで︑株は小

神宮の菖蒲田を見てきましたが︑

の株は︑今年一番輝いてくれた株
ですが︑この株を全て掘り起こし︑

作業の負荷も二倍になりました︒

㎡︵3000坪︶もありますので︑

こし作業です︒３年で固くなった

の作業で一番大変なのは︑掘り起

苗の状態にして植え直します︒こ

固くなった根を切り離し︑小さな
ショウブで︑その性質を知ること
年間を通しての除草作業で︑圃
圃場ですからスコップで掘り起こ

さく︑花は少なく感じました︒こ

年ご
場は手で除草︑園路は機械で除草
すのが大変な重労働になります︒

管理を請け負った
と面積が二倍になって10000

株の掘り起こし作業の様子

でかかりそうです︒メンバー一同

この真夏の株分け作業は9月ま

板を付けようかと思っています︒

あります︒圃場毎に株分け年の看

ウブの性質を理解して頂く必要が

で︑来園されるお客様に︑ハナショ

れはどこのアヤメ園でもあること

とに株分けを繰り返しながら︑ア
となります︒毎年二月から除草作
しかも炎天下ですから体力の消耗

％がハナ

ヤメ園を維持するという単純な作
業がスタートします︒農薬が使え
も尋常ではありません︒掘り起こ
体調に留意しながら︑厳しい時期

アヤメ園は︑ほぼ

業の繰り返しとなります︒現在は
ませんので︑連日手作業が続きま
し・株分け・圃場の耕起・畝づく
を乗り切りたいと考えています︒
︵坂 弘毅︶

果皮が割れて褐色の種子が一
つ現れます︒果皮には有毒の
エゴサポニンが含まれていま

などの植栽も見られます︒幹

や雑木林に生えており︑公園

縄に分布し︑牛久では斜面林

高木です︒北海道南部から沖

さ7〜8mの落葉広葉樹の小

エゴノキ科エゴノキ属の高

られることや︑種子はヤマガ

アシ﹂がアブラムシにより作

い形の虫こぶの﹁エゴノネコ

そうです︒また︑果実は珍し

魚を捕ったりして︑利用した

り︑果実を潰して川に流し︑

泡立てて︑石鹸の代用にした

す︒かつては︑新鮮な果実を

は一本立ちで直立しますが︑

名前は︑果実を口に含むと︑

ラの好物であること︑が知ら
し︑卵形から狭長楕円状卵形

ピリピリ︑と痛いほど﹁えぐい﹂

時には根元から何本も出て株

で︑先端は鋭く尖り︑基部は

ことに由来すると言われてい
て貰った乾燥種子を入れたお

ます︒小学生の頃︑親に作っ

楔形︑縁に細い鋸歯がありま
す︒
月︑写真のように下

手玉で︑夢中になって遊びま

5〜

を向いて清楚な白い花を一斉

した︒果実が弾ける前に探し
)

に咲かせる美しい木です︒そ

桜
( 井 恵美代

て見ては如何でしょう︒
白く地面をおおい︑その光景

P８

が育成の基本となります︒

年前と比べる
す︒途中︑堆肥の施肥︑4月にな
り・植え付けのフローを平行して
株分けした翌年は︑花も少なく︑

作業を進めます︒

ると芽だし肥を施肥︒この間も除
草が続きます︒5月に入ると︑背
丈も伸びて︑早いものではポツポ
ツ咲き出します︒6月に入ります
と日ごとに蕾が膨らんでいくのが
分かるようになります︒6月も二
週目に入ると一斉に開花︑約一週
間の満開時期となります︒この時
期は来園される方に︑少しでも綺
麗に見て頂くため︑毎日︑毎夕の
花柄摘みは欠かせません︒6月の
最終週に入ると︑蕾も少なくなり︑
花期は峠を越します︒

裂し
本です︒

cm位で︑深く

はとても素晴らしいです︒花
冠は

ます︒雄しべは

cm内外で︑

開花期には大型観光バスで見学に訪れる人々も

卵円形の灰白色です︒熟すと︑

果実は長さ

5
れています︒

エゴノキ

10

1

そして︑7月︑真夏日が続く季

No.3８

3

身近な樹木

2.5

立ち状になります︒葉は互生

株分けの様子

して散った花は︑雪のように

6

牛久自然観察の森（戸塚 11.5.31）
城中町の斜面林（渡辺 11.5.25）と花
開花期の樹冠

P９
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コミュニティーラジオ放送にて出演中
平成 28 年度 4 月から牛久コミュニティー FM

験会など活動を広報したいプロジェクトは、出演

放送「ひるラジ！」に出演しています。電話や

することもできますのでプロジェクトの責任者を

マイクを通して季節のみどころやイベント、森

通じて事務局迄お知らせ下さい。（木谷 昌史）

の生きものにまつわるエピソード、来園者から

放送日：毎週木曜日（年末年始はお休み）

よく聞かれる質問など森に関する様々な情報を

放送時間：10 時１５分〜３０分

ライブでお伝えしています。是非チャンネルを合
わせお聞きください。

周波数：FM85.4MHz

（ひるラジ放送内、牛久自然観察の森コーナー）

また、プロジェクトの活動や、会員募集の体

【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。
10 月 7 日（金）9：00〜11：00

9 日（日）9：00〜11：00

11 月 11 日（金）9：00〜11：00

13 日（日）9：00〜11：00

■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

■持ち物

長靴

■問い合わせ先

長ズボン

来 12 年間、皆さまにはいろいろとご指導賜りまし
たこと深く感謝申し上げます。この間、貧乏所帯
であったうしく里山の会の財務体質も大きく改善
し、新たな事業への新たな飛躍が期待されます。
この 12 年間を回顧してみますと、無我夢中で進

範囲も広がっていきました。しかし、市民団

んできたという感じがします。思い起こせば 14 年

体は、ここ迄が限界でした。更に、会を飛躍

前の平成 14 年（2002）、牛久自然観察の森で活動

させるには、ＮＰＯの法人格の取得が急務で

する市民団体と個人の有志がネイチャーセンター

あるということ分かり、取得の準備を進め、

で一堂に会しました。自然観察の森で楽しむ仲間

翌年の平成 16 年（2004）10 月 5 日に晴れて、

として、何か出来ることはないだろうかと、緩や

茨城県より法人格を取得することができました。

久自然観察の森友の会を作ろうという目的があっ
たためですが、どのように会を作るのか、長い時
間をかけましたが、マンネリ化は否めず、結論を
導き出すのに時間がかかっていました。そしてあ
るとき、私が市民団体を作って、観察の森のサポー

■活動日時： 9 月 11 日（日）9：00〜11：00

長袖

里山の会の代表理事を退任いたしました。設立以

かな情報交換会が行われていました。この会は牛

結束町みどりの保全区「エコアップ」作戦参加者募集

軍手

本年 4 月の通常総会において、ＮＰＯ法人うしく

■予約

不要／荒天時は中止

※刈払機 ・ チェーンソー使用は資格所有者のみ

０２９-８７４-６６００（担当 木谷）

ターになってはどうだろうかということに全員が
賛同して頂きました。
こうして、牛久自然観察の森友の会という緩や
かな団体から、一歩進んで、市民団体うしく里山
の会を設立しようという結論に帰結したのです。
この時平成 14 年 9 月 22 日でした。ここまで来れ

国立歴史民俗博物館の「くらしの植物苑」
「企画展示よみがえれ！シーボルトの日本博物館」見学のお誘い
牛久市協働樹木リサーチ事業では、平成 28 年度表記見学研修を計画しております。
バスの乗車定員に余裕がありますので、下記よりお誘いたします。
○日時・集合場所：9 月 2 日（金）・牛久市保健センター前 8:20~16:00
○申し込み先：牛久自然観察の森

029-874-6600

○締切期日と定員：８月 10 日 ( 水 )・先着順
○入場料金等：830 円・昼食持参（途中で購入可）

ば、あとは会の目的、観察の森で何をするのか、
森のボランティアとして幅広く活動をしていこう
と言うことから、行動指針、会則などの具体的作
業に入り、翌年の平成 15 年（2003）4 月 5 日、
（市
民団体）うしく里山の会が発足しました。
初めの頃の作業というと、観察の森の下草刈り
等、森のボランティアでした。そして、会の資金
と言いますと、里山の会設立に賛同して頂いた準
備会当時の各団体、個人の入会者で、その会費に

H28 年度 新役員のお知らせ

よっての運営でした。活動するための資機材も買

H28 年度 5 月に開催した第１0 回通常総会は皆様のご協力のもと無事終了いたしました。また総会後に
開催した臨時理事会において新しい役員が決まりましたのでお知らせいたします。
代表理事 齊藤 孝

副代表理事 丸山 淳子

木谷 昌史

なお、理事の担当職につきましては総会議案書の通りです。
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坂さん︑お疲れさまでした︒

うしく里山の会 12 年を回顧して
（坂 弘毅）

牛久自然観察の森活動報告

えないという貧乏団体でしたが、助成金をいただ
けることが分かると、ＣＳＲで市民団体を援助して
くれる企業を探し、積極的に申請書を提出、助成
金を頂くことが出来ました。これで、ある程度の
資機材を確保することが出来るようになると活動

特定非営利活動法人うしく里山の会として法務局
に登記申請し、小さな団体は法人としてスタートす
ることになりました。あれから 12 年が経過しまし
た。法人格取得の挨拶も牛久市をはじめ、関係部門
に行いました。それまで全く相手にされなかった市
民団体（任意団体）は法律的には、「人格無き社団」
ですから、やむを得ませんが、法人格取得で情勢が
大きく変化したのです。
牛久市から、最初の指定管理者として、牛久自然
観察の森を認定頂き（5 年一期）、現在三期目に入っ
ています。また、ほぼ同時期に、牛久市観光アヤメ
園の再生について打診されました。その後、国立研
究開発法人森林総合研究所からの受託事業も頂き、
現在に至っています。そして、設立当初から活動を
続けている、雑木林応援隊の里山体験事業による里
山の維持管理。牛久市の巨木を調査する巨木リサー
チ、樹木リサーチの市との協働事業も大きな成果を
生んでいます。うしく里山の会は、プロジェクト制
によって、これまで歩んできましたが、それぞれの
プロジェクトによって、牛久にうしく里山の会有り
と、その存在が認知されるきっかけとなった事は地
道な誠意ある活動の賜と思います。
この 12 年という里山の会の歴史は長くもあり、
短くもあった 12 年ですが、NPO 法人うしく里山の
会として、世間に認知され、牛久自然観察の森の指
定管理者が今後も末永く継続できますよう、更なる
飛躍を祈念しております。（坂 弘毅）
P10

