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 9 日 （金） 9 ： 00〜11 ： 00 11 日 （日） 9 ： 00〜11 ： 00
1 月 6 日 （金） 9 ： 00〜11 ： 00

8 日 （日） 9 ： 00〜11 ： 00

2 月 10 日 （金） 9 ： 00〜11 ： 00 12 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
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1. 表紙（ヤブマメ）
2.3 秋の活動報告（親子農業体験講座）
4. 平成 28 年度９月の活動報告（外来植物リサーチ）

■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）

5.「草木染め教室」活動 （雑木林応援隊）
6. オーストラリアの学生来園（牛久自然観察の森指定管理）
6. 木育コンテストプロジェクト始動！（木育コンテストプロジェクト）
7. 身近な樹木（牛久市恊働樹木リサーチ）
8. 裏表紙（エコアップ参加者募集のお知らせ）
写真 . ノコンギク
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親子農業体験講座

～きいも～～のスピーカーの声が

も変わり、 今朝も、♪い～しや

十月に入り、 陽の光や風の色

根元にはコロボックルが……いえい

した。里芋の大きな葉が立派で、

て里芋の追肥、 土寄せを行いま

せと除草作業に汗を流し、 併せ

秋の活動報告︵柴田 真貴子︶

我が家の前を通り、 主人と散歩
え抜いた雑草を運ぶ子供たちが

いかの香りにカブトムシやウマオ

に出た子供たちも耳にしているか

さて、 農業体験は夏号の報告

イも寄って来ましたよ。 風情満

一生懸命でした。 収穫物はか

に続いて、 八月に遡ります。 畑

載、 清少納言も微笑みそうな

なとわくわくしました。秋ですね。

には雑草が繁茂し、みんなでせっ

笑顔で包んでくださり、 私が、

ぼちゃとすいか。 台風の洗礼を

づきに縁取られた、ものの存在感。

幼子の兄弟と参加できているの

しとしと続く長雨に焦らさ

農作物のお世話を通して、 物

子供たちの姿にもそれを感じ

も、 御陰様で感謝の念が募り

受けながらも、 立派に実ってく

事には道理がある、 その道理に

られます。四歳の兄は、畑に次々

ます。 思いがけないことが多い

れ、 待ちに待った運動会を子供

したがって、 丁寧にお世話させ

と現れる虫たちに興味津々、 大

世の中で、 縁のありがたさも思

れました。 かぼちゃの苗は種が

ていただく、 という気持ちが芽

人にとってはなんでもないような

われます。

たちも終えたところでしょうか、

生えました。 そして、 収穫を通

虫にも、 驚嘆の声をあげます。

これからの時期、 だんだんと

配られ、 自宅で発芽したものを

してそれぞれに旬があること、

一歳の弟はすべてが新しく、 制

暖色に染まる雑木の森で、 頼

鉛色の空が続いたかと思えば、

そのとき出来たものをいただくこ

止も聞く耳持たずにずんずん森

もしくどっかりとした野菜たち

梅雨の頃に植えたものです。 息

とについて実感を得ました。 季

へ分け入ってしまう歩き盛り。

……さつまいも、 さといも、 だ

午後四時の金色の陽差しに、 影

節に合わせて、 身体が欲してい

家の中や店の中だと喧しい姿も、

いこん、 にんじんに出会えるの

子は、 立派なかぼちゃの茎をは

るものをいただけることはありが

子供が森を駆け回っているのであ

が楽しみです。 みなさまも、

がセピアを濃くしてあたりを隈

たいことです。

れば、 なんとのびのびと自由で

虫の音鋭く寒さ忍び寄る夜には

さみで切らせてもらったことが嬉

いつものスーパーに、 例えばト

いいものでしょうか。 自分の興味

温かくして、 季節柄ご自愛く

どり、 シャッターを切られたかの

オロギが急いでどこ行くの、といっ

マトを目的として買いにいく。 そ

を見つけて無心に追いかける、

ださいね。

しかったようです。世間でハロウィ

た様相で、 次はにんじんやだい

こには在るのがあたりまえ。 普

在りのままの子供の姿があまり

ような、 時が止まるような錯覚

こんを種まき、 さつまいもが立

段の人為的な流れの中では、 味

に自然によく似合うので、 はっ

ンの飾りが出る頃よりも早く獲

派に根を張る秋の畑へと移りま

わえない新鮮味を、 畑で感じて

とさせられます。 同じく体験に

に陥る秋です。 その静けさに、

す。 今度は土の下に成る野菜た

います。 一粒一粒手に取る。

参加のご家族の方々にも助けら

れるのだなと知りました。 それ

ちですから、 子供たちは 「これ

重さを実感する。 同じ色や形

れて、 今を感じ、 喜びながら、

森の畑では虫たちが大根や人参

がにんじんの葉だよ。」「だいこん

のものはなく、 どんな味だか、

子育ての旬を楽しむことができて

から、 夏の終わりのスイカ割り。

だよ。」という説明にも、 「へぇ

その違いに思いをはせる。 なに

います。 それもこれも、 このよ

の葉をせっせと食む音が聞こえて

…。」と声を洩らしつつ首を傾

もかもが整備され、 準備され、

うな機会を作ってくださったこの

蝉時雨の中、 瑞々しく割れるす

げていました。 やがて赤い顔や

思うものが手に入る現在の生活

講座の方々のおかげです。 いつ

くるようです。

青白い顔が現れ、 知識が収穫を

環境の中では意識されない、 意

も子供たちに寄り添い、 温かい

光景でした。

経て知恵と成り、 確信を得た

外性、 多様性、 さまざまな気

タは緑から茶へと色を変え、 コ

子供たちの追う虫達も、 バッ

ときの笑顔が楽しみです。

2
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外来植物リサーチ事業
姿、 形が同じ草とは思えない変

いたり、 ヨモギで見られたように

春に見られたのに秋には消えて

と思います。

ります。 関心をもつのも一興か

には、 ほかにも珍名， 奇名があ

楽しめるようになれば一人前な

たりもします。 この難しさを、

えて頂いたのに覚えていない、 忘

としました。 春に懇切丁寧に教

最後に夏休みをすぎて、 愕然

年度９月の活動︵齊藤 英夫︶

かって遠山町までの1㎞弱の常磐

のでしょうか。

平成

「外来植物リサーチ」の調査を
線の法面でした。 鉄道法面の調

化をしたり、突然の草刈りにあっ

秋、 再開しました。 ９月の調査
査は難かしいのですが、 今回の調

渡辺代表から外来植物は人里、

者は9名でした。 調査開始前に

の観成院の駐車場に移動、 参加

した。 市役所に集合して牛久町

影響での中、 曇天で実施されま

ていました。今回の植物の種類は、

ク科）の黄色のきれいな花が咲い

は開花前でしたが、キクイモ （
キ

セイタカアワダチソウ （キク科）

査できました。 群落の優占種の

査場所は国道歩道から直近で調

ていたのですが、 先見性があった

出しました。 当時は只漫然と見

系変遷の実験をしていたのを思い

で刈り取り回数の違いによる生態

加して、 以前牛久自然観察の森

今年、 外来植物リサーチに参

きでした。 その中でセイバンモロ

す。
話がかわりますが、 調査区域

向上させたいものです。

からは数多く参加して観察眼を

れたことが多すぎました。 これ

は 日 （土）台風、 秋雨前線の

耕地にあり、 山 ・原野といった
のに福島原発の影響で終了中止

ているとのレクチャーを受けた後、

コシ （イネ科）の草丈、 葉の大
外で珍名ママコノシリヌグイ （タ

柄に棘があり、 いかにも痛そう

きさ等を計測しました。
以前、 樹木リサーチの公園樹

デ科）を見つけました。 茎や葉

今回の調査場所は国道６号線

頂き何回もお替りしました」と

なので付けられた由だが、 現代

用の薬剤を準備して染を楽しみ

ほぼ完食して頂きました。食後

木を調査した時と異なり、 草本

ました。また絹のストールを

も続けて草木染を行い皆さん満

銅像山踏切の信号付近 （旧道と

もっと濃く染めたいと２回、３

足され散会しました。

ではありえない命名です。 植物

回と重ね染をして、濃い色に染

の調査の難しさを感じています。

雑木林応援隊

それから、毎年育ち収穫でき

める方もおられました。

﹁草木染め教室﹂活動報告︵竹越 敏雄︶
応援隊が毎年夏に実施してい
る「草木染め教室」を８ 月
当日は、まずは、２人１組

りました。

日 日
( に
) 実施しました。
広報で募集し、参加された

す。

一通り終われば今度は草木染で

出来て、まして同じ色・同じ模

いますが、自然の草木で染物が

なり味の有る、自分が納得ので

様の物が出来ない。既成品と異
アカネ・枇杷の葉など準備し、

きる物が出来上がる喜びは得が

玉ネギの皮・マリーゴールド・
こん炉でこれらを煮だして染液

たいものがあります。皆さんも

で畑に植わっている「タデア
の手順は、

を作り、其の液に浸け煮だして

方は９名でしたが、例年にな

・葉っぱだけを摘み取り水洗。

試に身近の草木で染を楽しんで

この教室は遡る事２００３
年９月に第１回をネイチャー

染めていくのです。

見ては如何ですか？

・ジュースミキサーで適量の

て、違う色で染めた後、別の色

中には色の指定がある方がい

ます。

の染液に重ねて染をされて、希

年になります。

その時、藍染に使った「タデ

・染色容器に濾し布を敷き、

りで、今回で
アイ」を梅林の奥の畑に植え、

ました。一方応援隊の男性陣は

望の色に染められる方もおられ

スのみを取り出す。

昼食の準備です。慣れない？包
名分を奮闘し

丁を握り野菜を刻んでカレーう
どん鍋・他を、

て作りました。屋外で焚火での

全員で頂き、感想は「美味しく

しいです。出来上がりを参加者

食材？を使って作る料理は美味

ルそのままで染めていました

では染まらないので、前処理

いと要望され急遽、そのまま

絞り等の模様を入れて染めた

男の料理。大胆で且つ、贅沢な

今迄は、準備した絹のストー

て染めるのです。

これが染め液となり布を浸し

葉や茎を取り除き、藍ジュー

水を足し藍のジュースを作り

センターで実施したのが始ま

イ」を収穫から始めます。そ

毎年、開催し草木染を行って

るので応援隊の恒例行事とな

の分岐点）から牛久沼方面に向

した。

し、 いまとなっては残念なことで

種で、

うち外来種が 種でした。 この

種の樹木を含めると

外来種は日本に約1,200種

狭い区分での種類数の多さは驚

人の手が入らない場所にはない事、

あり牛久では約 種が確認され

44

久しぶりの現地調査を開始しま

13

4

28

く内容の濃い染教室でした。

28

渡辺泰 16 年 9 月 24 日

200

13

牛久町区域の JR 常磐線の 6 号沿い法面植物の調査

13
が、今回は、綿のハンカチに

25

5

２４

妹都市であるオーストラリアの

９月26日、 牛久市と友好姉
イチャーアクアリウムを鑑賞し

生きものを飼育展示しているネ

モリやタナゴなど在来の水辺の

いたしました。 これまで会員の皆さ

にて本会2代目の代表理事に就任

の総会後に開催された臨時理事会

新代表理事の齊藤孝です。 5月

詳細は本会ホームページのトップ

木のおもちゃ全国公募」です。

プロジェクト～三世代が笑って遊べる

ました。 その名も 「木育コンテスト

新たな全体事業の計画が承認され

木 育 コンテストプロジェクト

オレンジ市の高校生達が、 市民
たり、 木育玩具にふれたり、
んには事務局や観察の森の活動を
にてご案内させていただきますが、

牛久自然観察の森指定管理者

活動課国際交流協会を通じて
そして中国と日本独自の文化
通じてお声をかけさせていただいて
設立から 年を迎えた本会の新た

木育コンテストプロジェクト始動！︵齊藤 孝︶

牛久自然観察の森を訪れまし
である 「鳴く虫」の紹介も行
おりました。 観察の森にも変わら

オーストラリアの学生来園︵木谷 昌史︶

た。
いました。
生徒からは、 日本の食べ物に

生徒は17名。 １週間ほど
市内でホームステイをし、 日本
も大変関心があるとの聞いたの
早速ではありますが、 9月の運

べも4個、 雌しべは1個で、

に例えられたものです。

長・
短の花柱型があります。 俳句歳時記ではニシキギが
。 秋の季語になっています。
果実は朔果（サクカ）（注２）
成熟すると、 1～2個の

（注３）

楕円形または倒卵形の長さ
5～8㎜の離生分果

となり、 枠内の写真のよう
に裂開し、 橙赤色の仮種

皮に包まれた1個の種子

き、 その下部が枝分かれ

さ1～2ｍの落葉低木。

柏書房（
1996）の『
図

して花をつけ、 さらにその

注１ 花軸の先端に花がつ

では雑木林などに自生する

説花と樹の大辞典』によれ

を出します。

他、 公園や市街地の植込

花の下部も分かれて花をつ

あるのが特徴で、 この翼の

コルク質の薄い板状の翼が

枝に枠内の写真のような

す。 承諾されればこれを

く風習があったといわれま

性の家の門にニシキギを置

が女性に求婚する際、 女

け種子を出す果実。

注２ 成熟すると果皮が裂

に直径6～8㎜の
（注１）

花期は4～5月、 集散花

の季節にひときわ濃い紅色

すね。 名前の由来は紅葉

す。 求愛も勇気がいりま

縁に鋭い細鋸歯があります。 間毎日置き続けるそうで

れると千束を限りに3年

果。

縦裂で生じた各部分が分

ない果実を分離果といい、

縦裂し、 種子を露出さ せ

るにつれて幾つかの部分に

注３ 単一の子房が成熟す

序

黄緑色の小さな花をつけ

で、 その鮮やかさから錦

長楕円形または倒卵形で

対生し、葉身は2～9㎝、 取り入れますが、 拒否さ

ないのがコマユミです。 葉は

ける花序。

みなどに植栽されています。 ば、 東北地方では、 男性

日本各地に分布し、 牛久

ニシキギ科ニシキギ属の高

知ください！

な社会貢献活動となります。 皆様

の文化に触れながら交流を深
で、 野外ではヨモギ餅の原料に
営委員会にて私が責任者を務める

ず居りますので、 今後ともよろし

めるそうで、 初日は観察の森
なるヨモギの葉の香りを楽しん

のお近くのクラフトマンにぜひご周

に訪れ自然文化を学ぶことに
だり、 ウナギ丼には欠かせない

くお願いいたします！

なっていました。
ユーカリの香りには叶わなかっ

サンショウを紹介しましたが、

いる両国、 生徒達には日本の
たのか、 反応は今ひとつ、 滞

生物地理学的に大変異なって
自然がどんな風に映るのか大

大変限られた時間ではありま

在中に実際に食べてもらいたい

林への反応が大変よかったそう
したが、 自然を大切にする、

変気になるところではありまし

です。 日本らしさの何かしら
あるいは自然を楽しむ、 感じ

ですね。

のイメージが既に出来上がって
る姿勢というのは共通するとこ

たが、 後で聞いた話ですが竹

いることへの驚きがありました。
ろがあるように思いました。

12

ます。 花弁は4個、 雄し

6
7

ニシキギ ︵阿部愛子︶

１. 紅葉期の植栽樹の樹形 新地町の庭先 （戸塚 12.10.26）
２. 枝の翼 ・ 裂開果皮 ・ 種子 （渡辺 04.10.27）

ネイチャーセンターでは、 イ

身近な樹木
No.39

