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ボランティア通信

民家だより
2019年 4 月 1 日発行

新規ボランティア
登録数100名超え！

今年度も里山の
風景作り頑張るぞ！

カタクリ

各活動 レ ポ ー ト /2 月・3 月
桜だけでなく色々な花も咲き誇り、いよいよ春本番ですね。新年度もよろしくお願いします♪また、各活動では春祭りの準備も行いました！

然

里の竹細工

今

年の冬も、土壌小動物、冬芽、地衣類と楽しく観察することができました。
また、日野出池や桜沢での初めてのかいぼりも、とても有意義な時間でした。
おかげさまで倶楽部も今年で１２年目。これも皆さんの温かいご支援と狭山丘
陵の自然の奥深さによるものと感謝しています。どこにでもいるのに知らな
かった生き物たちの不思議な世界。今年も皆さんとご一緒に自然を楽しみま
しょう。見学も自由です。ご参加をお待ちしています。（大倉 靖）

家

族全員初めての竹細工。見本を見て、竹皿と湯呑みを作ることに。竹皿
は夏に爽やかにソーメンでも、湯呑みはお茶というよりパパの日本酒専用かな。
ノコギリとナタを使うところまではパパの出番。竹を切って、ナタでまっぷた
つにしてと、なかなか面白い作業。ある程度形が出来たら子供たちにもバトン
タッチしてひたすら紙ヤスリ。みんなで頑張った結果、満足なスベスベな逸品
が完成しました。次回はもっと難しい作品に挑戦します！（佐藤 亘）

生き物発表会では
28 名が参加！ 10 年
間の野草調査の報告も
行いました。

里山の恵み

自

生き物発表会

ヤスリで
磨くの
楽しい！

昨年実施したかいぼりの様子

「花

の名しりたい」と言っても、まだまだ花の季節には早い２月の観察会。
今回は民家前（南側）にある湿地には、どんな樹木がどのくらいあるかという
調査を兼ねた樹木観察会でした。参加者は 5 名。樹木についてはあまり知識が
ない私でしたが、花や葉がまだついていていない冬は、冬芽を同定の参考にす
ることを学びました。調査の結果、
民家前湿地には 3 種類のヤナギを
含む 10 種類の樹木が全部で 47 本
あることが分かりました。ヤナギの
うちコゴメヤナギは希少種とのこと。
湿地整備の際には残してもらいた
いものです。（篠原 秀夫）

丸山
雑

木林の 2 月の主な作業は丸山です。樹林地整備による皆伐地の一部
（バッファーゾーン）の整理をしました。粗朶柵を作り、除伐により発生し
た粗朶や林内にあった古い粗朶も整理しました。粗朶柵作り、除伐、粗朶
運搬と手際のよい作業により、ア
ズマネザサや先駆樹の密生してい
たバッファーゾーンは明るく開放
的になりました。これからも人が
手を加えていかなければ里山の雑
木林は守られません。皆さん、駐
車場から見えない東側の丸山にも
足を運んでみてください。
（大森 征雄）

雑 木 林

花の名知りたい

2

里

月最後の土曜日。「畑」作業は、草取りでした。広い畑の回りに植えら
れているノラボウ。その下に寒さに負けず元気に育っていた草はナズナ、ハ
ハコグサ（ゴギョウ）、ハコベなど。畑の中には大根（スズシロ）やかぶ（スズナ）
もあります。春の七草の勢揃いでした。終礼は、ぽかぽかのビニールハウス
の中、畑の大根で作ったたくあんを摘まみながらの話し合いでした。和やか
な「畑」ならではの一日でした。（右手 安子）

山のお茶は美味しい ! 緑茶は夫婦で何度もおかわり。普段はお茶を飲ま
ない息子も、「里山のお茶ちょうだーい !」紅茶となると、出来たての茶葉の香
りがたまらない。すっかりはまってしまった里山のお茶に感謝の気持ちをこめ
て、今年最後の茶園整備に参加させて頂きました。刈込バサミで笹を切る作業
は見た目よりハード。美味しいお茶の陰にある沢山の汗に、「ありがとう〜」
と心の中で叫びました。（小関 愛）

農 芸

＊活動レポートについて＊

わら細工教室
わ

ら細工教室の最終作品である宝船。1 月は土台になる船本体を作り、2
回目は帆を編み帆船に付けて、船に立て形にしました。苦労したところは船
と帆のバランスだと思います。わら細工の基本は、「縄なえ」。皆さん細縄作
りも大変上手になり、素晴らしい作品に近付いています。3/10（日）の最終
作成日まであと一歩。頑張りましょう！（加藤 明）

各活動のトピックや、その時あった面白い事
など、皆さんの活動に対する思いを伝える
場となっています！
事務局から声をかけられた場合、レポートの

わらだけで
はなく、
竹で帆の軸も
作ります。

作成をお願い致します！

＊ご協力お願い致します＊

芸

お茶隊

農

畑

畑

みんなのお祭り♪
みんなで話し合おう！
参加者募集！！

■安全管理講習① 9:30～15:45
■畑「OT、トマト・ナス等の種まき」
9:00～12:00
■藍「OT、種まき」9:30～14:00
■伝統食つたえたい♪「よもぎ摘み」
10:00～14:00
■生き物倶楽部「OT①」
※集合：IC 13:00～16:00

■安全管理講習②
9:30～15:45
■畑
「エダマメ・ゴボウの種まき」
9:00～12:00

■畑「耕運機安全管理講習、ノラボウ摘取」
9:00～12:00
■里山折り紙くらぶ
■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
「かぶと・しょうぶ」
■里山クラフト工房「OT①、春祭り準備」
10:00～15:00
10:00～15:00
■雑木林「丸山」
（松）10:00～15:00
■さとやまガーデン「OT、花壇のデザイン」
10:00～12:00
■里山 PR 隊「企画会議」10:00～12:00

■畑「サトイモの種芋堀り」
9:00～12:00
■花の名しりたい
9:30～12:00
■雑木林「丸山」
（松）
10:00～15:00

■畑「ポット苗間引き」
9:00～12:00
■雑木林「神明入」（松）
10:00～15:00
■里山クラフト工房「OT②」
10:00～15:00
■草とりたい！
10:00～12:00

■田んぼ「荒起こし」9:00～16:00
■畑「サトイモの植え付け」
9:00～12:00
■雑木林「丸山」
（松）10:00～15:00
■生き物倶楽部「OT②」
※集合：IC 13:00～16:00

お祭りは準備が大事！
みなさんのご参加、
お待ちしています♪

■畑「コマツナ・サニーレタス収穫」
9:00～12:00
■春祭り前日準備 10:00～14:00
■伝統食つたえたい♪「春祭り前日準備」
10:00～14:00

■春祭り MTG 10:00～11:30
■藍「OT、種まき（予備日）
」9:30～14:00
■さとやまガーデン
「OT、花壇のデザイン」10:00～12:00
■野の花咲かせ隊 13:00～16:00

■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■わら細工教室「OT①」
10:00～12:30
■田んぼ「MTG、荒起こし準備」
13:30～15:30

■田んぼ「荒起こし（予備日）
」
9:00～16:00
■竹林整備 10:00～14:00
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■生き物倶楽部「湿地整備」10:00～16:00
■お茶隊「OT、桜茶づくり（仮）
」13:00～16:00
■野の花咲かせ隊 13:00～16:00

里山春祭り 9:00～16:00

■

振り返りも
当日に行います♪
各コーナーから
必ず 1 人ずつ
参加をお願いします！

MTG：ミーティング、OT：オリエンテーション
IＣ：インフォメーションセンター

■お茶隊
「簡単茶」
9:30～
16:00

■畑「ジャガイモの芽欠き」
9:00～12:00
■雑木林「東の森」（松）
10:00～15:00

■畑「スナックエンドウ等の収穫」
9:00～12:00
■雑木林「東の森」（松）10:00～15:00
■生き物倶楽部「自然観察会」
※集合：IC 13:00～16:00

■さとやまガーデン
10:00～12:00
■お茶隊「お茶摘み、蒸し」
10:00～15:00

■畑「スナックエンドウ等の収穫」
9:00～12:00
■雑木林「東の森」（松）
10:00～15:00
■里山クラフト工房「四海波 花カゴ」
10:00～15:00

■畑「トマト・ナス等の定植」9:00～12:00
■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■（予備①）安全管理講習 9:30～15:00
■お茶隊「お茶摘み・蒸し」10:00～15:00
■雑木林「西の森」（松）10:00～15:00
■里山×slow Life「竹盆づくりとソトカフェ」
（サポートボランティア： 9:00～16:00）

■お茶隊「手揉み茶イベント」
8:45～17:00
■生き物倶楽部「野草調査」
9:30～16:00
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■野の花咲かせ隊 13:00～16:00

■畑「サツマイモ植え付け」
9:00～12:00
■花の名しりたい 9:30～12:00
■（予備②）安全管理講習
9:30～15:00
■雑木林「丸山」
（松）
10:00～15:00

■畑「サトイモの土寄せ、草取り」
9:00～12:00
■雑木林「丸山」
（松）
10:00～15:00
■草とりたい！
10:00～12:00

■里山折り紙
くらぶ
「バラ・葉」
10:00
～15:00

■民家だより
発送作業
10:00
～12:00

■田んぼ「種まき」9:30～13:00
■田んぼ「代かき・田植え MTG」
14:00～15:30
■畑「落花生の種まき」9:00～12:00
■お茶隊「紅茶づくり」10:00～16:00
■雑木林「丸山」10:00～15:00

■田んぼ「代かき」9:00～16:00
■畑「小麦防鳥ネット張り」
9:00～12:00
■雑木林「神明入」（松）10:00～15:00

参加者募集！
封筒詰めなど簡単な作業
です。部分参加歓迎♪

■宮野入植生管理ＭＴＧ
9:30～11：30
■わら細工教室「OT②、練習日」
10:00～15:00
■お茶隊「工場見学」10:00～15:00
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■生き物倶楽部「湿地整備」
10:00～16:00
■田んぼ「代かき（予備）」
9:00～16:00
■藍「乾燥染め（木綿）」9:30～14:00
■さとやまガーデン「花の植替え」
10:00～12:00
■里山クラフト工房「四海波 花カゴ」
10:00～15:00
■野の花咲かせ隊 13:00～16:00
■生き物倶楽部「スゲ観察会」
13:00～16:00

■雑木林「東の森」（松）
10:00～15:00
■畑「トマト・ナスの芽欠き、支柱立て」
9:00～12:00
MTG：ミーティング、OT：オリエンテーション
IＣ：インフォメーションセンター

■田んぼ「田植え準備」10:00～12:30
■畑「カボチャの敷き藁」9:00～12:00
■雑木林「丸山」
（松）10:00～15:00
■生き物倶楽部「自然観察会」
※集合：IC 13:00～16:00
■畑「エダマメの種まき」
9:00～12:00
■雑木林「東の森」（松）
10:00～15:00
■里山クラフト工房
「四海波 花カゴ」
10:00～15:00

■畑「小麦刈り」9:00～12:00
■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■伝統食つたえたい♪「柏餅づくり」
10:00～15:00
■雑木林「西の森、植生調査」
（松）
10:00～15:00
■里山 PR 隊「企画会議」10:00～12:00
■管理運営協議会①13:00～15:30

■畑「サツマイモ用植え付け」
9:00～12:00
■雑木林「丸山、植生調査」（松）
10:00～15:00

■夏の安全管理講習①
9:30～15:30
■畑「サツマイモの植え付け」
9:00～12:00

■夏の安全管理講習②
9:30～15:30
■畑「ネギの定植」
9:00～12:00
■花の名しりたい
9:30～12:00
■畑「トマトの芽欠き」
9:00～12:00
■雑木林「東の森」（松）
10:00～15:00
■草とりたい！
10:00～12:00

■里山折り紙くらぶ
「七夕飾り準備」
10:00～15:00

■畑「キッズボラ★ジャガイモ堀り」
9:00～12:00
■里山折り紙くらぶ
「七夕飾り作りベント」10:00～15:00
■雑木林「神明入、植生調査」
（松）
10:00～15:00

■田んぼ「草取り①」8:40～15:30
いざ！
■畑「小麦脱穀」9:00～12:00
というときの
■伝統食つたえたい♪「おにぎり」 ために！
10:00～13:00
■雑木林「東の森」（松）10:00～15:00

■田んぼ「田植え」9:00～16:00
■さとやまガーデン 10:00～12:00
サポート大募集！
英語が話せる方、大歓迎！
カタコトでもＯＫです♪

■田んぼ「横田基地親子の田植え」9:00～11:30
■田んぼ「田植え（予備日）
」9:00～16:00
■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■伝統食つたえたい♪「梅の本漬け」
10:00～15:00
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■野の花咲かせ隊 13:00～16:00

■わら細工教室「一般 OT、細なわ＆結び」
9:45～15:00
■お茶隊「手揉み茶」9:30～16:00
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■生き物倶楽部「湿地整備」10:00～16:00
■畑「キッズボラ★ジャガイモ堀り（予備）」
9:00～12:00
■藍「たたき染め練習、草取り」9:30～14:00
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■里山クラフト「竹カゴ」10:00～15:00
■生き物倶楽部「水棲小動物観察会」
13:00～16:00
■野の花咲かせ隊 13:00～16:00
■ボランティアミーティング①
9:30～12:00
■救急法講習「心肺蘇生の方法や AED の使い方」
13:00～15:30

MTG：ミーティング、OT：オリエンテーション
IＣ：インフォメーションセンター

19年度
平成 20 ティア
ラン
登録ボ

!
4 2 147現名
在》
《3/

・リレートーク・

“ 新規 ”登録ボランティア説明会のご報告
説明会には 88名の方が参加し、110 名が新規登録されました！
活動や里山の魅力を伝えてくれていた継続ボランティアの皆さん
ありがとうございました！新たな仲間と一緒に公園を盛り上げて
いきましょう★

雑木林の活動やイベントサポート、里山クラフト工房では
リーダーも務めている髙端さん。
やるときはしっかり締めてくれる頼れる存在です。

早

【武藤さんより】

くな笑顔、
和やかで気さ
工房や
里山クラフト
いもので新年度で6年目に入ります。ボランティア
大活躍！
も
で
民家のお祭り

に入った時に感動したのが、雑木林ボランティアでした。ボ
ランティア自身で活動の計画/実行/チェック/アクションの
①パークレンジャーと一緒に園内散策♪

②ボランティアより雑木林の紹介。

③一回、40人近い参加がありました。

【アンケートより】
・収穫祭でのボランティア活動をしている皆さんに憧れたため、ボランティア登録を希望しました。
・野山北・六道山公園が好きで、月2〜3回来ており、公園にもっと関わりたいと思った。
・イベントに参加（田んぼや里山ディキャンプ）させていただき、楽しかったので次は皆さんと
ボランティアとして関わりたいと思いました。
・田んぼや生き物に触れてみたい。

第４回
ボランティア
MTG の
ご報告 (3/3）

♡2019年度の活動に向けて♡
今年度最後のミーティングでは、前半は、毎回恒例の各活動のふり

PDCAを機能させ、そして参加している皆さんが楽しく活発
に活動している点でした。初年度に参加した何も分からな
い無知な私を暖かく迎えてくれたことが嬉しかったです。里
山民家ボランティアは、イベントが中心的になっています
が、雑木林ボランティアの存在は、重要になっています。雑
木林の各エリアの散策路整備など広範囲の保全管理を多
くの時間をかけて行い、環境保全に貢献しています。経験し
ていない方は、是非参加してみて下さい。活動の

かえりや、次年度計画・目標の共有や意見交換。後半は、里山民家の

素晴らしさを実感出来るはずです。かいた汗は、

建て替えや、民家前湿地について進捗状況の共有をしました。

喜びの涙。力仕事は、ストレス発散＆ダイエットとなり、

管理運営協議委員の交代

健康面でも良いことだらけです。本来のボランティアの
存在が分かるはずです。高齢化で弱体化しつつある雑木林

平成 29 年度から協議委員を務めて下さった粟生ひとみさん
の任期が終了。平成 31年度からは、新しく本間通晴さんと
下村憲司さんが共に協議委員となります。

ボランティアに参加し、大いに盛り上げ応援してください。

サポーター基金の活用方法が決定！

気になりました。私は、皆さんの裏方で頑張ろうと考えまし

そんな雑木林ですが、お堅い人や真面目な方が多いのが

都立公園サポーター基金の活用は、引き続き一筆箋（シリ
ーズ化）と残りの金額は来年度に繰り越し、イベント等に
使用（※皆さんと要相談）することに決定しました！

ました。雑木林ボランティア以外に里山クラフト工房に参加

今年の秋祭り・収穫祭について

していますが、専門技術が無いのになぜか去年からリーダ

皆さんと真剣な協議をした結果、秋祭りはボランティア主体の「まるっと里山！」と
して実施し、収穫祭は、通常通り実施することになりました。秋祭りの企画募集に関
しては、6月民家だよりでお知らせします！

【編集後記】
今年も里山の風景作りに貢献してくださりありがとうございました。昨年の夏は
猛暑が続き、活動中止が増えたりと、予定通りにいかないことも多かったかと思
いますが、活動中の大きな事故、ケガもなく無事に1年間を過ごすことができたと
思います。新年度も引き続きよろしくお願い致します★（内田）

たが、楽観的性格からいつの間にか盛り上げ役になってい

ー役にさせられてしまいました。活動内容は、竹細工が中
心ですがメンバーの特技を生かし、活動の番外編でそば打
ち教室や和菓子教室なども企画して皆さんに喜んで貰って
いるのが嬉しいです。これからも、いい加減な性格を生かし
て皆さんのお役になれるよう頑張っていきます。
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民家だよりの編集サポーター大募集中です♪より幅広い世代の方にわかりやすく、
楽しんでいただける通信を目指して、今後も作製していきます♪

<< 民家だよりに関する、ご意見・ご感想お待ちしています！ >>

