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　みなさん、こんにちは！今回の民家だよりでは、4月に行った田んぼの活動をはじめとした
ボランティア活動の様子、リレートーク、事務局からのお知らせ等を掲載しています。活動は
現在お休み中ですが、少しでも楽しんでいただけたら幸いです。　事務局

　4/14（水）に雑木林の活動を行いました。講師の松井先生による安全管理レクチャーは動画を使い、要点
を絞って短時間で行いました。作業は、丸山の散策路開放を目標に、ササ刈りを行いました。あっという間に
作業地の散策路がスッキリしました。また、自主ボラ活動では、庭木の手入れや園路整備など、主に里山の景
観維持などの作業を感染症対策を充分にとり、少人数で行っていただきました。

松井先生のお話と動画による安全管理レクチャー(写真左)。
丸山の散策路のササ刈りを行いました。目標は散策路開放 ！ (写真右)

庭木の手入れを行っていただきました(写真左)。
野の花小径の竹柵を新しく作ってもらいました(写真右)。

雑木林 自主ボラ

　1年間休耕していた田んぼが再開しました。まずは、田んぼミーティングからスタート！そして、久し
ぶりの荒起こし作業。みんなでもくもくと鍬をふり、気持ちの良い汗をかきました。緊急事態宣言発令
のため4/25から活動中止になりましたが、種籾消毒、種まきも終了し、田植えの準備が進んでいます。
来月以降の活動も感染症の状況をみながら再開を検討しています。カレンダーの内容に変更があり
ましたら、メールや連絡板でお知らせします。

岸田んぼ会、ボランティア、スタッフ
で話し合い、田んぼへの意欲が高ま
りました。

新緑の中で、荒起こし。里山サポーターも初参加し、
短時間でしたが、1年ぶりに楽しく作業ができました。

→

→

→

カビや細菌による病気の発生を防ぐための種籾の消毒
を行いました。

苗トレイに均等に蒔くことが大切です。
ビニールハウスの中にトレイを並べて苗を育てます。

→

苗はすくすく
成長中！
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民家前湿地・整備工事の進捗！
民家前湿地の整備工事が進んでいます。
秋までに作業終了予定です！

➡
2016年10月 2021年5月 表土を取って… ここへ移動

◀移植後のヤナギ達
▼表土移植の様子

ツリフネソウや
コツブヌマハリイの
自生エリアの
表土を移動

➡

民家の建替えに伴い、
灰皿を完全に撤去します(7月頃予定)。
民家の垣根内は禁煙に
なります。

民家の垣根内が禁煙になります
＜お知らせ＞

喫煙される方は
携帯灰皿の持参、
まわりの人への
配慮をお願いします。

　前回の10年感謝状の受賞者発表に掲載漏れがありました。
大変申し訳ございません。

　これまで野山北・六道山公園のボランティア活動を支えて
くださり、ありがとうございます。これからも引き続きサポート
いただけますよう、よろしくお願いします。

【お詫び】84号に掲載『１０年感謝状受賞者』について

<2021年度10年感謝状受賞> 

尾崎 一夫 様

　早いもので私が里山ボランティアに登録して、今年で3年目に入ります。
きっかけは水泳をしている仲間に「里山でボランティア活動をしている」と
聞き、私にできる活動があるだろうか！と。説明会に参加し、少し興味がで
た雑木林と里山クラフト工房、２カ所に参加することにしましたが、両方と
も私には経験がなく、すべてが初作業なのです。
　雑木林では、鎌の使い方、高枝伐採、切株処理、道の整備、初めて聞く
道具の名前、等々。下草刈りの時には、ヘビにも会いましたが、即逃げまし
た!! とにかく、覚えることが山のようにあると思いましたが、安全第一で無
理なく、少しずつ、覚えていくことにしました。
　里山クラフト工房では、竹細工が中心ですが、竹を割ったことさえない
のです。用意してもらった竹でザルを作るのですが、割って薄くさくだけで
も四苦八苦です。このヒゴ作りが、この先の私の課題になりそうです。
　頼れる皆さんに会えるのが楽しみですし、いつも感謝、感謝です。これ
からもよろしくお願いします。長い活動休止に早くお別れしたいでーす。

本山 ケサ子さん

第83回リレートーク
もとやま

～萱沼さんより～
雑木林の活動でご一緒して
います。いつも生き生き
伸び伸びと活動されていて
楽しそうです。

～萱沼さんより～
雑木林の活動でご一緒して
います。いつも生き生き
伸び伸びと活動されていて
楽しそうです。



※ (親子ボラ可) の記載のない田んぼ活動は、中学生以上が対象です。 

■自主ボラ 10:00～15:00 
◆植生管理 MTG  

10:00～12:00 
◆お茶隊「茶園整備」 

13:00～16:00 
(参加受付終了済) 
 

 

 

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 

■自主ボラ 10:00～15:00 

■田んぼ「田植え②」 
9:30～12:00  

■自主ボラ 10:00～15:00 

◆雑木林 9:15～12:30 
■田んぼ「田植え③」 

9:30～12:00 
■自主ボラ 10:00～15:00 

◆田んぼ「田植え④」 
9:30～12:00 (親子ボラ可) 
(参加受付終了済) 

 

 

◆雑木林 9:15～12:30 
 (参加受付終了済) 
■自主ボラ 10:00～15:00 
 

■自主ボラ 10:00～15:00 
■田んぼ「田植え準備」 

9:30～12:00 
◆お茶隊「茶園整備」 

13:00～16:00 
(参加受付終了済) 

 
 

■花の名知りたい 
  「梅雨時の野草さがし」 

10:00～12:00 

◆雑木林 9:15～12:30 
  (参加受付終了済) 
■自主ボラ 10:00～15:00 
 

◆田んぼ「田植え①」 
9:30～12:00 (親子ボラ可) 
(参加受付終了済) 

■自主ボラ 10:00～15:00 

■自主ボラ 10:00～15:00 ■田んぼ「草とり①」 
9:30～12:00  

■自主ボラ 10:00～15:00 
◆お茶隊「お茶摘み・蒸し」 

10:00～16:00 
 

◆ボランティア MTG  
10:00～12:00 (詳細別紙) 

■生き物倶楽部「昆虫観察会」 

13:00～16:00 

当日受付＊先着１５名 

受付は 12:40 から 

◆雑木林 9:15～12:30 
■自主ボラ 10:00～15:00 

参加する方は、飲み物、 

帽子、ルーペ又は虫メガネ

（持っている方のみ）を 

持ってきてください。 

畑は自主ボラ日程(水・土)

で活動しています。 

6 月後半はジャガイモ掘り

を予定しています♪ 

開始時間を 9:15 に

変更しました。 

◆：参加連絡が必要 
■：当日受付 
 

茶園整備の予定でしたが変

更されました。改めて参加

連絡を受け付けます。 



 

 

8 月の予定 

ボランティア活動お休み期間：1 日(日)～14 日(土)   ◆雑木林 / 25 日(水) 10:00～12:30、28 日(土) 10:00～12:30、◆「雑木林 MTG」：21 日(土) 10:00～12:00    

■花の名知りたい「田んぼの野草さがし」：19 日(木)    生き物倶楽部  ■「キノコ観察会」：22 日(日)、◆「ワルナスビバスターズ③」：29 日(日)   

◆ワルナスビバスターズ②：21 日(土)   ■自主ボラ：18 日(水)、21 日(土)、22 日(日)、25 日(水)、28 日(土) 

 

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 

◆雑木林 9:15～12:30 

■自主ボラ 10:00～15:00 

■自主ボラ 10:00～15:00 ■自主ボラ 10:00～15:00 

◆雑木林 9:15～12:30 

■田んぼ「草とり②」 

9:00～11:00 

■自主ボラ 10:00～15:00 

■自主ボラ 10:00～15:00 

◆雑木林 9:15～12:30 

■自主ボラ 10:00～15:00 

 

■自主ボラ 

10:00～15:00 

◆ワルナスビバスターズ① 

9:00～11:00 

◆お茶隊「茶園整備」 

13:00～16:00 

 

 

■自主ボラ 10:00～15:00 

◆雑木林 9:15～12:30 

■自主ボラ 10:00～15:00 
■田んぼ「草とり④」 

9:00～11:00 

■自主ボラ 10:00～15:00 

 

■生き物倶楽部 

「イネ科観察会」 

13:00～16:00  

 

■花の名知りたい 

 「夏の野草さがし(シダ)」 

10:00～12:00 

※ (親子ボラ可) の記載のない田んぼ活動は、中学生以上が対象です。※ 7月の田んぼ「草とり」は暑さのため 9:00からです！ 

※ 8月の雑木林は安全管理レクチャーがありませんので 10:00からです。 

 

参加する方は、飲み物、 

帽子、ルーペ又は虫メガネ

（持っている方のみ）を 

持ってきてください。 

◆田んぼ「草とり③」 

9:00～11:00 

(親子ボラ可) 

■自主ボラ 10:00～15:00 

 

参加する方は、飲み物、帽

子、作業用手袋、長靴、タ

オルを持ってきて下さい。

トゲがあるので、あれば厚

手の皮手袋がお勧めです。 

畑は自主ボラ日程(水・土)

で活動しています。 

7 月はトマト・キュウリの

収穫を予定しています♪ 

開始時間を 9:15 に

変更しました。 

◆：参加連絡が必要 
■：当日受付 
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