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２０１１年６月発行 手賀沼トラスト便り 第１４４号 

-沼のほとり- 

６月～８月の活動予定 

○ 定例会の予定[ 連絡先 原田（０９０－６４９９－０１８９）] 

 ① 日時・場所：６月１９日（日） ８：３０～１２：００    根戸城址集合 

    作業内容：田んぼ管理、ハス田草刈り 

   準備するもの：長靴、軍手、帽子、飲み物など 

 ② 日時・場所：７月６日（水）  ８：００～１１：３０    根戸城址集合 

    作業内容：田んぼ・樹林地管理 

   準備するもの：長靴、軍手、帽子、飲み物など 

③ 日時・場所：７月１７日（日） ８：００～１１：３０    根戸城址集合 

     作業内容：田んぼ・樹林地管理 

準備するもの：筆記用具、軍手、帽子、飲み物など 

④ 日時・場所：８月３日（水）  ８：００～１１：３０    根戸城址集合 

     作業内容：ヒマワリ畑・田んぼ管理など 

            高校生ボランティアー受け入れ 

準備するもの：筆記用具、軍手、帽子、飲み物など 

⑤ 日時・場所：８月２０日（土） ８：００～１１：３０    根戸城址集合 

     作業内容：ソバの種まき （合同作業） 

準備するもの：筆記用具、軍手、帽子、飲み物など 

 連絡事項： ７月～８月の活動時間の変更：夏の暑さ対策として、 

８：３０～１２：００から８：００～１１：３０に変更になります。 

 

○ 農教室の予定[連絡先 浅妻（０４－７１９０－５９７５）] 

① 日時・場所：６月１１日（土） ８：３０～１２：００    根戸城址集合 

     作業内容：サツマイモ植え付けなど 

準備するもの：筆記用具、軍手、帽子、飲み物など 

  ② 日時・場所：６月２５日（土） ８：３０～１２：００    根戸城址集合 

     作業内容：夏野菜管理など 

準備するもの：筆記用具、軍手、帽子、飲み物など 

 ③ 日時・場所：７月９日（土）  ８：００～１１：３０    根戸城址集合 

     作業内容：ジャガイモ収穫、カレーパーティーなど 

準備するもの：筆記用具、軍手、帽子、飲み物、カレー用皿・ 

スプーン、パーティー参加費用３００円 
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④ 日時・場所：７月２３日（土） ８：００～１１：３０    根戸城址集合 

     作業内容：トウモロコシ収穫など 

準備するもの：筆記用具、軍手、帽子、飲み物など 

⑤ 日時・場所：８月６日（土） ８：００～１１：３０     根戸城址集合 

     作業内容：スイカ収穫など 

準備するもの：筆記用具、軍手、帽子、飲み物など 

⑥ 日時・場所：８月２０日（土） ８：００～１１：３０    根戸城址集合 

     作業内容：ソバの種まき （合同作業） 

準備するもの：筆記用具、軍手、帽子、飲み物など 

連絡事項： ７月～８月の活動時間の変更：夏の暑さ対策として、 

８：３０～１２：００から８：００～１１：３０に変更になります。 

 

○ 竹教室の予定[ 連絡先 川瀬（０４－７１６３－５７２３）] 

  ① 日時・場所：６月１８日（土） ９：００～１２：００    根戸城址集合 

  ② 日時・場所：７月１６日（土） ９：００～１２：００    根戸城址集合 

 

○ その他 

① 手賀沼流域ファーラム[ 連絡先 福井（０４－７１８６－３１８２）] 

日時・場所：７月１６日（土） ９：００～１２：００    根戸城址集合 

作業内容： 案山子の製作 

準備のお願い：古い着、布や帽子等を案山子の作製日までに 

         根戸城址活動場所にご持参し下さい。 

         本件については、上記の福井さんにご連絡くだ 

さい。  

 

② 市民活動フェア[ 連絡先 坂巻（０４－７１８３－２９７３）] 

     日時・場所： ６月１８日（土）・１９日（日） ９：００～１５：００ 

              我孫子市生涯学習センター（アビスタ） 

     市民活動フェアに手賀沼トラストは、環境分科会（工作工芸室） 

の一団体として、参加していますので、会員の皆さん市民活動 

フェアに、ご家族やお友達同伴で是非ご参加下さい。 

 

③ 法人化設立準備プロジェクト 

［連絡先 國方（０４－７１８４－３３８５）］ 

手賀沼トラストの法人化設立については、７月に予定されています 

が、会員の皆さん方から設立を記念して、「ゴロマーク」を募集しま 

す。 なお、採用された方には、景品を贈呈いたします。 

募集期限： ２０１１年７月３１日まで 
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活動 ２ 定例会と臨時農教室の合同活動状況： 田んぼの雑草とり等 

活動 １ 農教室の活動状況： 水稲の苗のプール育苗開始 

４月３０日水稲の苗のプール育苗開始  

晴れ、参加者 １３名 

 ４月２３日に行われた水稲播種後、種もみが発芽し、培養土

から出芽し、約１０～１５ｃｍ程度に生長していた。 最近の農

家では、田植え機を使って田植えを行っているので、その機械

に合わせて植える苗の大きさ（稚苗）を使用しているが、手賀

沼トラストでは有機無農薬栽培で、手で植え付けを行うので、

中苗（葉令３．２葉～４．０葉）までプール育苗している。 今日

は吉田さんの指導もと、そのプール育苗のため次の作業を行

った。 すでに苗がセットされているビニールシートの側面とそ

の周りの板を使用して長方形の水槽を作る。 その周りにアー

ムを適当は間隔で渡す。 長方形のプールに水を入れ、水漏

れがないかどうかを確認する。その上に防中・防鳥用ネットを

張り、ロープで止める。なお、プール育苗のために必要な農具

として、厚手のビニールシート、周りを囲う板、大き目のアー

ム、防中・防鳥用ネット、ロープ等を使用した。   （浅妻 記） 

５月４日定例会と臨時農教室作業の 

田植え管理 

晴れ、参加者：４３名 

前夜の雨もあがり、４日はまさに五月晴れという言葉が

相応しい一日でした。 今回の活動は、トラストの定例

会と農教室の臨時作業とを合同で実施しました。 

 臨時作業は、２１日に予定されている田植えの事前作

業として、田んぼの草取りです。 かなりの量の雑草が

生い茂っているため、午前中に終わるかなと心配をして

いたのですが、４０人を超える人数が集まったこともあ

り、人民公社的パワーを発揮し、あれよあれよと言う間

の１時間半ほどで草を取り終えることが出来ました。 

その後は、ヒマワリ播種チーム（トラスト樹林地メンバ

ー主体）と農教室（ジャガイモの管理）とに分かれて、作

業を継続しました。筆者は、ヒマワリ組だったのですが、

２年前の失敗を肥やしに今年は種を厳選し、畝をゆった

りと作り、肥料をたっぷりと施し、更に鳥除けにテープを

張りましたので、生育が楽しみです。夏には大輪の花を

つけてくれることを期待しています。 
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活動 ３ 農教室の活動状況：ゴマ、エゴマ、スイカ、ニンジン 

５月７日ゴマ・エゴマ播種、スイカ植付け及びニンジン

管理作業晴れ、参加者：５８名 

農 教 室 体 験 記 

本年 3 月より農教室にお世話になっております。 

昨年 6 月に定年退職をし、それを機に従来からやって

みたいと思っていた家庭菜園を始めました。とは言って

も我が家の庭を利用してのもので、ささやかな坪庭菜

園（3 坪弱）ですが・・・・ じゃがいも、トマト、きゅうり、な

す、ネギなどに挑戦しましたが、何分我流で、かなり苦

戦しました。（先生は NHK テキストとインターネットで

す。） やはり、長く続けるには、基礎が必要と痛感、た

またま本教室の案内があり早速申込みをした次第で

す。実を言うと、農家の人が農作業の合間に教えてく

れる程度と思っていたのですがその規模・内容とも想

像をはるかに超え、充実した実習を経験でき大変勉強

になっています。教室の進め方も、最初に講義があり

（理論派あり実務派あり薀蓄派ありで飽きません）、そ

のあと実習で入り易いものとなっています。 これまで

の実習に合わせて、我が菜園にてじゃがいも・なす・か

ぼちゃを始めています。 今年は勉強の成果で沢山の

収穫を挙げられると期待しています。講師・指導農家・

参加されている方々も和気あいあいの雰囲気で、楽し

い一刻を体験しています。可能な限り、続けて行きた

いと思っておりますので、ご指導・お付き合いよろしくお

願いいたします。              （武田 記） 

ゴマ播種約２週間後の生育状況 

エゴマ播種約２週間後の生育状況 

ニンジン播種約２週間後の生育状況 

また、この日は定例会の合間に「養蜂部会」の活動もあ

り、担当の富沢さんから現状の説明や今後の分蜂につ

いての解説がありました。ご興味のある方は、見晴らし

台に設置している蜂の巣をご覧になってはいかが？ 

                           （原田 記） 

農教室（ジャガイモの管理）では、根戸城址手前の畑と

みかん山の畑の除草や土寄せを行いました。 特に根

戸城址では、毎年かなりの雑草が繁茂するので、丁寧

に行われ、会員の方々の努力により畑らしい畑に生ま

れ変わりました。 収穫までには、あと１～２回程度、草

刈りや土寄せが必要と思われます。  （Carelessness 

is our greatest enemy）                 (浅妻 記) 

 



 5 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

活動 ４ 定例会及び臨時農教室の活動状況：田んぼ準備作業等 

スイカ植付け終了後の記念写真 

５月１４日 定例会及び臨時農教室の合同作業、 

晴れ、参加者：３３名（定例会：５名、農教室３３名） 

 

５月２１日の田植えの準備として、田んぼの周りの草刈り、ビンや缶

等回収、畔の草取り、田んぼ（特に黒米用田んぼ）に生えているマツ

バエの除去、田植えで使用する道具の再点検、及び早苗ぶり用か

まど作製を行いました。 その他、農教室の作業としてはカボチャの

植付け及びトウモロコシ（みかん山側圃場）の防鳥用テープの除去

を行った。 今日は、かなりの数の作業をこなしましたので、会員

方々も良い疲れを感じながら、帰宅されたのではないかと思いま

す。 田んぼの周りの草刈りでは、草刈り機４台及び鎌を使って、か

なり伸びていた雑草を１時間もかからず刈り取り、すっかりきれいな

絨毯のような状態になり、そこには、危険なもの（ビンの欠片や缶

等）が一切なく、子供たちが裸足で歩いても大丈夫な状態になって

いました。 畔の草刈りも、順調に進み、これで田んぼに入り込む雑

草も少なくなることでしょう。 黒米を植える田んぼには、マツバエが

びっしり繁茂して、一見取りにくそうでしたが、根はそれほど深くなく、

地表面に近いところにあり、泥をすくい上げると案外うまく除草できま

した。 田植えで使用する道具の再点検では、去年使用したロープ

や板の点検を行いました。畝幅３０ｃｍのロープ（３本）及び２０ｃｍ間

隔に印しした板（６本）の目印がやや見にくい状態でしたので、油性

マジックを使って明確にしました。 なお、２０ｃｍのロープ（３本）につ

いては、特に修理する必要はありませんでした。  

黒米田んぼに繁茂するマツバエ 

田んぼの周り及び畔の草取り 

カボチャ等の植付けの圃場 
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５月２１日 田植え祭り 晴れ、参加者：１３３名 

５月２１日の農教室で生まれて初めての田植えに参加しました。

４月９日の水稲種子予措の種籾の選定作業から４月１６日の水

稲播種での育苗箱に種籾を蒔いて播種する工程を経て、田植え当

日の育苗箱の背丈の伸びた苗を見て感動しました。 田植えは３

班に分かれて作業を行いましたが、私は１班でもち米と赤米の担

当になり、いざ田植えを始めました。班によっては前進して植え

ていましたが、当班は後進して植えましたが、どちらも一長一短

があるように思えました。 田植えの際に足元が不安定な姿勢で

の作業なので、途中で腰痛になるかと思っていましたが、最後ま

でやり遂げる事が出来ました。田植えの最中、私の近くで子供達

も一緒になって作業していましたが、幼いながら田植えを楽しん

でいる光景を見て、こういう環境作りも必要なんだと実感しまし

た。これから植えた苗が育っていって、稲穂が垂れる秋の収穫を

楽しみにしています。            （高野 記） 

活動 ５ 定例会及び臨時農教室の合同活動状況： 田植え祭り  

プレーパークの皆さんによる「パネルシアター」 

田植えについての講義風景 

田んぼに植付ける苗の準備 

子供達も含め田植え開始風景 

早苗ぶり用かまど作製では、寺田さん及び大森さんが中心と

なり、数人の会員の方々の協力により、無事２つのかまどを

作製し、また伐採された木を薪状にして、かまどの周りに積

み上げる作業も無事終了しました。 また、農教室の作業とし

て、カボチャの植付けでは、國方さんから、その植え付けの

説明があり、会員の方々も熱心に聞き入っていました。 お

いしいカボチャが沢山収穫できることでしょう。 福井さんや

小田島さん等による協力によりトウモロコシ（みかん山側圃

場）の防鳥テープの除去も行いました。  （浅妻 記） 


