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板戸城址から見る手賀沼

日暮代表案内で城址を歩く

手賀沼トラスト発足にあたって
1999年(平成11年) 2月28日(日)は、手賀沼トラストが発足した記念

すべき日です。今や手賀沼の水質が、 25年間も日本一汚染された水質を

保っていることは、私たちこの地に生まれ育った者にとっては、考えられ

ない出来事としか言い様がありません。

かってこの手賀沼で、水遊びや小魚取りをして、楽しんだことが、今と

なってみれば、懐かしい思い出となりました。 〇万、手賀沼周辺の自然景

観も、最近では変わりつつあります。緑奥深い山林がすっかり姿を変えて

しまったことは、手賀沼そのものにも、色々な面で変化をもたらしていま

す。自噴していた地下水が枯れてしまってそこに棲んでいた小さな動植物

の姿を二度と見ることが出来ないような環境になってしまいました。

それでもまだ手賀沼には私たちの心を魅了する美しきが残っています。

こうした手賀沼周辺の自然景観や生活文化、そして手賀沼周辺に広がる農

地や名所旧跡などを、地域を越えた交流の中で保全管理していくことを目

的として、手賀沼トラストは活動を続けていきたいと考えています。

自然が与えてくれたこの貴重な美しい自然景観を、手賀沼を取り巻く周

辺の我孫子、柏、沼南の二市一町を中心とした方々のご協力を得ながら、

会員相互の親睦をはかることをも含めて、手賀沼トラストは活動します。

手賀沼トラスト代表(発足時)日暮朝納

手賀沼トラスト会報「沼のほとり」

「999年(平成「 l年) 3月号より

手賀沼の初日の出







第 1章 

-船戸の樹林地(通称:みかん山)管理

根戸城I止から道路を隔てたところに船戸の樹林地(通称.みかん山)があり

ます。こちらは南側斜面が手賀沼に面しているため、 2年前から前述のマルイ

グループ福祉会から寄贈されたみかんを植え始めました。 3年自の今年は甘い

みかんが沢山なりました。(原田泰夫)

-シイタケ栽培
樹林地のクヌギやコナラの間伐材でシイタケを栽培しています。採れたシイ

タケは会員で焼いで食べたり、芋煮会、そば祭りのとん汁や、餅っき大会の雑

煮の食材へと活躍します。

-樹 種:クヌギ、コナラ、ミズナラ、シデ等


ホダ木  シイタケ栽培で大切なのはよいホダ木を作ることです。
a

栽 id ①原木栽培春季  (5 ~6月)、夏季(6~9月)、


秋季 (g~11 月)、冬季 ( 11~3月)


②菌床栽培は広葉樹のオガくず、フスマなど栄養源を混合して固

めブ口、ソクにします。

種 駒.丸模型、棒型等

-種 菌'種薗はオガくずに菌糸を培養した種菌。

管 理仮伏せして、ある程度菌がまわった頃本伏せします。湿度を必要

とするので乾いたら散水します。

栽培場所 林閣では日光が少し差し込む風通しのよい所が良いようです。 

(菌床栽培はハウス内で温度、湿度を保つ)

栄養価肥満、高血圧、糖原病、動脈硬化な


どの成人病を予防します。ガン細胞


の増殖を抑える働きがあるといわれ、


また各種ミネラルや食物繊維を含む


低力口リー健康食品です。(大森正)
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第 1章 

2.竹炭作り
竹林の男定、その他で入手した竹を焼いて竹炭を作リます。

竹はドラム缶に入れる長さに切リ、 4つに割って節を取り 、釜に詰め蒸

し焼きにします。朝、火をつけ夕方には出来上がり ます。

竹林で間伐する トラ ックで移動 長さを決め割る

準備完了の竹 ドラム缶詰め込みのようすと点火

釜に蓋をして蒸し焼きに 煙が透明にな ったら消火の 一日待って蓋を開け取り出す

時期

-竹炭の使い方
ー調湿用、脱臭用として-箪雪、下駄箱、車の中、靴の中等に。

-土壌改良としてー..ー....ー竹炭に多く含まれているミネラル分で防菌、滅

菌効果があり、植物を活性化する働きがありま

す。細かく砕いてお使いください。

ー使用後 3ヶ月程度で水洗い。天日干しして 、乾燥させると効果が戻リ 、

繰り返し再利用できますが、 効果は除々に失われていきます。 

(鈴木健弘)
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第 1章 

3.竹教室
トラストで竹教室を始めて 6年になります。みんなに竹の良さを見直しても

らい、生活の中に竹が復権することを願って始めました。そしていつかは生徒

さんそれぞれがトラストで使う背負篭や箕、簡いなどの道具を自前で手作り出

来るようになることが理想ですが、月の 度の教室ではまだまだ先は長い感じ

です。それでも竹編みなど面白い所だけでなく、竹の採取から油抜き、竹割り、

剥ぎなど根気の要る材料作りから取り組むことは頑固に続けています。

課題作品は 1年目 六日小物入れ寵、 2年目-小振りの背負い寵、 3年目.パ

ン龍、 4年目.蛇篭(壁掛けの一輪挿し)、 5、6年日目輪口網小物入れとバラ

エティに富んでいます。今までは全員が同じ課題を作ってきましたが、ベテラ

ンも増えてきたこともあり、初心者には別課題、上級者にはそれぞれ作りたい

ものに挑戦できる方向も取り入れていきたいと思っています。

竹は縄文の昔からついこの間まで脈々と我々の身近に利用され続けてきまし

た。しかし今は家の中どこを探しても竹製品は つもみあたらないかも知れま

せん。農家の納屋からも姿を消し、手賀沼トラストでも箕以外思い出せません。

殆どが金属やプラスチックに取って代わられ、利用されない竹薮は放置され、

荒れて厄介者扱いて泌す。竹は濡れたままにしなければプラスチックより長持ち

するし、公害もおこしません。何よりも美しく、自然素材の暖かみがあります。

スロ ライフが見直される今日、竹の良さを見直し、皆さんの生活の中に竹が

復権することを切に願っております。そしてそれ

が竹林の保護に繋がれば。(高瀬正三郎)

小物入れが完成!

輪口編みの小物入れ 
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1.水辺修景 ふ

-ヒマワリ(キク科)の育て方
整 地� :トラクタ で耕起、砕土、均平し畝を立てる。土壌条件は日

当たりと水はけのよい場所です。

播種時期 ・ 4月中旬~5月上旬

肥 料� '油粕、鶏糞

播 種 ・ 敵|幅ワOcm 、 30cm間隔て包~3粒の種を点播きします (直播) 。

土を軽くかけ踏んでいきます。

管 理鳥害対策として網を張リ、発芽

したら取り除きます。間引き、

補植、除草、土寄せして育てま

す。よい苗を� 1本だけ残します。

(荷見睦子)

圃ひまわり油の作り方� 

4年間、農教室に参加しました。その時に経験し 、印象に残っていたの

がヒマワリから油を摂るというものでした。その後、広い畑を借りること

が出来、ヒワマリ油を作って� 4年目になります。昨年を例にしますと 、約� 

350本のヒマワリから約20kgの種がとれ、400ccのペットボトルに� 15本

のヒマワリ油がとれました。搾油は、

信州黒姫高原ファミリーファームに

送ります。出来上がった油は黄金色

でさっぱりした油です。種の採取時

期、乾燥の方法など試行錯誤で続け

ています。真裏に花が咲きそろった

時は嬉しいです。(中山昌夫、寛子)
種とりの梯子
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第2章� 

2.花ハろ，・- 、っしれん 	 まことは宮

・晶種:語糸蓮(晶種登録名:誠蓮� Z)
-この花蓮は 1970年(昭和45年)頃、岩国市の佐藤誠氏と土浦市の八島八郎


氏とが共同で開発しで世に出されました。


この蓮田は2002年(平成14年)5月、加太肇江副代表の尽力により八島八郎


氏から栽培の許可を得て、苗の植え付けが行われ、年を追う毎に蓮田の整備、


拡大が続けられてきました。
 

2005年(平成17年)� 1月、第8回我孫子情景観賞で手賀沼トラスト活動の一


環として景観奨励賞を受けました。


-今では写真家のスポットとして、船橋あたりからも撮影に訪れ、また、市民


からも広く愛好されています。


-花の特徴
花弁が108-----148枚と多いこと 、花弁の色が赤くあでやかなことです。地下茎を

延ばし、先の方に次々に雷立ちをして花を咲かせます。蓮根は食べられません。

.蓮田の管理

春先の施把、芽欠きによる間引き、雑草除去、アブラムシ発生時の駆除、冬場

の枯れ茎 ・葉の除去、水管理、周辺土手の整備等、年闘を通じて手入れをします。

圃語糸とは	 2000年(平成12年)2月.領宮愛子肉親

蓮の茎や蓮根から取れる糸のことです。 王の誕生に当たり、健やかな成長を祈

念して 、土浦市八島農園の花蓮から漣
この糸で布を織ることは古代から行われ 糸を取り出し、破宮の紋、五葉つつじ

ています。(金井 準)	 紋入リの紋紗を献上したそうです。こ

れを機に花名を語糸蓮と改めたといい

ます。� 
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第2章 

3.カキツバタ(杜若)・ハナショウブ(花菖蒲)

いずれもアヤメ科アヤメ層の古典園芸植物

花言葉.カキツバター-気品、幸運、幸福、贈り物

ハナショウブーー情熱、優しい心、信頼、伝言

力キツパタは古くから俳句や絵画の題材として親しまれ、尾形光琳の
かきっ ぱた

「燕子花図Jの扉風は有名です。ただ、現在はハナショウブに押され、人

気がなく関東でも東京都水元公園の一部と東村山市の北山公園の群生で見

られる程度です。

ハナショウブは江戸期後半から非常に発達し、広<愛好され、今や全国

に菖蒲園が多くありますが、関東では堀切菖蒲園、水元公園、北山公園、

菖蒲町城I止あやめ園等が有名です。

花蓮田の北側の長らく放置されでいた荒れ湿地を活かすため、 90m2に 

280株のカキツバタ畑と、 300m2
(こ1.800株のハナショウブ畑を4年がかり

に2007年(平成 19年)に完成させましたが、同年、この土地が信託解除で

返地となったので、カキツバタ 、ハナショウブの少数を花蓮田の東側と田

圃の北側に移しました。カキツバタの株は新潟県三条市の白鷲公園から、

ハナショウブは白鷲公園、水元公園、我孫子市あやめの里等から株分けし

たものです。(金井準)
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第2章

4.井戸掘り( ) 上総掘り
かずさぽ

9年も前、手賀沼トラストでは雑草がひゆっしり生えた休耕田をお借りして、� 

30年前のハンドトラクタ を使って水稲作りを始めていました。水源がないた

め天の恵みを利用しての栽培でした。しかし、雨だけに頼っていたもののやは

り水瀬が欲しくなり井戸を掘ることになりました。井戸を掘るにはどうしたら

よいかと思い上総掘りの技術を見つけました。うまい異合lこ2002年(平成昨年) 

10月、千葉県立上総博物館で上総掘り体験学習が行われる事を見つけて参加し

ました。体験後早速その技術、簡易式の上総掘り方法で水田の北西位置に� 1号

井戸を掘りました。長さ6mほどの竹3本を3脚にしてその中心真下に水道管に

使う塩ピのパイプを使って、 2~4人が力を合わせて大地をつつき穴を掘ってい

く方法です。

何度も何度も掘っては泥をくみ出す作業を続けるうち深さ� 10mほとホの穴があ

きますので、タト管、内管とポンプをつけて出来上がります。今までにハスの池、

畑、田んぽへと� 5本掘り出しています。水位が地表近くに有れば、会員の方々

の体力、特技を使って、古来の方法、現代の資材などをうまく組み合わせて比

較的簡単に、しかも安価に水を汲み上げています。また、会員の方々も体験を

通して自らの畑、庭へと井戸を掘り 、ポンプまで自作されています。求めに応

じて近隣の方へ道異を賞したり 、指導したり、出向いたりも致します。

場所、場所によって地中がどんな地層になっているのか分からないので、楽

しみ、苦しみを味わうことになりますが、それが井戸掘りの醍醐味となるので

しょうか ・ ー(寺田太郎) 
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第3章イベン卜・サロン


1.そば祭り 
2008年(平成20)で 10回を迎える手翼沼トラストのそば祭リが 11月、青く澄

み切った晴天の元で行われました。当日は 100名以上の参加者となりました。

このイベン 卜は毎年、自分たちで栽培した新そばを実際にそぱ打ち体験しなが

ら、 出来上がったそばを討食するというもので、 毎回参加者からは大歪好評の

イぺン卜となっています。

今年のそば祭りはトラストのそば打ち勉強会の人たちが講師になり、参加し

た人たちに実演指導したことが大きな特徴となりました。もうひとつはそば打

ちで使われるこね鉢や試食するときの竹製のそばちょこなどは、トラスト会員

が真心込めて作った手製のものを使用していること。そのほか年配の方々には

懐かしいかまどや井戸水を利用した洗い場があります。今回も参加者が多いこ

とからA班と B班のグループに分れ、最初にA班が用意された 5つのテーブルに

付きそば打ち作業に入りました。 

B班はその問、由緒ある根戸域社内を見学したリ、 A班のそば打ちを興味深く

見入ったり、会場に設けられた即売所で収穫野菜を賓ったりしている風景が見

られました。中には振舞われた焼き芋に舌鼓している人々もいました。参加者

の中にはそば打ちを初めて体験する人や‘幼児や小学生も入つてのそば打ちと

なったため、出来上がったそばはまちまちで、それでもそこは自分たちて恥打っ

たそば、美味しい、こしがある、つやがいい、中には今まで食べたそばで 番

旨いなどの歓声をあげての美味しい試食会となりました。

今年も 10時から始まったそば祭りは午後3時に盛況のうちに終了しました。

終わってみて、参加者の感想は「難しかったけど楽しかった。来年のそば打ち

はもっと上手にやろう」の発言が多くありました。このイベントは毎年開いて

いますので興味ある方は是非一度参加して楽しい思い出作りをされては如何で

すか。(吉田明)
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第3章イベント・サロン� 

2.餅っき大会
毎年、自分たちで種をまいて苗を育て田植え、田の草取リ 、稲刈り、脱穀し

て出来たもち米で餅つきをします。

.お餅のつけるまで

①前目 、もち米、赤米、黒米を研いで水に浸しでおきます。� 

② 	固 lこ 2~3升( 1 升は 1 .4kg) 強~で 40分位セイ口で蒸します。熱いうちに

臼にあけ、杵で餅になるまで、 っきつぶレます。

③つけた餅は熱いのでポ	 ルに水を用意し、 手につけながら適当な大きさに千

切っていきます。これに餅とり粉をつけながら丸めていきます。

④丸めた餅は辛み餅、あんこ餅、きな粉餅、胡麻だれ餅、雑煮にして食べます。

手作りの薪で蒸す 丸く千切っては丸餅に・

つけたお餅はきな粉、あんこ、辛み餅で。

お雑煮も美昧しい� l

-臼と杵
臼も杵も手作りです。臼は所沢の航空

公園のケヤキの大木の一部を無理を言っ

てわけて富いました。(鈴木健弘)� 
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第3章イベント・サロン� 

3.手賀沼トラストサロン
会員からの情報発信、会員相互の情報受流の場として「手賀沼トラストサロ

ン」を設けています。

参加者は会員だけに限らず、広<呼びかけます。

話題提供はプレゼンテーションに隈らず、パフォ マンス、体験教室、勉強

会等を含めます。

会場は根戸城I止、我孫子六角堂、公共施設に適宜設けます。� 

語霊昼重症車盃盟副里z・-E
-学ぶ 

ω 柏・我孫子の農的ライフスタイjレ 杉野光明

.手賀沼とブラックパス 半沢裕子

我孫子市農舞台計画 我孫子市役所農政課

根戸城� I止の保全について 我孫子市役所公園緑地課

-沼南大井船戸の森の保全と活用 柏市役所公園緑地課

冬水田んぼと田んぽの生物調査報告 遠藤織太郎斉藤安行

冬水田ん� (ぎで稲と生き物を育む 遠藤織太郎

食と農について 遠藤織太郎

-食べる
・プロから学ぶあずき畠作り 佐藤紀美子

夏野菜料理教室と納涼会 森智子・原勇一

ージャガイモメイン料理講習会 森智子ー原勇一

ーウインナー作り ダンポル爆製 森智子

・観る
六角堂落語会 山遊亭金太郎師匠

ー日暮ご夫妻出演テレビ鑑賞会 日暮朝納、満子夫妻

「二人展」竹細工 鳥写真コラポ展 高瀬� E三郎野口隆也

学ぶ・・勉強会 食べる・・料理教室 観る・・落語会
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る特色ある作品展が開催されること

が期待されます。

第3章イベント・サロン 

E.....~T -tFI，J ・
-材料.豚ひき肉5009、玉懇 1/2、卵 1個、ニンニク小 1片、片栗粉大匙 3 砂糖

大匙 1、塩小匙 1強、牛乳大匙 2、水大匙 2、香辛料少  々 (黒 白胡線、

オールスパイス、セージ、サボリ一 、カルダモン、ローレル等)

.作り方

①羊腸をぬるま湯につけておきます。

⑦ボールに肉と調味料全部いれ、玉葱とニンニクをすりおろし 、


よく練り混ぜます。


①これを搾り出し袋に入れ、口金に羊腸をたぐり入れます。

④羊腸を伸ばしながら 、肉を押し出していきます。

⑤好みの長さで羊腸を縛るようにくぐらせながら、形を整えます。
 

@80'(;の湯で30分誌でます。


⑦ダンボールで爆製ぺこします。

*ダンボール煉製

特に爆製箱がなくても大丈夫です。ダンポ ルの煉製箱を作り、繊の上に材料を並べて、

さくら材のチ yプで 1-2時間程度煉煙すると出来上がりです。 

Ii二人展J竹細工・鳥の写真コラボ展 L 
2008年 (平成20年) 6月21.22日に手賀沼トラスト会員の高瀬 野口両氏に

よる竹細工 鳥の写真のコラボ展 (二人展)が六角堂で開催されました。 r自然

との共生」をテーマに、精巧な手作りの竹工芸品の数々が前面に配置され、背景

に表情豊かな身近な鳥の写真の数々が飾られていました。 2日間の参加者は約90
名でした。今後も会員の皆さんによ

鳥の写真野口隆也竹細工高瀬正三郎  
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第3章イベント・サロン

!手賀沼トラスト「冬水田んぼ」ゐ生き物調査� l 

第四取消費者4

肉貧

第二涜消費者→
昆虫食だが盆べられもする� /アメンボ、カマキリ、 トン

第一次消費者合ヶンミジンコ‘ウンカ、カメムシ
草食 /・オタマジャクシ;イネミズゾウムシ� m

生産者→

ユスり力、イトミミズ、微生物・・・

.トラスト田んぼの生態系ピラミッド

エラミミズ� 

イネ、あぜの縫事、樋物ブランクトン・・・
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83ん誌は、イネだけで誌なく、さまざまな生き物を脊んでい

そんな生場多犠牲を議議した f a; fトラストむ冬みず詔んlJを実議している 

田んぽjの生き物{こ興味を持ち、 2006年の 1丹から 12月までの…年開後遺じて

生物調査しました。議室長対象としためは、鳥類、水中健湾中の7Jく生生物、イネ

につく毘虫・ク

調査をはじめてすぐ、水を鵠った冬枯れの田んぽで夜間探闘するカ jレガモ、

ゴイサギ、タシギ奄確認することができました。

また、夏期iこツバメの飛来臨数を謂査したところ、トラストの田んぼは、隣接

する慣行水田よりも明らかに飛来頻震が高いという結果が得 iうれました(下毘;。

水中・ 5!BCTの主主物、イニドお植物体上の毘虫・クモ類宅E調べた結裂からは、ブ

ランクトン、イトミミミズ、ユスリ力、アメソカザ 1)ガ二、オタマジャクシ、ヨ

コバイ、ゾウムシ、カマキリ、クモ類などが穏作の懇鰐iこ合わせて、入れ替わ

り立ち替わり出聴していることが分かりました。と i 二、ツバメが飛来する弓符i

時期には、ユスソカが多数発生するというように生物簡の調係も売られました。

左図は、調査の粕5棋をもとに描いた、トラストの出ん;ぎの生態系ピラミッド

です。さまざまな生き物が関わり合い、このバランスの上に田んぼの生態系が

成り立っていることが取めで読みとれます。

量ツバメの飛楽線護の比較 
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L農地管理・保全(冬水田んぼで来づくり]
手翼活トラストでは、休耕自や故棄された水El3を対象にしで農地所有者の

、その綾地の保全0)ための警理作業を続けお年になります。票

体的には、 りとか f土づくり Jを基本としで、無農薬ー無北学盟棋の有機

栽諸により「持続J院のある農地」に喪し、そこで出来るだけ在来種者中心に、

し、水語、そ、野菜類、修票作物〈ヒマワ 1)) 

輪作方式で作付けしてきました。そのことにより多様な生き物と共生する

態系農業」の創出に務めでいます。

特に水器では「冬水凹んぼで米作り」をき実践し 4年告になります Q ごぴ〉巴ん

ぽi法、 20年も耕作主主棄された水田を再生したもので、耕盤が嵩れ、潟水の激し

い、米作りには厳しい水田でしたが、土並離や有機資材の投入でこと壌と支裂を進め、

耕盤そ再生させ、 i甚水状態そ安定して維持できる水患に作り

あります G 

f冬水田んぽ」と話、 12月から冬期簡はもちろん揺の収穫隣までの礎、田ん

ぼに濃水状態を続ける水管理方式後総称したものです。こ的ため、トラストで

は井戸を揺り、用水の確保安誌がり、ポンプでも吸いよげ密んぽ;こ7Jくそ供給して

い淡す。湛水は不薪記おま Z長で実施し、オくの中で稲の切株などは腐り、最終的

には翠料となります。泣く瀧母上昇と共に土C中iこは、イトミミミズやユスソカの

幼虫など微小生物が蟻発的に増鶏し、水中ではブランクトンやミジンコ、オタ

マジャクシやヤゴ難、 ドシ‘ョウやザリガ二等民軽やかな生物棺が出来上がってき

ます。 方、稲の生育が議むとクモやカマキリ、トンボ等、また騒斡;こはヘ

ピもと払現してきます。

さらにこの田ん;ぎには餌を求めで、いろいろな野鳥が震来してきますので、

ごれはまさに生物霞給食物連鎖の形成であり、生態系ピラミットの観出という

こと;こなります。このような中で農薬や化学肥料を一場使用しないでも揺は強 

C10a当たり 600kg程度)を上げでいます。この「冬水田ん

は環境にやさしく省力的でコストも安くすむので、一般北して普及で

ています。手資沼周辺の巴んiぎで法く普及されることそ鰻つ

でいます。〈遠藤織太朗)
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-米づくり(1)種籾予措、浸水、播種 

1.塩水選・籾殻が大きく比重の重い、良い種籾を選ぶために行う。

①比重液目種籾の種類によって、次の比重液を作る。

うるち籾 こ食塩約2.68kgを溶解)l2，1.13 (水10 

もち籾� 1. 1O~1.08 (水102，に食塩約2.60kgを溶解)

赤米黒米籾� こ食塩約2.57kgを溶解)l2，(水10 1.08~1.06 

②比重液の判定は、ポ	 メ比重計または新鮮な生卵の浮き具合で調べること

が出来る。生卵が食塩水中に立って浮いた状態が比重1.10、横になって浮

いた状態が比重1.13、底で爪先立つた状態が比重1.08、斜めにたった状態

が比重1.06である。なお、底に横になって沈んだ状態が比重1.00で、これ

は普通の水の状態を示す O

③作業・種籾をザjレに入れて、食塩水につけ、良<蝿持して、浮いた籾は捨

て、沈んだ籾を水洗いの上、水切りし種子用として選別する O 

2.種子の温湯処理・温湯でパ力苗病菌、イモチ病菌等を殺菌する。温湯温度

は60'C土 1'C以内とし、ここに水切りした籾を 5分間潰し、その後直ちに

水で冷やす。� 

3.種籾の浸水

①風乾籾は普通約15%の水分を含んでいるが、これを種籾が発芽するのに必

要な含水率の25%(風乾前の含水量)に引上げるために浸水する。

②井戸水を貯水槽に汲み上げ、流動水状態にして種籾を浸水する。

③水分を吸収する日数:浸水日数は積算温度で100'Cが目安となる。井戸水� 

15'Cを用いた場合、約 6~7日の浸水日数が必要となる。水は最初、籾殻

に吸われ、;欠に玄米に吸われる。玄米の中で匪が最も阜<吸水発芽活動を

開始する。� 

4.催芽・種籾を鳩胸状態にするため、湯上り後の風B桶� (40'Cに 10時間)に

つける O 

章第4
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第4章� 

5.播種

①育菖は箱育苗方式で行う。

イ育芭霜(縦30cmX横60cmX深き3cm)。
るよう、箱毎に色剖のリボンを付ける。

口.青苗土は、青苗期間35日{立を目安に、一

分で� 1~2g含んでいる。

ハ.土詰め作業・育苗箱に箱の大きさに切っ まで� 

育苗土を詰めヘラで均す。

ニ.種まき:一箱当たり浸漬種籾で約80g(約3，200粧) O 

播きは丈夫な苗を育てるのに良い。

ホ.濯水:育苗箱の床底力、ら望書み出る程度に如露でたっぷり 。

へ.覆土:育苗土を種籾の上に、約0.5cmの厚さに均等にかける。

盟米づくり(2)育苗、田植え、田んぼの管理

、均一で丈夫な菖を育て、水管理の手電力T省け

イ必 t)が畏<、総オくOJ叢な場所を整地し、平らに

口急� 、ビニールシートを二重に敷き、題

、乾燥しないようハイマッ

らめ被害を跨ぐため、トンネルし詰鳥網

j¥‘ 、 7~108で全て出芽する。

日日後にハイマットーシートを外し、育菖箱が浸

エツクする。

ているか常にチヱツクし、不足して

すが‘播種から約30~35日で

22 



2. 田植えの準備� 

-乳苗 1 .2葉、種蒔~後88 喜〉

稚蓋� 

(葉令察~5.0葉、

(発根〉霊登器製界温度: 

、種葵き後228自)

@83鑓えの準備

冬水田んぼで不耕起栽土きそ蔚謹{こ主~作りを百っているので、代擦~等行わ

、深7Jくで栽培するおで、畔は高くし、*~議れを防ぐ畔譲り諒若う c 施肥

[談、堆語、議事葉、韓、油粕そ田槌え 2~3ヵ月前に行う。 

3 

.83糧えは縦、横の条濁と株間� 30cmx20crねになるように、組を張り、

れに合わせて手で植える。

、親指と人獲し指の22ドキそ用い、-臨も持ちフきと植え方:

し込む0

・纏え付けの深さ: 1 .5~2cmの浅樽え lこする 0

.一株菌数 :2本とする。

-栽培密護:条障と株閣 30cmx20cm(17株ノ/肘離を健康に育てるために

疎様iこする。

、溜7Jくで8-------10cmとすることで、� 。

ι田植え後の管環

-植え付け開の水深を最高分けつ期

号雑草対策:代掻きを行わず、輪車剤も使用しないおで、一定の水深8cmを

課つ水管理と手取りが主で、開花前iこ持う。

雑草の種類:とごと(湿性雑主義〉漂オくで離欠状態にすると務総できる。

自植え後に米ぬかを散布し、

する〈持詩のため)。

-オモダカ〈宿根性雑草表〉手取りする。

‘ホタルイ(水性雑草〉手取りする。

*重宝軍事、周辺の聖堂霊草刈りは、芸者E長喜善対策にもなるので行う。

岳地力対策:稲の葉で斡厳し、必藤あれば、有機艶料を迫脱する。

:莞生状況を観察し、必要あれば対策を講じる。

は笹田しない。� 
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第4輩

中干し:分けつ増加-倒伏を防ぐため、除草後?月上旬環一却水を落とし、

表部をひび器れ状態iこするのその後また給水する。

長不耕記栽培冬7l<E8ん;ぎでは、 ト口トG尾警が形成され土が欝較に

なるおで、不耕起で田槌えが弓誌となる。冬水田ん認で不耕起栽培すると、

雑草の持髄詩集が高まる。

磁米づくり(3)稲測り・� iまざ架け・耕穀・籾撮
もみす

り� 

1.稲の収穫期:播種、田栂えあるいは、稲の出穂時期iこよって決まる。稲の


登熟は、乳熱器→糊熟期券貰熟議一少苦言熟期→枯熟期と経遣するが、収穫適


用地兜熟期となる。
 

2 収穫適期の判定:出善悪後40~50日頃が目 。タト親からは、事室の下部

に1O~20%の fもみj に涜隷急が残っているが、イ他の「もみj

となったも葉。その壊、穂軸の先端2/3tま鍍化、下部1/3は議総生を残しているc 

j 刈取り時の「もみJO)水分金水量:20~30%ある。このままで諒カピが発生

するので、乾燥させて 14~15%として貯蔵するの 

4.刈取l)

り:鋸鎌を爵いて、稲株を程標かも先日取る。束ね藤で結束しやすい

ように、� ι-0"1/J¥ヲ J 入品、」築制小iD.7T"ツC>lo

ぐ乾韻:I議接乾燥と機械乾援があるが、天巴干しの自然乾燥を行う。持取り

直後の「もみj の会水量は、 20~30%あるので、これを自熱乾燥 7~10

日で15~16 %に減じる このように徐々に水分を減らすと忍米の成分はG

護北が少なく薬味しく食べちれる。自然乾主義は、支柱そ組み、


、そこに離を架ける。
 

5.脱穀 トラストでは、足踏式と自説コンパインの併，明で行っている 0 

6.務題.現今はむ-)レ式務諸機等を使窮している。(吉田三



第4意義� 

2.そば作り
属産地: の原産地域インド北部 中趨翠蔀設や中関東北部

ります。日本にはち-7設紀頃、朝鮮半島経由

で倍撤されたといわれています。

暴 種:蕎麦には蓑室、秋盟、中謂型があります。トラストで話、 「器濃� 1

号J1常議秋ぞば」等当主栽まさしています。� 11言濃1号J(ま中間型で務

東地方北部から中墨地方で、 「常陸老~ぞばj は秩型で茨城県を中心

とした関東地方で栽培されています。他にも「ぎたわせそばJ1牡
丹ぞば言~\I\I大そばJ 1宮韓大経九州秋よそ等がありま

土嬢条件:蕎菱泣;名濯でやや湿潤な気候iこ避し、酸牲土壌に強く、養分の吸股

力が強いので痩せた土地でも良<

矯覆時実務:8月中旬~9月上旬t言。 日前に除草もそむ後、� 

く耕しておき

D~ 料:有機寵料を少量施し、? け足で平らに均しま

婿 種:畝申蓄を60cmとし、通い播き溝をつくり、� 1a当たりO.5kgの積子を

ます。機種後� 1 ~2cm程度の覆土〈定を笹う)を

行い、そのよ受丁寧に踏任しておきま

管 理:発芽後詰 1-2問中轄と詩草を行い、 4~5i譲鰐後iこ1Ï~伏防止のため

岐

(土寄せ〉

獲:播種後30日壌か 、イ也花受粉で11欝次結実し、 60~80B (10月

中旬~ 蕎表的眼穫には� f花毛主免ながら刈れJ
という格替があります。

続燥ー醍穀:翰麓で結束したlJ¥東を「詰に掛け、

干し〉した後、足瀦説穀機を使い競穀、

ます〈脱穀跨む水分抽出先程震〉。

製 粉製務方法は大きく分けて� f石臼挽ぎJと� 10-)レ換さ引があり� 

f口-)lJ挽は母語的に成分の違う繁義務を取り分ける効果的な

ただしも熱が発生

するのが難点。〈醤フヲ� 

: J気力を利用して、籾殻や

護憲君置のもみ・ちりなどを

吹き分ける農具です。

25 



第4態 

3.そば打ち勉強会
に一度 f打つ、 、たぐる jを楽しんで

発どがトラスト農教室のメンバーて'す。

勉強会ですので、会則

もなく会奏会， 8程も決まっていません。そのつど話会いながら決めていますc

発足して未だ一年ほどですが、欠席者も少なく、皆蕎麦打ちの鰐前はメキメキ

ています。ただ、公共施設に(;:1:蕎農打ち道具が 2セットしかなく、

。〉制約もあり、金銭が努器打てないのが悩みです。

繋がりにくいそぱ絡をこねくり、伸ばし、顎って麺にする。ぞお…一連の

工程は、なぜか人を夢中にさせてくれます。まるで子供が無心に潟んこや砂で

お団子を作って遊ぶように・

った後むなんとも雪えない充恕感。そして最後に接でたてをた 。

出来栄えの批評もそこそこに。たぐりながら

でました!と雪わんばかりに。花より団子。そばより

出席率が惑いのでは?

ら始まっ ([こはち〉にチャレンジで

す。潟々上級舗である や更級粉で f茶蕎麦」や 

a
t

ar--ス

ヰ
ホ
ト一フ

し

「蕎麦打ち名人jが誕生する-・・かも。(手塚 
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i

4.大変栽培
当初は毅芽を作る ました。初めての挑戦で、しかも水

捌けの悪い燃にも拘らず撃かに実を萎け、 2kgの遷てぢ依9の収穫でしたの菱芽 

1j割もあれば充分で、残りは全蔀菱茶lこしました。

薬の自家製麦茶、妙りすぎてお焦げもありましたが、香ばしく大好評でし 

q末を占めて今年2008年(平成20年〉は作信け薗積も{舌増、

の種も播きました。霊茶lこ加えてうどんやパンもと、護うぬ翠のE皮算用ですむ

ま三部)

制衰茶の作ち方

@大衰を水洗いし、乾燥させ渓

いれ、中~とで焦げるまで移ります。

置麦芽糖の作ち方

大麦を水い、 3~4B 7l<(こ漫しま 

こ上げ、水を切りござむよに濡ら

、木綿布で覆い、 〈i霊j輩、

④湿気と濃j哀を保つため、 -B一部泣くをかけま

安2~3臼すると根が発芽してきます(大衰の大きさの2倍位に根が持ヴると

芽が出てくる〉。

り、水洗いし、 ミキサーで粉砕しま

-芋鉛の搾り方
.表芽糖とサツマイモ と芋飴の出来上がり。

材料:サツマイモ 1kg、護持子 100g、お溝2Q

て、設なむき、 1cmJ撃にぎる。諮らかくなるまで諾でます o 

CZ'wでた学を良く演し、麦芽粉と 600Cの湯を加え、よくかぎ溜ぜます。

②湯を60'Cに保ち、 S時寵保温します c量産告で確認しながら)

〈安布袋 lこ入れて絞 l)~ます。絞りだした液を鐸に入れて加熱。煮詰めていくと出

来上がリ。一臼大に千切り、丸めます。(翠野洋子〉 
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第4章� 

5.納得米フ。ロジ、ェクト
手書室沼トラストでの保全活動や農教室を経験して、農作業へのさらなる興味

と自信を持った会員から 「自分で食べる米は自分が納得する方法で作りたい」

という声が出てきました。� 2003年(平成15年)、 5人の会員がそれまでのコメ

作リ体験ではなく相応の費用負担をし、 自ら農業機械を操作して、自家消費用

のコメを有機肥料、;成農薬で作るというコメ作りを始めました。

「納得米プロジェク卜」と呼んでいます。

請け負い作業をした場合の金額で、できたコメをすべて買い取ってもらえ

る仕組みです。� I消費者参加型のコメのオ ナ一制度」といえます。

参加するメンバーからみれば、自家用のコメを自作するという「食糧自給J

を実現できること、種まきから籾摺りまで自ら関わることにより安全 安心の

食べ物を確保できること 、それに農作業体験の楽しみという利点があリます。

水田、農業機械を提供する農家からすれば、コメの安定した販売先が確保され

ること、無除草剤稲作といった新技術導入の試験ができること、種まきや苗作

りでの労力の補完という利点があります。� 

6年邑の2008年� (平成20年)には参加メンバーも9人に増え、作付け面積も� 

50a(まとやになリました。農家-消費者の両者が納得できる費用負担で、収量も

一人当たり� 4俵� (240kg)ほどの玄米が配分されました。4人家族とすれば一

人当たリのコメの年間消費量� 60kgに相当します。このような仕組みは、農地

や地域環境を保全しながら食料自給や食の安全を実現する消費者参加型の農業

経営の可能性を探る先導的事業に位置付けられると考えられます。(杉野光明)

i一一� 
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1 農教宰 時| 
  

11.ゴーヤ(にがうり)� 

1.農教室の目的と活動内容� 

2.ジャガイモ� 

3.トウモロコシ� 

4.スイカ� 

ゴマ5.

6.ラッカセイ� 

7.ニンジン� 

8.サツマイモ

作
付
け
野
菜
の
記
録


9.サトイモ� 

10.ヤーコン� 

12.丹波黒大豆� 

13.ダイコン� 

14.シュンギク・コマツナ・ミズナ� 

15.力ブ� 

16.特別コース・…・甘藍類

ますは� 

たい肥作りか5・.... .......
さあ、 ii~~作り で震教室のスタ トです。ます原料の落葉

稲藁芋茎などを木枠の中に踏み込んだ上に、今度は鶏糞 米

糠をC/N比で40程度になる量を撒き、たっぷリ散水しながら

足で踏み固めます。 この作業を繰リ返し、� 5段ほどになったら

「積み込み」は完了です。 上から波板で蓋をして 、 3~4 週間

好気性発酵させます。� 

踏み固めと…・ 2~3 週間後、 「切り返し」を行います。これは発酵の進み

水撒きを繰り返すD

異合を均一にするため上下、内 外側を入れ替える作業です。

また切り返しによって堆肥の中に酸素を取り込んで、微生物の

活動を盛んにするためです。ここでも艶燥しないよう適度に水

を撒きます。再度 3~4 週間発磨させた後、 もう 度切り返し、

最終発酵させたら堆肥の完威です。� 

1草肥は土づくりの基本であり、環

境保全型農業にはなくてはならな

いものです。これ力、ら1年、農教

室を頑張っていく上でとても良い

準備運動です。(福井教之)

推肥の積み込み完了� 
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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第5章

1.農教室の目的と活動内容
農
教
室
の
目
的
と
活
動
内
容

手賀沼トラストでは「育てるJI食べる」の体験を通し、自然環境と共生する

年になります。農教室10環境」を楽しく学べる農教室を開請して� 11自然JI「農� 

の対象者は、農作業を教えてもらう機会がなかった方や、もっと作物の知識、

有機栽培技術を深めたいという方、また農業を通じ食や農の支流を深めたいと

いう方々で毎年3月に開講し 、12月に修了する単年度方式をとっています。

実習は原則として月に2回(第2，� 4土曜日)、10ヶ月で年20口実施し 、この� 10

年間で農教室を修了した方は約350人以上となっています。 実習カリキュラ

ムは、農教室テキス卜� (遠藤講師執筆)として作成され、これを研修生全員に

配布し、実習の都度教材として使っています。講師は当初の7年聞は3人(元大

学農学部教授と農家2人)で担当してきましたが、4年前より研修生の上級生の

中から選ばれた方が加わり 、現在11人で担当しています。講師の総括責任者は

遠藤が当たっています。

教材で取り上げている作物は、稲、そば、クロマメ、ジャガイモ 、サツマイ

モ、サトイモ、トウモロコシ、 落花生、ゴマ、ヤーコン、 ニガウリ、ネギ、ダ

イコン、 ニシジン、コマツナ、シュンギク、力ブ、ミズナ、クワイ等です。こ

れらの作物を白然と共生する有機栽培で、種まきから収穫まで体験的に学べる

ように実習日程は用意されています。� 

2年次以上の研修生には、特別コースを選択課題として提供し、希望者には

圃場(約10mうを割リ当て、そこで自由に作付計画をして、自ら実践し 、育てる

技術や知識をさらに高める機会が与えられています。

毎年、農教室の修了者には手賞沼トラスト農教室「修了証書Jが擾与される

と共に、皆勤賞や精勤賞、特別コースでは栽培作物(サトイモ)の品評会を聞き、

優秀な成績を収めた方には賞状が授与されています。この多くの修了者の方々

が、手賞沼トラスト活動の発展。充実の中核的役割を担って頂けることをこれ

からも心から期待しています。� (農教室講師ー遠藤織太郎)

30 




穫れた野菜でカレーパーティ ー

イ
ロ

ス
ゴ

ョ
玉
口

小
ゴ

カ 大玉スイ力が

最後にヤーコンや大根

の収種、 そして修了式。
来年も頑張る� 1 
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2.ジャガイモ� [ナス科]

2
・
ジ
ャ
ガ
イ
モ

原産地:南米アンデス地域

品種・種類 :春植え ー北アプコリ (農林29号)、 男爵、メークイン等

秋植え -デジマ、 タチバナ等

植付時期� 3月中旬~下旬(春植え ) 平均気温1O'Cとなる 7~10目前

種イモ・種イモは40g前後が目安。大きい種イモは力ッ卜して。

土壊条件・準備 酸性を好むので石灰散布は禁物

連作障害・病害虫'作付け2~3年あけます。 害虫はアブラムシ 、二ジュウヤホ

シテントウ等。� 20'C前後の低温で曇リや雨が続くと、葉がべとべとになリ腐

るので早自に処分します。

播種・作付けの仕方 畝幅65cm、深さ� 8 ~10cmの溝を堀リ元肥を入れます。

株間30~35cmで芽のある方を上に向け 、覆土は 7~8cmと します。(種イモ

の厚さの� 3 ~4倍)

肥料 。 1aあたり窒素 1.2kg~ 1.5kg 燐酸 1.2~ 1.5kg 加里 1.3~1.6kgが目安。

窒素分が多いと病気にかかリやすくなります。

管理:除茎� 1 株に 2~3本を目安として除茎します。 追肥土寄せ 除茎後

土寄せをします。土寄せはイモが地表に出て緑色になるのを防ぎます。

収穫・保存� 6月下旬 ~7 月上旬に 、 茎葉が変色したら掘リます。保存は風通

しのよい冷暗所で行います。長期保存の場合は、� 5'Cが適温。

栄養素 力ロチン、ビタミンCの含有量が多く含まれます。� 

(大石浩正)

Q下、
 ¥--

ζアY 
刀←� 

/' ¥J 
ω

---""
ミ設~ 
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3.トウモロコシ [イネ科]

原産地 メキシコ、ぺlレ一、ポリ ビア等

晶種・種類::})甘味種� (生食、缶詰加工用原料) ②馬歯種 ③硬粒種

④爆裂種(ポ、ソプコーン) (5)口ウ質種など

播種・檀付適時 ・ 4月中~一下旬 、平均気温が 1 5 
0

Cの頃。発芽温度は 250C~30'C。

土壌条件:PH5.5 ~8 .0と適応範囲は広い。 腐食買の土が適します。

連作障害・病害虫 連作の害は比較的少ないが 1~2年あけたほうが無難。 病気

は黒穂、病、すす紋病。害虫はアワノメイガの幼虫、アワヨトウ等

播種・作付けの仕方 畝幅� 70cm、株間35cm、少し高畝にします。一箇所に� 

2~3粒を 5cmほど離してまき、覆土は3cmほどにします。 1 aあたり 400本程

度の仕立てとします。トウモロコシは風媒花で他花受粉しますので、株が離

れすぎたり少なすぎると結実しにくくなります。� 10株以上複数列にして栽培

することが望ましい。他種とのj毘植は味が落ちるので避けます。

肥料 ・堆肥、鶏糞、油粕等を元肥とし、追肥は本葉 5 ~6枚、膝の高さ頃に施

します。

管理・草丈 15 ~20cm位で、本葉 3~4枚のころ間引いて 1 本立ち。 間引き後に

中耕、除草、土寄せをします。� 1本の株に� 1~2本だけ残し除茎します。

収穫 種まぎから 90目前後、絹糸 (雌穂)が出て 16~19日後で茶色から黒色に

少し変わりかけた頃。

栄養素:主成分は約70~75%がでん粉、 20%が蛋白質です。食べ頃は収穫後 

10時間まで。 1 .5~5'Cの低温Tで貯蔵すると食味が持続します。

(高井宏之)

"， - '，' 

一一ノ¥五戸二一� 
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[ウリ科]4.スイカ� 

4
・
ス
イ
カ

原産地 アフリ力

品種・種類 ①大玉スイ力 ②小玉スイ力 トラストでは大玉、小玉スイ力

を栽培 ②その他、長形大玉スイ力、黄玉スイ力、黒度スイ力等があります。

播種・植付適期 気温がよがる 5月中~下旬、地温 150C~180C です。

土壌条件・準備 水はけの良い砂質の土壌を好みます。

連作障害・病害虫 接木苗でも� 1年はあけます。病害は炭ソ病、つる枯病など。

害虫はハダ二、アブラ虫等、ウリパ工の葉枯病には注意が必要です。

播種・作付けの仕方 苗聞は 1 ~1.2m 高畝にして水はけを良くします。畝幅

は、つるが3~4m伸ひるので幅は広くとります。

*トラストでは購入した接木苗を露地栽培しています。

肥料 堆肥、油粕、ポ力シ肥等がよい。

管理 ーつるの整理 親つψるは本葉4~5枚てや摘心して 、子づるを 3~4本にしま

す。孫づる等絡み合わないよう風通しを良くします。子づる 19~20節に雌花 

(花の下に小玉がつく)が開花するので・人工受配を行います。� (自然交配でも

良い)花の下に賞などを敷くと、泥はねなどが無くなり、病気を防ぎます。

収穫 開花後30~40日後位、雌花には看果日の日付をつけるとよい。

収穫適期は、果実を叩くと濁音がした時、着花節の巻きひげが枯れて来た� t買

がよい。

栄養素 水分が95%。日一 力口テン、ミネラ� jレ、力リウム等が多く含まれます。

(中津元) 
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[ゴマノハグサ科]5.コマ ゴマ

原産地 アフリカサバンナ地帯 工チオピア内陸部

品種・種類黒ゴマ、白ゴマ、金(茶)ゴマがあリます。

播種の適期 生育適温は25~35QC 、 1 5"C以下では生育が悪い。このため5~ 

6月が適期です。

土接条件 :水はけが良く、 日当たリが良い土地が適しています。連作障害はあ

リません。肥料はあまり必要としません。窒素、リん、 加里のバランスが良

い有機肥料を施します。

栽培密度・播種のしかた も 畝幅60cmでh条間35~40cm 、 2条のスジ播きにしま

す。発芽時から5cmの背丈になるまで生育が遅<雑草に負けやすいので穴あ

き黒マルチの使用が便利です。

管理 間引きは本葉5枚位の時 、株間 1 0~20cmになる様に閏号| く。 除草は適宜

行います。

病害虫.病害虫には比較的強い作物であるので有機栽培に適しています。害虫

は力メムシ、イモムシ等です。見つけたら取り除きます。

収穫適期.播種後 3ヶ月位すると下から実が熟し、爽が割れて茶色に蛮色して

きます。下から 5個位がこのようになったら、 最上部の未熟の部分を切リ除

き、刈リ取る O 一般的には 10月頃です。

調理ー洗いゴマをフライパンなどてa弱火で加熱し、妙りゴマにします。そのま

ま料理にかけてもいいし、揺り鉢で撞り 、すりゴマにして料理に利用するの

もよい。

栄養素・油脂分が40~50%と最も多く オレイン酸、リ J-)レ酸からなリ ます。

他に蛋白質、アルギ二ン、セサミン、鉄、 トリプトファン、ビタミン81，82、 

86、Eなどを含んでいます。 

.4・易相JiirmI自主語扇・..........................................
 
.;J.IP!取ったゴマを 10本位づつに束ね、雨の当たらない所に立てかけ乾燥させま

す 。 上部の葵が聞いたら、茎を逆さ に して軽くたたきゴ、マの実を落とし、~雑

物を取り除きます。

-上記コマを水槽に入れ艮 くかきまぜ、浮いた コミとシイナを すくいとります。


細かな網目のザルに入れ、水槽に浸し充分水洗いします。水を切り 、新聞紙の


上に広げ¥天日で乾燥させます。
 

(原勇一) 
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6.ラッカセイ� [マメ科]

6
・
ラ
ッ
カ
セ
イ

原産地 南アフリ力とも南米アンデス地方とも言われています。

種類と特徴 豆の大きさにより大粒‘中粧、� !J¥粒に分けられます。

播種の適期:20 
0

C以上でないと発芽しません。 5~6月に播きます。

土嬢条件:PH5.5~6が適性

肥料.あまり必要としませんが、 窒素分の少ない有機肥料を元肥として施しま

す。水はけの良い砂地や、雨で硬くならない土質が適地です。

連作障害 連作障害がありますので、� 1~2年空けます。

栽1音密度・播種のしかた ・畝幅40~45cm 、株聞は 30cm位。種は横向きにして、

指て・� 2cm程度沈め、土をかけます。雨降り中や雨直後の播種は避けます。カ

ラス等の鳥避けとして、糸を張ります

管理・発芽してからしばらくの問、成長が遅いので適宜、草取りをします。花

が咲いて、組状の子房柄がたくさん土中に伸びだしたら草取りは控えます。

夏場の乾燥がひどい時は散水します。花の咲き始める頃、石灰を撒布、軽く

耕し、土寄せします。

病害虫・病気・ ・褐斑病、黒渋病等

害虫 コガネムシ、ヒョウタンゾウムシ、アブラムシ等。

収穫適期 種をまいてから 130~135日、花が咲いてから 85~90日で収穫。

下枝が枯れ始めるのが目安。1O~ 11 月頃。

栄養素。� 50%がオレイン酸、リノ� jレ酸からなる脂肪で、� 30%が歪白質。� 

(原勇一)
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7.ニンジン [セリ科] ン
ジ
ン

原産地 アフガ二スタン

品種・種類 白春播きは三寸、五寸(短根)、 夏播きは金時(長根)等。種子は播種

時期をよく確認して購入すること。

播種の適時台春播きは4月中~下旬。夏播きは6月下旬~7月下旬。

土嬢条件・準備 :保水性がよく腐植買の富む土壌。種播きする2~3週間前(こ、

堆肥などをすき込んでおきます。矯種時には畑を� 20cm位まで掘り返し、 土

の固まりをなくしておきます。

連作陣害・病害虫。輪作したほうが望ましい。特にめだっ害虫はありません。

播種・作付けの仕方 .畝幅40~50cm 、 5mm位のくぼみを作リ、種をスジまき、

薄<(2mm)土をかけます。好湿性作物なので播種後によく濯水し、車5燥し

ないように藁マルチを施します。

肥料 。播種後、間引きが終了した時点(播種後1ヶ月位)で土寄せし、牛糞堆肥2

対発酵鶏糞1.5の割合で施肥します。目安は、� 1aあたりN:1 .2~ 1.5kg 、 P:1 .2~ 

1.5kg 、 K:1.3~1 目 6kgて‘す。

管理 発芽後1~2週間で本葉2枚の頃間引きし、本葉5~6枚の頃再度間引きし

ます。

収種 三寸タイプは播種後90日(7月中旬)頃。収穫が遅れると根割れが起こり

やすくなります。


(田原彰治)


-・E電是主・~I自主.íYß1................ 

材料:人参400g (約2~3本)、砂糖120g 、 

個分、1/2、レモン汁;本1角寒天� 

塩少々、シナモン少々

-人参を乱切りし、軟らかく煮る。粗熱を取

り、ミキサーにかける。

-人参と砂糖半量を入れ、中火で� 5分煮る。

レモン〉十、シナモン、残りの砂糖を加え、

かき混ぜながら10分位煮る。塩を加え昧を

調え火を止める。

-煮とかした寒天と混ぜ、冷蔵庫で固めると

出来上が‘り。� 
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8.サツマイモ� [ヒルガオ科]

原産地'メキシコ O 新大陸発見後にヨ ロッパ経由で東南アジアに。

品種と特徴 べ二アズマ(多収、食味よし)、べ二コマチ(鮮明な黄色、なめ

らかな舌ざわりに金時(優雅な形状、食昧は上品な味)、高系14号(早期肥

大性。栽培容男)、タマユタ力(干し芋用)、べ二ハヤ卜(スナック菓子等)。

播種と植付時期:5~6月に、挿苗を植え付けます。 30~40cmの苗でか本葉が3~ 

4枚のもの。

土壌条件� PH(こ対する反応は鈍感で5.5~8.0。生育温度は 15~380C。連作障

害 病害虫。連作により品質が上進。比較的病害虫は少ない。

播種・作付けの仕方:作畝は条閏 60~90 cmで、高さ20cm程の高畝を作りま

す。株間 20~30cm 、深さ 5~8cmで船底掃しとします

肥料 窒素分は抑えて加里分を多くします。木灰、藁、油粕、牛糞堆肥等がよい。

管理.生育中の作業は少ない。除草、中耕、培土を� 1~2口実施します。

収穫� 10~11 月よ旬頃。植付後 120~130日位。気温が 10"C以下に下がる前。

霜にあわせると貯蔵力が低下します。晴天続きの後、芋の水分が減少した時。

貯蔵方法は適温が 12~15"C。

栄養素・デンプン多収性、力� 1)ウムが多<、カルシウム、� 1)ン、鉄、力ロチン、

ビタミンEを含みます。食物繊維が多<ビタミンCはみかんに匹敵。ビタミン� 

81，82も豊富です。

(安倍正純)

メ) ，! 
宍場 〉
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第5章� 

9.サトイモ� [サトイモ科]

9
サ
ト
イ
モ

原産地 熱情アジア

品種・種類・ 熱帯性と温帯性がある。熱帯� 5性はヤツガシラ、唐芋、蓮芋。温帯

性は中国温帯地域が原産で、 日本では古代から栽培。

播種・檀付適時� .種イモは乾腐病(切り口1こ赤いスジ)のないもの、 1個40g前

後で形状の良いものを選びます。 植付けは 4~5月中旬。 発芽には 1 5"c以上

の地温が必要です。生育適温は25~30度。

土壊条件 '粘質土を好みます。 PH4. 3の強酸性土からアルカリ性土まで土質は

間いません。但し、乾燥に弱いので、耕土深<保水性の高い場所を選ぴます。

連作障害 ・病害虫 連作は不可。最低でも 3~4年はあけた方がよいでしょう。

播種・作付けの仕方 高畝を作り(高さ20cm位)畝幅80cm以上の単条としま

す。株間 40~60cm。 植付の深さ 10cm、覆士は 6~7cm

肥料:1aあたり牛糞20kgを2袋、菜種か油粕20 kgを� 1袋元肥を入れた上に土

を盛ります� (高畝)� 0 

管理 乾燥を防ぐため、ワラや雑草などを根元に敷きます。乾燥に弱いので、

乾燥が激しい時は水やりが必要。土寄せは根元にこんもりと土を盛り上げる

要領で2~3回程度行います。

収穫 イモの肥大は地上部が枯れるまで続くので、霜の降る� 11月頃が適期。

栄養素'ムチンやガラクタンが消化を助け、免震力を強めるので、 病気の予防

に効果があります。� 

(大森 正) 
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10.ヤーコン [キク科]

山
ヤ
|
コ
ン 

原産地南米アンデス

品種と特徴 ①ペルー A(在来種)

②サラダオトメー・ ぺ Jレ Aの改良種。ひび割れや不整形が少な

いが食味に劣ります。

③アンデスの雪・サラダオ力メ・・ぺ jレ Aの改良種です。

揺種と植付時期 4月中旬頃です。

土嬢条件・準備 。 P H5 .0~6.0の土壌に適しています。

連作障害・病害虫 2~3年あけたほうがよいとの見解もあります。 病害虫で気

にする程のものは特にありません。

播種・作付けの仕方:畝幅90cm、株間50cm、深さ7cm(こ種イモを 1個309裡度

に分離して檀えます。

肥料 元肥としで雄肥を多目に施すとよい。

管理 数本の茎が立つので 2~3 本仕立てとして 、 雑草刈り、培土をします。

収穫 1 1月中旬頃に掘リ起こします。

栄養素・調理・フラクトオリゴ糖、ポリフェノール、カリウム含量が高いです。

可溶性食物繊維が多いことからダイエット向きです。キンピラにするとサク

サクした食感。茎を乾燥させてお茶にするのも良いでしょう。

*トラストでは食用のイモ部を取り外した塊茎はそのままで、来年植えつけ

用としで排水の良い地下 (深さ 50~60cm ) で保存します。 

(岡崎勲)
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11.コーヤ(にがうり) [ウIJ科]

原産地 :アフリ 力、東インドを中心にした熱帯アジア

品種・種類� ι さまざまな形状や色の果実があります。 一般的に青皮 細長種は

苦味が強<、白皮、円筒形の厚肉種は苦味が少ない。

播種の適時� 4月下旬 ~5月下旬。発芽温度は 25~300C。発芽までに 10 日以上

かかります。 耐暑性が強<、高温下で肥大します。

土壊条件 ・ 土壌はあまり選びませんが 、 中性~弱アルカリ (PH6~ワ 5) が望ま

しい。水分を多く必要とします。加湿は嫌うので水はけをよくします。

連作障害・病害虫 「つる劃病」が発生しやすくなるので 、 3~4年は連作を避

けます。病害虫は比較的少ない。

播種・作付けの仕方 。株間50~60cmで、深さ 2~3cm 、 2~3粒の点まき。

肥料'深さ 15~20cmの溝を掘り 、 元肥に堆肥、油粕をいれます。追肥として

油粕などを施します。ただし窒素過多にならないように注意します。

管理 高さ 180cm以上の支柱 、 ネット仕立てとします。主茎のつるを 5~6節

で摘心すると 、新しいつるが出て大きく広がります。側枝のつるは適当に摘

み取ります。

収穫'ワ月中旬~1O月上旬。過熟果にならないよう早めに収穫。気温が高けれ

ば開花後 12~2 0日で収穫できます。

栄養素'熱にも強いビタミン� Cや力りウム、カロテンが多<含まれでいます。� 

(高井宏之)
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12.丹波黒大豆 [マメ科]

川
崎
丹
波
黒
大
豆 原産地 日本での改良種

品種・種類。「丹波黒は黒大豆の 種」他にクロダマル、香川黒� 1号、赤名系1号、

赤名系2号等

播種と植付時期� :6月中旬

土壌条件・準備 :収穫後の冬~春にかけて土作りを開始。堆肥を入れ、しっか

7 8肥料 窒素の少ない堆肥を少し施します。追肥は 月上旬、� 月上旬に。

播種後の早めに土寄せは、根張りをよくします。管理

ワ月中旬~下旬→側枝伸張期 中耕培土摘心敷藁等

花芽分化期 畝間濯水・支柱立で等� 

8月上旬~下旬→畝間濯水病害虫防除追肥等

→開花期/頂葉展開期 白病害虫防除� 

9月上旬~中旬→病害虫防除 中旬に入ると着英期� 

収穫 。 1 1 1 2月 、 霜が降りるようになると、茎や葉が枯れて黄色くなり ます。~ 

英が 80~90%位に褐色するので、葉をもいで風通しを良くしで完熟させ収

A 

りと深くすき込み、通気性に優れた土壌を作ります。 PH6.0~6.5が適して

します。

連作障害・病害虫 連作は避けます。病害虫はダイズモザイクウイルスに抵抗

力が弱<、生育中、病害虫予防に竹酢を� 3回位散布します。

播種・作付けの仕方 ・直播栽培と、移植栽培があります。畝高にし、畝幅� 90cm、

株間45cm(こ1本植えします。

10月上旬� b結実期
 

11月中旬→成熟期


穫します。

孟妻 正 

42 




13.ダイコン [アブラナ科]

原産地 地中海地方、中東地域

品種.宮重� (青首大根)、聖護院等は、根部が泊上に抽出します。二年子、時

無しダイコン等は、捜部が下へ下へと伸びます。

播種・植付時期・気温が下がり、害虫の減ってくる9月2週日頃が播種適期。

土壊条件・準備 硬い土の塊、石や濃い肥料で二股、三肢根にしないよう注意

します。

連作障害・病害虫 連作障害は少ないですが、1 ~2年程度あけたほうがよい。

アオムシ、アブラムシ、 ヨトウムシ等。)、新芽を食べる害虫はシンクイムシ(

センチュウの対策としてはマリーゴールドの利用が効果的。

播種・作付けの仕方 畝幅60cm ，1朱間 30cm(こ点まき (3~4粒) で、護士 1~2cm

肥料 元肥窒素を出来るだけ少なく、油粕、鶏糞、骨粉等を使います。

管理 間引きは2~3固に分けで行い 、 1 本立ちにしたら土寄せをします。

回目は本葉2~3枚 、 二回目は本葉3~4枚 、 三回目は本葉5~6枚の頃

で、� 1本とします。

間ヨ|く碍の注意は、他の残す苗をしっかり押さえ、その根が浮かないよ

うにします。

収穫� 11 月~ 12月 (秋播きは播種後90~100日 ) 0 青首大根は根の太さ 6~ 

8cm1立が目安。

栄養素 根の部分には、ビタミンC、ジアスターゼ、オキシダ ゼ� (解毒作用)

が含まれ、葉の部分には、力ルシウム、鉄分、ビタミンA、Cが含まれています。� 

() 11瀬邦子) 
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14.シュンギ‘ク・コマツナ・ミズナ

凶
シ
ュ
ン
ギ
ク
・
コ
マ
ツ
ナ
ミ
ズ
ナ

.シュンギク[キク科]
原産地地中海沿岸地方

種類・品種大葉種 葉幅が広<切れ込みが深い。関西に多い。

中葉橿，・葉幅やや広く切れ込みが多い。最も多く栽培。

小葉種 葉の切れ込みが深<細かい。

播種・植付け適時・ 3月 ~11 月下旬まで司能。 トラストでは 9月中旬 ~10月中旬。

〉令涼な気候を好み 、 生育適温は 15~200C 。

土壊条件・準備 酸性土壌には弱く、乾燥にも弱い。

連作障害・病害虫・病害虫は少なく連作障害も少ない。

揺種:作付けの仕方。畝幅60cm 深さ 10~15cmの溝を掘り 、肥料を入れ 、 間

土をして平畝にし、 濯水します。深さ 2~3cmのまき溝をつくり、種子閏 1~ 

2cmで条まきにします。覆土は 2~3mm、バラバラとかける程度でよい。播

種後、手で軽<押さえるか、 踏圧するとよい

管理.閣引き 、中耕、除草、土寄せ、追肥を適宜行います。

収穫:11 月~翌年 3~4月頃まで、抜き取り収穫のほか柔らかい成長部の摘み

取り収穫ができます。

栄養素・調理 力jレシュウム 、燐、鉄、力リウム、ビタミン� A，B1，B2，C，カロチ

ンなど。ビタミンAはほうれん草、コマツナより多い� 0

・コマツナ[アブラナ科]

原産地:江戸東端の葛西付近で改良

品種と特徴 長葉系と丸葉系。 丸葉系は耐暑性、耐寒性に優れています。

播種・植付け時期.通年栽士宮可能。元来は低温成長性のものなので、私、蒔き、

春蒔きが適しています。 トラストでは秋蒔きをしています。

土壌条件・準備.土質はあまり選びませんが、有機物を十分すき込んでおくこ

とが大切。

連作障害・病害虫.害は出にくいが、アブラナ科の連作は避けたほうがよい。

害虫は暑さの残る頃、ヨトウムシ、アオムシ、コナガなどの害虫がでるので、

早めに寒冷紗や不織布などで覆い防ぐとよい。雨除け栽培すると病害も減ら

せます。

播種・作付けの仕方	 畝幅70cm 、 深さ 10~ 15cmの溝を掘り 、有機肥料を施肥

し、間土をして平歓にし、濯水します。深さ 2~3cmのまき溝を引き 、 種子
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間 1~2cmlこ条まきします。 覆土は2~3mm、バラバラかける程度でよい。

播種後、手で軽<押さえるか踏圧をかけます。

管理 発芽後 1 ~2牧のころ 、込み過ぎるようであれば間引きをします。除草

は随時行うが、土寄せの必要はありません。

収穫 ・種蒔後 50日位から収穫可能です。

・ミズナ(京菜) [アブラナ科 ]

原産地京都付近の川で生まれる

品種と特徴ー ①ミズナ・-食感を生かしたサラダや鍋物向きです。

②ミブナ(壬生菜)煮物以外に漬物にも向きます。

播種・値付時期 9月上旬~ 10月下旬

土壌条件・準備 ・保水力が良い土壌で、排水も良い畑が好まれます。有機肥料

を、1O ~20日位前に土と良く混ぜて全面に施しておくとよいでしょう。

連作障害・病害虫 :病害虫は少なく、 連作障害も少ない。

播種・作付けの仕方 畝幅70cm 、深さ 10~15cmほどの溝を掘リ 、 施肥。平畝

にして濯水します。深さ2~3cm lまと.のまき溝を引き 、種子閏 1~2cmで条ま

きにします。 覆土2~3mmて検バラバラとかける程度でよい。 播種後手で軽く

押さえるか踏圧をかけます。

肥料 油粕、鶏糞、堆肥、米ぬかなどの有機肥料を施すとよい。

管理 4 ~ 5日で発芽が始まり、発芽後 15~20日目頃に間引きをします。閣引

きが遅れると徒長株となり、大株になりません。中耕、除草、培土は必要に

応じ随時行います。水分のコン トロー Jレには気をつけます。 株元に枯れ草、

落葉、敷ワラなども有効です。

収穫 茎を指先ではさみ 、ポキッと折れるようだと柔らかく食べ頃。 奮が全開

し種が付き始めると固く風味が落ちます。

栄養素 ビタミンA、C、E、カルシウム、リン、鉄、葉酸、食物繊維が豊富に

含まれでいます。

高井宏之)
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原産地。アフガ二スタン、 欧州沿岸

品種と特徴・根は大、中、小があり、大は京都の聖護院力ブ、小は関東の金町

小力ブ、中は天王寺力ブ、近江力ブ等。

矯種・植付時期・ 8月~9月にまき (農教室は9月初旬 ) 015 0C~2 0oC前後で生育。

土壌条件・準備� PHの適応範囲は 5 .5 ~7.5と比較的広いが、 酸性は嫌います。

強すぎると極端に生育が悪くなります。事前に腐熟した堆肥を鋤きこみ保水

性、排水性に富んだ土壌にしておきます。

連作障害・病害虫-連作は避け最低� 1年はあけます。病気は根こぶ病、害虫は

モンシロチョウの幼虫、アブラムシ、コナガ、ヨトウムシ 、力ブラハパチ等。

播種・作何けの仕方 ・畝幅ワOcm 、深さ 1 0~15cmほどの溝を掘り施肥、 間土を

し 5cmの高自立とします。 深さ 2~3cmのまき溝に種子間 lcmで条まきします。

覆土 2~3cmで、厚くしないで薄まきにします。 播種後、手で軽く押さえる

か踏圧をするとよいでしょう。

肥料。完熟堆世を用います。

管理 .間引きは初回本葉 1 枚の頃、 2回目は本葉2~3枚、 3回目は本葉 5~6枚

の頃。最終的にはlO� cm間隔で育てます。除草は適宜。コ力ブは土寄せをし、

追肥は不要。

収穫・保存 ・種まき後35日位で、直径 4~5cm位が目安。 大きくなりすぎる と

す入り、ひび割れをおこすので早めに収穫します。

栄養素 葉はビタミンA、82、C 力jレシウム、鉄、食物繊維が多い。根には

ジアスターゼ (でん粉分解酵素)があり ます。

(高井宏之) 
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第5章 

16.首量議(キャベツ・フ‘ロッコ0-・コーJレラビー)[アブラナ科]

原産地 地中海地方

品種・種類 :①キャべツ! 金系201EX、秋播き早生種等

②ブ口ッ コリ ・・緑嶺等一般種名等

③コ ルラピ緑系グランドテ‘ュ ク、紫系パプjレバード等

播種と値付時期 :8 月中旬~下旬、ポットに4~5粧まき、芽が出るまで新閣紙

等で覆い、軽い水遣りをします。芽が出たら防虫のため寒冷紗などで覆い、

間引きをしながら本葉4~5枚で 1 本立ちさせます。 幼苗期にはこの 3橿の区

別は難しい。 

* 苗床を作リ間引きし、ある程度の大きさに育ったらポ、ソ トに移し、 本薬4~5牧までに育てて

畑に移値するやり方もあります。

土壊条件 一般の畑、土壌の適応性は広い。水はけを良くするため高畝にする

とよいです。

連作障害・害虫 病害対策(特にネコブ病)のため 1~2年あけるとよい。害虫

は主にアオムシ、コナガ、ヨトウムシ等です。

播種・作付けの仕方 ::t佳肥を十分施した畑を畝幅 60cm(こ耕し 、元肥を入れ、

株間 50cmて。苗を植えます。コ ルラピーは成長しても小さく早<収穫でき

るので (10月中~下旬)、キャベツやブロッコリーの聞に植えることが出来

ます。防虫のため必ず寒冷紗等で覆うとよい。

肥料'一般の秋野菜に準じます。畝幅 60cmx2.5mに油粕、鶏糞各 2掴み程度

施します。

収穫 ・①キャべツ 12月以後、 結球して堅くしまったら。

②ブロッコリー	 ・11月中旬、頂花雷lO cm位、その後側花奮が生長し

てきて3月頃まで収穫できます。

①コールラピ	 ・ 1 0月中~下旬、球径 6~ワcm位で収穫します。

(前田恵子) 
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手賀沼のほとりで育ち、その自然を愛し描き続けた画家、日暮氏と柏に

来て 45年の彫刻家、加太との交友は 30年ほどになります。両人の共通点を

あげ.れ ~;C 二人とも体が大き く、 のんびりしているところか。 美術学校も

出ていないのに、日本美術家連盟会員にな ったことや、娘がお互いに女子

美術大学を出ていること 、お互い会うたびにその才能を認め合い、芸術上

の夢を話しあうこ人でした。

私は軽井沢にアトリ工がある関係で30年位前から半年は浅間山を眺めな

がら仕事をしていました。 12年ほど前、日暮氏が絵画教室の生徒を連れて

軽井沢、小諸方面にスケ ッチに来た折、その機会を利用し 、日暮氏に軽井

沢での文化活動の状況を観てもら うため私のアトリエに泊まってもらいま

した。私は地元の文化協会・トラストの会員でもあ ったが、特にトラスト

を中心に見学してもらい、その文化財保存方法や国際観光都市軽井沢の特

性等、会長の中島氏、現観光協会会長の藤巻氏等とバーベキューを囲み歓

談 しました。これが機会で中島氏から日本ナショナルトラストの事務局を

紹介され、私と日暮氏でそこを訪問することになったのが現在の手賀沼ト

ラスト発足のき っかけとなりました。(手賀沼トラスト顧問加太 肇江)

-手賀沼トラスト 10年のあゆみ 

1997年 ( H9 年 ) ~ 日暮・加太氏ほか数名でトラスト発足を検討  

1998年 (H10年) 8月 樹林地管理 ・そばの栽培を開始する 

1999年 (H11年) 2月 第 1回手賀沼トラス ト発足総会 (40名参加) 

1999年同11年) 3月 第 1困農教室開講~現在  

199，9年 (H11年) 3月 マルイ グルー プ福祉会ボラ ンティア開始~現在  

19回年(H11年) 5月 株式会社宝酒造より 50万円の助成金 

2001年(H13年) 4月 株式会社花王より 70万円の助成金 

2002年 (H14年) 2月 竹炭作り開始 

2002年 (H14年 ) 3月 シイ タケ栽培開始 ・花ハス田植栽開始 

2002年 (H14年 ) 4月 井戸掘り 1号機完成 (現在5号機まで ) 

2002年 (H14年 ) 7月 「手賀沼ト ラスト展 j我孫子市民プラザで開催 

2003年 (H15年)1月 法人化リーデイングプロ ジェク卜納得米作り開始 

2003年 (H15年 ) 4月 竹教室開講~現在  

〆立ち上げ  ーヘ。手賀沼トラスト本ーム月3年) H16(年2004

2005年 (H17年) 1月 第 8回我孫子市景観奨励賞受賞 

2006年{H18年) 1月 手賀沼トラストサロン開設 

2006年(H18年) 3月 みかん山プロジェクト始動 

2008年(H20年) 2月 手賀沼ト ラスト 10周年  (会員数  112名)
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日暮朝納元代表を偲ぶ 手賀沼トラスト代表遠藤織太郎

日暮代表が2008年(平成20年) 8月16日、来明に急逝されました。

私はいまだに信じられないで、どこからかひょっこり顔を出してくれ

るのでないか、そんな思いを拭えないでいます。

手賀沼トラストは、今から 11年前に「畠然と共生する地域づくり J
を旗印として、日暮代表を中心として立ち上げられました

日暮代表は手賀沼をこよなく愛し続けた人でした。代表は画家とし

ても多大の貢献をなされでいますが、生涯手賀沼を描き続けていまし

た。その絵画はお人柄の渉み出た、手賀沼の幽玄な風景を独特な画法

で描いており 、本当に素晴らしいものでした。

手賀沼トラストの 10周年にあっては、日本一汚染された手賀沼の

再生、その鍵は手賀沼の水辺環境カ3ら周辺農地、斜面緑地、また史跡

や遺跡の保全・保存にあると 、その活動の先頭に立たれ、ご尽力下さ

いました。その上、手賀沼トラスト活動の場所として、ご自宅の庭や

納屋などのご提供、樹林地(里山)や根戸城祉(代表の所有地)、農

地なども提供して下さいました。このように手賀沼トラストの今日の

活発な活動、充実した活動の展開は、日暮代表あったればこそであり 、

私たちは本当にかけが.えのないリーダーを失ってしまいました。私た

ちは日暮代表を失ってしまい悲しみにくれています。

しかし、これからの手賀沼トラストを思うとき 、日暮代表のご遺志

を引き継ぎ、今は天から見守る代表に恥ずかしくないものにして行か

ねば.と願うば、かりです。 それには皆なで知恵を出し、協力し、ご家

族のご意向もよくお聞きし、手賀沼トラスト活動がこれからも「自然

と共生する地域づくり」をしっかりと進めていくことが大切なのだと

思います。日暮代表が点した沼のほとりの灯火をいつまでも守り育て

て行ければと心から念じています。 

2009年 (平成21年) 5月 
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2009年~ 手賀沼トラスト活動概要

手賀沼トラストは、市民と自然とのふれあいの場の提供、農業を中心と

した地域の活性化、生活文化や芸術活動とのふれあいを目指し 、次の活動

を行います。

①樹林地の保全・自然体験活動

根戸城祉の森を落葉広葉樹林へと復元するため、杉や竹の間伐、下草刈

りを待います� また、史跡である根戸城祉の地形の変化を防ぐため、間伐O

材を利用して散策路や木柵作りを手がけます。

あ農地の保全・農作業体験活動

農地の保全・農作業の体験を目的として、有機・無農薬栽培による「米

作り・ソハ作り」などを行います。また、自然環境と共生する「農� Jを楽

しく学ぶために「農教室」を開催します。

③修景作業・水辺生態系の復元活動

遊休地を活用した花ハス田やヒマワリ畑を作ります。また、メダカやト

ンボ、蛍など身近な生物が生息しやすい環境の保全・復元活動を行います。

④各種イベントなどの開催

会員同士の交流や収穫物を昧わう機会の提供を目的にそば祭りや餅っき

大会などのイベン卜を、また、会員の知識・技術の向上を目指し、手賀沼

トラストサロンを開{窪します。

⑤各種活動

その他に、上総掘りによる井戸掘りや間伐した竹を使つての炭焼き 、竹

工芸教室など 、興味のあるメンバーカ昔、集まり、活動を行います。

定例活動日�  ...第一水曜日・第三日曜日

農教室開講日 . .. . .第二土曜日・第四土曜日 (3月 ~12月 )

個人会員3，000円 賛助会員10，000円

農教室参加費別途2，000円/年

振込み先:ゅうちょ銀行普通口座 口座番号00130-4-33857

口座名義:手賀沼トラスト� 

:事務局@
 i'270-1168 ft1~TñH.R… 日暮方� 

Tel: 090・6499-0189(原田) 

E-mail:teganuma-t@mail.goo.ne.jp 

HP:h口p:l/www.g巴ocities.jp/teganuma_trusV 

(上記は2009年1月現在)
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日暮朝納画 「沼のほとりJ

編集後記

手賀沼トラストが発足10周年を迎え、記念事業の検討を始めたのは2008

年(平成20年)1月でした。この10年、根戸滅祉の里山の管理や農教室など

に取り組み、相応の実績を積んできたと思う一方で、周辺地織にまで波及

する活動にはなりえていないという声もありました。そこで、ごれまでの

活動の到達点を明らかにし、次の10年間へ向けて広く発信するツールとし

ての記念誌を作ることにしました。� 

30名を超える会員の方が原稿を書き上げ、� 10名の実行委員が編集に関わ

りました。出来る だけ多くの会員が記念誌作成にかかわることで、ツール

の共有化を図ることも念頭に置きました。そのような思いを形にできたと

思えるよう 、この記念誌を使い込み、役立てていただけたら幸いです。� 

2009年(平成21年)� 5月吉田

手賀沼トラスト10周年記念事業実行委員会� 

(杉野光明、川瀬邦子、吉田三千彦、園方幸生、星野洋子、
田原彰;台、� '原因泰夫、ー色有事、坂巻宗男、杉山宗優) 

i 

51 



表紙函 日暮朝納� 

PAGE 

手賀沼トラストとは..........一一・・…ー….••••••••••.…・02

手賀沼トラスト活動フィールド

手賀沼トラスト発足にあたって

手賀沼トラストの目的

手賀沼トラストの活動

..樹林地管理・保全・・・・・…・ー・…章1第� 一一…....� 06 

1 根戸城北、みかん山 椎茸栽培� 

2 竹炭作り� 

3 竹教室

第2章 水辺修景一…・・…・・…-・・・・・・・… 一 一一 一 一� 10 
1 ヒマワリ� 

2 花ノ、ス� 

3 カキツノt夕、 ノ、ナショウフ' 

4 井戸掘り(上総掘り� )

第3章 イベン卜、食・文化のサロン・……・ー……ー� 14 
1 イベント・・そIj:'祭り� 

2 イベント・・餅っき大会� 

3 手賀沼サロ ンの概要

調査、水辺の鳥、田んぼの生き物

20…・一一一一・・・農地管理・保全…・・・-…一…章4第� 

l 冬水田んぽで米作り

~お米のできるまで~
 
2 そば{乍り
 

3 そば打ち勉強会
 

4 大麦栽培
 

5 納得米プロジェクト


第5章 農教室・・・一一・… 一…・・・・・……・・…・・ 29町� 

作付け野菜の記録1-16

発 行:市民活動団体手賀沼トラスト

代表遠綾織太郎

製 作:10周年記念事業実行委員会

栽培指導:遠藤織太郎

デザイ ン:秋山畠範(オークプラン二ング)

イラスト:一色有喜

写真協力:田原彰治、鈴木健弘、他会員
印 刷:サンワア ッツ

.-.お問合せ先:P50r活動概要Jをご参照ください

丈/.)IlMHI 

村山 正
テキストボックス

村山 正
テキストボックス

村山 正
スタンプ

村山 正
スタンプ

村山 正
スタンプ

村山 正
スタンプ


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	007a
	008
	009
	009a
	010
	011
	012
	013



