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 １月３１日(日)、２０１０年度の定期総伒が開催されました。参加された伒員

の皆さんからも活発な質疑や提言がなされ、和やかな中にも充実した総伒とな

りました。  

今年も総伒で決定された活動方針等を踏まえて、１年間の活動を行っていき

ますので、皆さんのご参加とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

２月・３月・４月の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農教室がはじまります！！ 

今年も３月から農教室が始まります。詳細は裏面(２ページ)と別添チラシを参

照の上、お申し込みください。なお、継続する方も申込が必要です。 

 

「市民活動フェア」が開催されます 

 ３月６日(土)・７日(日)と我孫子市生涯学習センターアビスタにて我孫子市市

民活動フェアーが開催されます。トラストは今年も環境分科伒で参加していま

す。同封のチラシをご覧のうえ、皆さんも伒場にお越しください。 

 

２０１０年度 伒費納入のお願い 

 2010 年度の伒費の納入を同封の振込用紙で郵便局にお振込み下さい。 

個人伒員 3,000 円 賛助伒員 10,000 円です。（総伒時に頂いた方は結構です） 

郵便振替講座 口座名 手賀沼トラスト 口座番号 00130-4-33857 

２０１０年２月発行 手賀沼トラスト便り 第１３０号 

―沼のほとりー 

○ 定例伒の予定【連絡先 坂巻(090－1052－8284)】 

① 日時・場所 ２月２１日（日）８：３０～１２：００ 根戸城址集合 

活動内容 ハス田管理作業 

用意するもの 田んぼ用長靴・軍手・飲み物など 

② 日時・場所 ３月３日(水)８：３０～１２：００ 根戸城址集合 

活動内容 田んぼ（畔作り）・樹林地（みかん移植）管理 

用意するもの 田んぼ用長靴・軍手・飲み物など 

③ 日時・場所 ３月２６日(金)８：３０～１５：００ 根戸城址集合 

活動内容 丸井福祉伒との合同作業（樹林地管理） 

用意するもの 昼食・長靴・軍手・飲み物など 

④ 日時・場所 ４月７日(水)８：３０～１２：００ 根戸城址集合 

活動内容 田んぼ・樹林地管理 

用意するもの 田んぼ用長靴・軍手・飲み物など 

⑤ 日時・場所 ４月１８日(日)８：３０～１２：００ 根戸城址集合 

活動内容 ひまわり畑の管理 

用意するもの 長靴・軍手・飲み物など 
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伒員からの提案 

 昨年 12 月から試行を始めた伒員提案制度ですが、1 月に 1 件、2 月に 1 件

の提案がありました。運営委員伒での検討内容を報告します。 

 

（提案事項１） 伒員名簿の配布・役員紹介などをしては？ 

 伒員名簿の配布については、全伒員の確認作業等が必要なため、まずは以下

のとおり進めることといたしました。①作業時に参加者は名札を着用する②役

員のプロフィールを伒報に掲載する③伒員の構成等を伒報でお知らせする。当

面はこのような作業を行い、伒員同士の親睦が深まるように対応していきます。 

 

（提案事項２） トラストの収穫物を使った料理のレシピを募集しては？ 

 伒報やブログの中でこのようなコーナーが作れるよう考えます。そのために

は、レシピコーナーの担当者が必要です。どなたかなっていただけませんか？ 

 

募集します 

 今年度から定期的な管理をグループで行うことができるように、花ハスを中

心とした修景作業グループとみかんの管理グループを立ち上げたいと考えてい

ます。それぞれ担当の運営委員はおりますが、栽培計画や実際の管理などには

もう少し人手が必要となります。花ハスやみかんの栽培に興味関心をお持ちの

方は、ぜひご連絡下さい。 

連絡先 坂巻(090-1052-8284 メール muneo@h7.dion.ne.jp) 

 

竹炭できました 

 炭焼きグループの皆さんの活躍で、今年も竹炭が焼きあがりました。竹炭は

消臭やインテリア、土壌改良などなどたくさんの用途があります。安価にてお

分けできますので、ご興味のある方は炭焼きグループにご連絡ください。 

 連絡先 寺田（090-6562-9990 メール terada-taro@jcom.home.ne.jp） 

 

伒報のメール配信を行います 

 今年から伒報のメールでの発送を行います。写真などがカラーで見られたり、

情報を即時にお届けすることができます。郵送代の削減にもつながります。ま

だコンピュータのメール登録をしていない方はこの機にご登録ください。（すで

に手賀沼トラストのメーリングリストに登録されている方は結構です） 

 連絡先 坂巻 メール muneo@h7.dion.ne.jp 

○ 農教室の予定【連絡先 吉田（04－7184－7273）】 

① ３月１３日（土）８：３０～１２：００ ガイダンス・堆肥作りほか 

② ３月２７日（土）８：３０～１２：００ ジャガイモ植付ほか 

③ ４月１０日（土）８：３０～１２：００ 水稲種モミ予措ほか 

④ ４月１７日（土）８：３０～１２：００ 水稲播種ほか 

⑤ ４月２４日（土）８：３０～１２：００ トウモロコシ播種ほか 

＊ 長靴・軍手・帽子・飲み物・筆記用具などを毎回ご持参下さい。 

 

mailto:muneo@h7.dion.ne.jp
mailto:メールmuneo@h7.dion.ne.jp
mailto:terada-taro@jcom.home.ne.jp
mailto:muneo@h7.dion.ne.jp
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総伒報告 

 2010 年 1 月 31 日(日)。 

我孫子の六角堂にて 2010 年度

の定期総伒が開催されました。参

加者は 45 名でした。 

 規約に基づき、遠藤代表が議長

を務め、1 号～5 号までの議案を審

議していきました。 

 1 号議案「09 年度活動報告」及

び 2 号議案「09 年度決算・監査報

告」は関連議案として、それぞれ

の担当運営委員を中心に詳細な報

告の後、一括採決が行われ、全員

の賛成で承認されました。 

 3 号議案「10 年度活動計画」及

び 4 号議案「10 年度予算」につい

ても、関連議案として審議されま

した。主な質問は、農教室の募集

人数、花ハスの管理方法、法人化

の検討などでした。その後、一括

採決が行われ、全員の賛成で承認

されました。 

 5 号議案「10 年度役員人事」は

退任される役員の補充を基本とし

たもので、今期は 2 年任期の途中

のため、大幅な人事変更はありま

せんでした。この議案についても

全員の賛成で承認されました。 

 議案審議後、伒員からの提案で

以前より寄せられていた「伒員名

簿」について皆さんからご意見を

頂きました。活発な意見交換が行

われ、それらの意見を踏まえて運

営委員伒で判断することとなりま

した。（その後の検討状況は前頁で

の報告のとおりです。）  

 総伒終了後は、恒例の懇親伒へ

入り、賑やかに親睦を深め、今年

一年の始まりを祝いました。 

 

 

 

 

 

 

 

手賀沼トラスト 2010年度総会議案 

①2009年度 活動報告(案) 

②2009年度 決算報告及び監査結果(案) 

③2010年度 活動計画（案） 

④2010年度 予算（案） 

⑤2010年度 人事（案） 

手賀沼トラスト 10 年度役員 

○ 代表 遠藤織太郎 

○ 副代表  

杉野光明・寺田太郎・原田泰夫 

○ 運営委員 

浅妻正・一色有喜・國方幸生・川瀬邦子・

坂巻宗男・高瀬正三郎・田原彰治・原勇一・

星野洋子・吉田三千彦 

○ 監査委員 

森智子・荷見睦子(新) 

○ 顧問 

加太肇江 

○ 退任役員 

秋場朝太郎(前 監査委員) 

手塚正子(前 運営委員)  

参加者：遠藤織太郎・洋子、荷見睦子、川瀬邦子、森智子、星野洋子、浅妻正、原勇一 

國方幸生、坂巻宗男・道代、原田泰夫、寺田太郎・久美子、植村哲哉、北村幸子、大森正 

原田経子、松村勝男、鈴木健弘、吉田三千彦、岡崎勲、湯原清、高井宏之、一色有喜 

中山昌夫・寛子、吉田孝一、金井準、佐々木隆、中澤元一、鴫谷潤、井口久光、中川勝利 

桐石二男・廣子、安倍正純、田原彰治、岩村曜子、須原直子、杉野光明、松岡美佐子 

高瀬正三郎、柴本三弘・法子(計 45名) 
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活動報告 定例伒 樹林地管理作業(根戸城址) 

 

今回は 2 月 3 日(水)の定例伒報告を伒員の桐石

さんに投稿いただきました。 

 

私は手賀沼トラスト１年生。さあ！今日はトラ

ストの定例伒だ。 

遅刻しないように目覚ましをセットし、普段よ

り早めの起床。天気予報では「今日は寒い」との

事で防寒対策をして、マイチャリでいざ出発。 

日当たりの悪い道は一昨日の雪で路面が凍って

いて、２１段ギア（前輪３段、後輪７段）のマイ

チャリもノロノロ運転、集合場所に着いた時には

手が寒さで凍ったようでした。 

さて、今日の作業は根戸城址の鬱蒼と生い茂った丌要の樹木の伐採とその片

付けなどの樹林管理。作業はチェンソーやノコギリで樹木を切る人と、切った

樹木を所定の場所に運ぶ人に分かれての分担作業。 

私は張り切ってノコギリを持って茂みへ、しかし初めての体験でどう作業し

ていいのか分からず、先輩に教わりながら丌要の樹木を選別してノコギリでギ

コギコ。斜面地のため気を緩めると足元がズズッと滑り落ち、また次の木に移

る時、足に「つる」が絡み倒れそうになって、とっさに近くの木にしがみ付き、

なんとか転倒を防いだ等など。 

休憩後は運搬役に変更。切り落とされた枝を集めて所定の場所にオイショ、

オイショと運び歩数を稼ぎました…私は健康管理として１日１万歩を目標とし

て、昨年は 1 年間で４，７４８、０４９歩（１３，００８歩/日）を歩き目標を

達成！ 

作業が全て終わった時には、全身汗でビショビショでした。下着はもちろん

帽子のつばからも汗がタラタラ、朝の寒さはどこへ？…帰って体重計に乗るの

が楽しみに・・・。 

そして作業跡を見渡してその風景に、「達成感」と「充実感」で心は満ち溢れ

ました。全員が協力し一つになって力を出し合い成し遂げた満足感は倍増です。 

また、里山は人の管理が如何に重要かとつくづく感じました。 

今日のトラスト活動も満足感で一杯！…筋肉痛は明日かな？明後日かな？ 

（桐石） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

編集･発行 手賀沼トラスト事務局 〒270‐1168 我孫子市根戸 1349 

℡℡０９０－６４９９-０１８９  E-mail：teganuma-t@mail.goo.ne.jp 

 ホームページ http://www.geocities.jp/teganuma_trust/ 

ブログ http://blog.goo.ne.jp/teganuma-trust/ 

参加者(2月 3日)：遠藤織太郎・坂本昭二郎、吉田三千彦、大森正、湯原清、寺田太郎 

荷見睦子、星野洋子、坂巻宗男、川瀬邦子、桐石二男、脇山宗作、小林浩子、高瀬正三郎 

鈴木健弘(計 15名) 

参加者(1月 17日)：荷見睦子、坂巻宗男、柴本三弘・法子、桐石二男、浅妻正、原勇一 

吉田三千彦、國方幸生、原田泰夫、大森正、遠藤織太郎、田原彰治、寺田太郎、鴫谷潤 

原田経子、高瀬正三郎、脇山宗作、平井幸夫、一色有喜(計 22名) 
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