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遠藤織太郎理事長逝去 
 
遠藤織太郎理事長が、薬石効なく逝去されました。ご冥

福をお祈りいたします。 

理事長は、軽い脳梗塞ということで 5 月に慈恵医大柏病

院に入院、リハビリテーション病院を経て退院後、自宅で

療養をつづけておられましたが、回復せず、奥様に見守ら

れながら 10 月 22 日(金)午前 5 時 3 分、亡くなられまし

た。享年 87 歳でした。 

ご遺族のご意向でトラスト会員の葬儀への参列は最小

限にしましたが、トラストを代表して事務局長富沢が 28

日の告別式に参列しました。当会顧問で、遠藤先生の愛弟

子小松崎茨城大学教授が弔辞を捧げました。星野市長から

の弔電も披露されました。 

花で埋めつくされたお棺には、トラストのグリーンのベスト

と稲穂が収められていました。私がお見舞いに伺ったとき、別

れ際に「トラストをどうかよろしく頼みます」とおっしゃった

先生の言葉が忘れられません。 

火葬場にむかう先生のお棺を、50 人以上の会員がトラスト

駐車場でお見送りしました。先生、長い間ほんとうにありがと

うございました。どうぞ安らかにお休みください。（富沢） 

 

 

遠藤洋子さん（理事長の奥様）からのお手紙 
 

トラストの皆さま 

 この度は夫の葬儀にはコロナでいろい

ろ制約があり、皆さまにご会葬していた

だけなく、大変失礼いたしました。 

 しかし、火葬場へ向かう途中、夫が一

番大好きなトラストの畑や田んぼを回っ

て頂き、おおぜいの皆さまに心こもった

見送りをして頂き、夫はみなさまに会え

てどんなにか嬉しかったと思います。バ

スの中の家族、親戚一同も感涙し、号泣

していました。ほんとうにありがとうご

ざいました。 

入院中もいつもトラストのことを気にかけて、稲の生育はどうか？ 作物はどうなっているか

と気にしていました。 

 かかし祭りには元気になって皆さまに会いたいと念じていました。リハビリの理学療法士の方

がビックリするくらい歩けるように頑張っていたそうです。しかし８月退院後、まもなく、また

入院することになりました。 

 丁度、全国的にコロナ患者拡大で、病室確保に協力して下さいと、病状回復しないまま、本人 
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の強い希望もあり、自宅療養になりました。自宅

でゆっくり回復に向けて努めておりましたが、皆

さまにたくさんの応援を頂きながらも残念ながら

介護のかいなく、１０月２２日亡くなりました。 

 期せずして、亡くなる１０日前に「山崎記念農

業賞」を「手賀沼トラスト」として受賞できたこ

とは２５年間の手賀沼トラスト活動が高い評価を

受けたと「これからのトラスト活動の励みにな

る」ととても喜んでいました。 

 皆さまには活動を通していろいろな面で大変お

世話になり、皆さまとご一緒に活動できましたこ

とは最高の喜び、楽しみだったと思います。厚く御礼申し上げます。落ち着きましたら、私はま

たトラスト活動に参加させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。 

遠藤洋子 

                                                                                    

山崎記念農業賞を受賞しました 

 

山崎農業研究所は、1974年に故山崎不二夫東大名誉教授を中心に､農学の研究者､技術者､教師､

農業改良普及員､農業者､ジャーナリストなど幅広い人たちが集まって｢農業･農村に関する調査研

究を行い､また研究､調査を援助し､それによって日本の

農業の発展に役立つこと｣を目的に創設されました。 

毎年、「現場での優れた実践や調査研究の個人あるい

は団体に対する表彰」をおこなっていますが、今年度

は手賀沼トラストが選ばれました。 

遠藤先生は病躯にムチ打って正装で 10月 11日の授

賞式に臨まれました。逝去の 11日前です。 

遠藤先生の体調を慮って、授賞式を早め、理事長の

自宅まで出向いてくださった山路所長、佐々木幹事に

深く感謝いたします。ありがとうございました。 

 

 
  

表彰状 千葉県我孫子市 ＮＰＯ法人手賀沼トラスト殿 

 

あなたがたは手賀沼周辺の環境・景観を守るために、里山、荒廃農地、水辺環境の再生・保全

活動を実践することに加えて、史跡を保全しつつ市民とのふれあいの場を提供し、養蜂やハー

ブ栽培等も含めた幅広い「農」に取り組んでいます。里山農教室で有機農業の体験と実践をお

こない後継者を育て、子ども部会で次世代への継承も行っています。これらの活動は、自然と

共生する豊かで潤いのある地域づくりを実現しており、持続的里山保全および地域づくり活動

のモデルと評価できます 

ここに、さらなる発展を祈念し、第四十五回山崎記念農業賞を贈ります。 

 

二〇二一年十月十一日  山崎農業研究所 所長 山路永司 
 

新理事長について 
遠藤理事長の逝去にともない、10 月 31 日、理事会の互選で富澤崇理事を新理事長に選出し

ました。富澤理事は事務局長をつとめていましたが、事務局長という役職を解除し、理事長と

して事務局を統括することになりました。富澤理事長の任期は 11 月 1 日からです。 
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１１・１２月の活動予定 

ソバ祭りについて 
ソバ祭りをトラスト会員だけで実施します。密を避けるために、20 日(土)は子ども部会、21

日(日)はトラスト会員・農教室受講者と二日にわたってやります。いずれも 8 時半開始です。 

 21 日の大人の部は 3 班に分けます。8 時半～10 時：農教室Ａチーム、10 時～11 時半：農教

室Ｂチーム、11 時半～13 時：農教室Ｃチームです。 

 農教室以外のトラスト会員はどの時間帯に参加したいか、必ずメールか電話で富沢までお知

らせください。        富沢（090-2234-5610、takashifumiko@kvd.biglobe.ne.jp） 

 ただし、今後の感染状況次第で中止・変更することもあります。ご了承ください。 

 なお、餅つき大会も実施の方向で検討しています。 

11 3 水 9:00 ～ 12:00 子ども部会 日暮会場 わら細工、無煙炭化器

11 7 日 8:30 ～ 12:00 定例活動 各所 第2駐車場除草他、状況次第

11 13 土 8:30 ～ 12:00 里山農教室 日暮会場 サトイモ収穫、暗渠清掃

11 13 土 13:00 ～ 14:00 ハーブ部会 日暮会場 ハーブ圃場管理

11 20 土 8:30 ～ 12:00
里山農教室
子ども部会

日暮会場 　子ども部会　そば祭り

11 21 日 8:30 ～ 13:00 里山農教室 日暮会場 　大人部会　そば祭り

11 21 日 8:30 ～ 12:00 特別コース 日暮会場 サトイモ品評会

11 21 日 13:00 ～ 15:00 養蜂部会 日暮会場 蜂場管理

11 25 木 9:00 ～ 12:00 竹教室 日暮会場 竹教室

11 27 土 8:30 ～ 12:00 里山農教室 日暮会場 里山保全（花蓮池除草）、大根・レタス収穫

11 28 日 13:00 ～ 15:00 理事会 けやき10階 定例理事会

11 未定 遊休農地 各圃場 圃場周囲除草、畝間除草

11 未定 遊休農地 西アート圃場 ロータリ耕、菜の花播種

12 4 土 8:30 ～ 12:00 里山農教室 日暮会場 修了式、遠藤理事長を偲ぶ会

12 5 日 8:30 ～ 12:00 定例活動 各所 状況次第

12 11 土 13:00 ～ 15:00 特別コース アビスタ 例会

12 18 土 8:30 ～ 12:00 イベント 日暮会場 餅つき大会（予定）

12 18 土 13:00 ～ 15:00 養蜂部会 日暮会場 蜂場管理

12 19 日 8:30 ～ 12:00 定例活動 各所 年末大掃除(道具手入れ他）

12 23 木 9:00 ～ 12:00 竹教室 日暮会場 竹教室

12 未定 遊休農地 各圃場 圃場周囲除草

12 未定 遊休農地 宮前沼田圃 東側アート圃場を田んぼに転換

mailto:takashifumiko@kvd.biglobe.ne.jp


4 

 

 

 

 

 

 

 

 

実りの秋、収穫はやっぱり楽しい！ 

サツマイモもラッカセイも豊作でした。 

作物担当の方、お疲れ様でした。 

 

１０月の活動報告 

遠藤理事長を偲ぶ会 
12月 4日の修了式に遠藤理事長を偲ぶ会を併催します。農教室修了証書授与後、遺影を前に

理事長との楽しい思い出などを何人かの方に紹介していただきます。農教室受講者以外のトラ

スト会員の方もご参加ください。 

発行責任者 富沢 崇              

事務所：我孫子市白山 2-13-5（℡:04-7182-0387）  自宅：我孫子市根戸新田 135-3（℡:090-2234-5610） 

e-mail：info@teganuma-trust.jp    ホームページ：http://teganuma-trust.jp/ 

10 3 日 8:30 ～ 12:00 定例活動 各所
第2駐車場除草、トンネル下清掃
集会場北面草刈り、納屋の屋根掃除
暗渠清掃、柘植枝落とし

24名

10 3 日 14:00 ～ 15:40 理事会 けやき10階 定例理事会（9月分） 10名

10 8 金 9:00 ～ 11:00 遊休農地 船戸圃場 馬糞堆肥&発酵鶏糞散布、ロータリ耕 10名

10 8 金 9:00 ～ 10:30 遊休農地 花和下圃場 苦土石灰散布、ロータリ耕 3名

10 8 金 11:00 ～ 12:00 遊休農地 西アート圃場 発酵鶏糞散布、圃場周囲除草 10名

10 9 土 8:30 ～ 12:00 里山農教室 日暮会場 落花生収穫、圃場管理
大人部会：75 名
子ども部会：大人 19 子ども 21 名

10 9 土 11:45 ～ 13:00 ハーブ部会 日暮会場 ニンニク植付け 10名

10 15 金 13:00 ～ 16:00 遊休農地 花和下圃場 馬糞堆肥&発酵鶏糞散布、ロータリ耕 2名

10 16 土 8:30 ～ 12:00 里山農教室 日暮会場 サツマイモ収穫、ニンニク植付け、圃場管理
大人部会：７４名
子ども部会：大人２０、子ども３８名

10 16 土 11:30 ～ 13:00 ハーブ部会 日暮会場 種まき、植え付け 12名

10 16 土 13:00 ～ 15:00 養蜂部会 日暮会場 蜂場管理、採蜜 21名

10 21 木 13:00 ～ 15:30 遊休農地 船戸圃場 播種前ロータリ耕 1名

10 23 土 9:00 ～ 15:00
里山農教室

こども部会
日暮会場 ニンジン間引き、城址枯れ枝拾い、無煙炭化器 大人１１，子ども18名

10 24 日 12:30 ～ 15:00 遊休農地 船戸圃場 菜の花播種 1名

10 25 月 9:30 ～ 11:30 遊休農地 花和下圃場 菜の花播種 1名

10 28 木 9:00 ～ 12:00 竹教室 日暮会場 竹教室 6名

10 30 土 8:30 ～ 12:00 里山農教室 日暮会場 圃場管理、暗渠清掃 67名

10 30 土 13:00 ～ 15:00 特別コース 日暮会場 例会 8名

10 31 日 13:00 ～ 15:00 理事会 けやき10階 定例理事会 10名


