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発行者 まちだ結の里 広報

第21号

2021年02月8日

6 月からの活動を時系列で記載していきます。

１）5 月 20（水）代掻き・他

トトキ谷戸（畔の草刈り、畔切、畔付け）、本谷戸（代掻き）、竹林追肥、植物保護、ジャガイモ防虫、

コナラ植林回り草刈り（萌芽更新林）

サイハイラン フタリスズカ カルガモ

２）5 月 23（土）代掻き・他

トトキ谷戸（畔の草片付け、畔切、畔付け）、本谷戸（代掻き、田の凹凸直し、畔の盛土）、ジャガイモ

追肥
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ゴマダラオトシブミ

３）5 月 27（水）代掻き・他

トトキ谷戸（代掻き 人力 or 機械）、本谷戸（代掻き 人力 or 機械、草取り、畔草刈り ）、花暦、ホ

ダ場通路草刈り、ジャガイモ畑防虫 竹酢液散布

14 年たっても出てきた一升瓶、ちょっと怖い

４）5 月 30（土）温床作り、他

本谷戸（代掻き 機械、畔の補修）、トトキ谷戸（水口補修 ）、ジャガイモ畑防虫、ネギ畑の草取り、

お茶の木の根元の草刈り

ネギ畑の草取り、カボチャの芽かき、草取り、中央通路のセイタカアワダチソウの除去

第二梅林 梅の収穫 53kg
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コアジサイ ヤマサナエ モモグロハナカミキリ オニグルミ

５）6 月 8（水）草刈り・他

トトキ谷戸（田んぼの漏水防止、水口の補修）、畑の耕うん（大豆畑）、ジャガイモ畑の防虫 虫取り、

竹酢液散布、萌芽更新林の草刈り、梅の収穫、八つ頭の植え付け、

麦の刈り取り 3列 バインダー刈＋手刈り→ハザカケ

炭小屋周辺の草刈り、畑周辺の草刈り、セイタカアワダチソウの除去（中央通路）

６）6 月 6（土）代掻き・他

本谷戸・トトキ谷戸 代掻き仕上げ、麦の刈り取り、ジャガイモ畑の虫取り
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本谷戸・トトキ谷戸代掻き仕上げ（機械・人力）凹凸の修正、草取り

麦の刈り取り バインダー刈、鉄製ウマ運搬・組立 て、ハザカケ

田んぼの中の杭抜き、運搬機で引く シオカラトンボ

７）6 月 10（水）田植え・他

本谷戸田植え

苗取り（下段より）、束ねる、線引き（ガジ棒使用）30ｃｍ間隔 田植え

田植え終了→N-3・4・5・6・7・8・9・10 残り＝N-1・2・10 及 トトキ

？？？何かの卵

８）6 月 12（金）田んぼ・他

・田んぼの水抜き（田植え前の田んぼの水抜き）

・昨日の強風で倒壊したハザカケを再組立して麦の束を掛け直す

・炭小屋周辺の草刈り

明日 13 日(土)の田植えは中止、14 日(日)に順延

日本気象協会の予報では明日は雨の予報です。

一時間当たりの降水量も、朝８時には２㎜/ｈ、10 時は３㎜/ｈ、12 時は５㎜/ｈとなっています。

雨の中の田植え作業はかなり厳しいと思われます。

ですので、明日の田植えは無理をせず中止とし、明後日 14 日(日)に順延。

14 日(日）の田植えは朝８時 45 分からです。

ただ、ガジ棒での線引きは 30 分前 8 時 15 分位からお願いいたします。

都合の付かない方はいつも通りの時間からの参加でも大丈夫です。

よろしくお願いいたします。
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９）6 月 14（日）田植え

苗取り、束ねる

線引き（ガジ棒使用）30ｃｍ間隔

田植え（本谷戸→トトキ谷戸→古代米の順で）

田植えの終了した田んぼは水を張る

※古代米を含め田植えはすべて終了、お疲れ様～。

１０） 6 月 17（水）麦脱穀・他

田んぼ 苗の捕植 水路の補修、小麦の脱穀、花暦、梅の収穫

田んぼ 苗の補植、植えた苗の直し、水張管理

水路の補修 大雨等で洗堀された水路を杭・板で補修整備

小麦の脱穀 脱穀機は炭小屋から運搬 天日干しの小麦を脱穀し、袋詰めし、計量する

麦殻は薩摩芋畑に散布し耕うん 脱穀機は炭小屋に収納

梅の収穫 第三梅林の収穫・・・・・23.0ｋｇ

カボチャのパオパオ撤去

オカトラノオ ホタルブクロ ウマノスズクサ

１１） 6 月 20（土）薩摩芋植付・他

サツマイモ植え付け、水路の補修、苗の補植、苗の直し、田の草取り
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サツマイモ植え付け 畝作り→植え付け（紅アズマ 200 本、紅はるか 200 本）

水路の補修 大雨等で洗堀された水路を杭・板で補修整備

苗の補植、苗の直し

大豆畑の耕うん→畝作り→大豆の播種（8 畝） 里芋畑の草取り

胡麻畑の間引き、草取り 草刈り（犬桜周辺）

１２） 6 月 24（木）水路補修・他

水路の補修、草刈り（畑、犬桜周辺）、植物保護、除去、草取り（胡麻畑、里芋畑）、安納芋植え付け

水路の補修 大雨等で洗堀された水路を杭・板で補修整備 水場として完成

草刈り（畑横及び休憩所斜面、犬桜広場、斜路）

植物保護 除去（ヘラオオバコ草）

草取り（胡麻畑、里芋畑） 胡麻畑の間引き草取り、里芋畑草取り

安納芋植え付け 10 本

ネムノキ トモエソウ

１３） 6 月 27（土）草取り・他

田の草取り、コナラ植林廻り草刈り、カボチャの養生・お茶の木のつる切、孟宗竹林調査、みどり米の

播種
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田の草取り 上流側田んぼより、除草機 5 台＋人力

コナラ植林廻り草刈り

カボチャの養生・お茶の木のつる切 カボチャの実の下にトレイ・麦わらを敷いて養生する

お茶の木に絡みついているツルを除去（第三梅林）

みどり米の播種 下の池の横に田んぼ（約 1.0ｍ2）を作り、みどり米約 30 粒を播種

お茶の木のつる切 お茶の木に絡みついているツルを除去（第三梅林）

１４） 7 月 1（水）雨

１５） 7 月 4（土）田んぼの除草、草刈り

田んぼの除草、梅林の草刈り、黒豆の播種、田んぼの除草（除草機と手作業にて）

第一梅林の草刈り 第ニ梅林の草刈り

田んぼ周りの草刈り

黒豆の播種 (一番奥の畑）黒豆播種作業終了・15 畝播種予定中、8 畝播種

1 条蒔き・1 畝（50 ㎝間隔 2 粒×１８．約 290 粒播種）
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１６） 7 月 5（日）植物観察会

観 察 順 路 （ 午 前 中 ） と と き 谷 戸 → 入 口 池 回 り → 本 谷 戸 山 側 → イ ヌ ザ ク ラ 池 →

中央通路→イヌザクラ広場→ホダ場→真竹林→杉林入口

特記事項 予報に反し午前中から雨が降り出しました

イトトリゲモ田んぼに多数 チダケサシ、アキノタムラソウ、ミソハギ開花中

紅色の濃さの異なるネムノキが本谷戸まわりに開花 本谷戸最上部てびにヨシノボリ生息

ムカゴサイシンの葉がみられない

立派な真竹が伸びてきている・・真竹林の再生期待 トモエソウ、イヌゴマ、ヤブミョウガ開花中

どこかのカブスカウト 10 名くらいと付き添いが田んぼの畔に入っていました

チダケサシ アキノタムラソウ ヒヨドリバナ ネムノキ

ミソハギ アキアカネ ツルニンジン ヒメヤブラン
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ヤブカンゾウ ウマノスズクサ イヌゴマ トモエソウ 写真 穴水

１７） 7 月 8（水）草刈り・他

田んぼの見回り、草刈り、草取り、畑及び周辺、黒豆の播種

畑及び周辺（畑⑧に収穫モレになっていた里芋を畑⑥に移植１畝作成

黒豆の播種(畑⑨に 4 日の 8 畝に続き８畝播種・合計１６畝）

大豆の補植（発芽せず+根切り虫被害）－約 1/3) 大豆畑の雑草除去

カボチャの収穫（50 個ほど実を付けています。お一人１～2 個程度までお持ち

帰り可能です。参加された日にご自分で収穫してください）

天候の悪い日が続き、予定の作業が遅れ気味です。11 日（土）は、じゃがいもの収穫を予定しています。

雨天でなければ、多数の会員のご参加をお願いします。

１８） 7 月 11（土）ジャガイモ収穫・他

ジャガイモの収穫、田の草取り、その他、畑

全員でジャガイモの収穫（メークイン、ダンシャク、アンデスレッド）スコップ、マンガ等で芋を掘り

出し品種毎に集積し計量クラブハウスに運搬

収穫量 メークイン 54.0 ダンシャク 34.0 アンデスレッド 53.0

計 141.0

田の草取り 田の見回り管理、草取り（除草機 3台使用）

中央通路の草刈り 胡麻畑の間引き、草取り のらぼうの脱穀（種取り） ネギ畑の草取り、土寄せ

八つ頭畑の草取り 大豆畑の草取り カボチャ畑の養生（麦わら敷き均し）、草取り

写真 福原
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写真 中尾博

１９） 7 月 15（水）草刈り・他

里芋畑の草取り、田の草取り、中央通路の草刈り、竹林の草刈り、植物保護

田の見回り管理、草取り（除草機使用）

中央通路の草刈り 炭小屋付近から小野路側 キウイの棚付近から見晴らしベンチ付近

竹林の草刈り 孟宗竹林広場付近

植物保護 支柱（白）マーキング

クロムヨウラン

２０） 7 月 18（土）雨

緑米
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クロムヨウラン

２１） 7 月 22（水）田んぼの除草、草刈り・他

田んぼの除草、畑の草取り、通路等の草刈り、じゃがいもの分配

田んぼの除草（本谷戸、手作業にて トトキ谷戸、手作業にて）

畑の草取り 士見台と北通路の草刈り

カボチャの収穫 富士見台と北通路の草刈り

朝礼時に、雪下さんからジャガイモの防虫についての話がありました。

今年は 5 回に渡り竹酢液の散布を行ったが、散布直後でも成虫が観察されるケースもあった。草木灰の

散布も提案されたが、光合成を妨げるかもしれないとの懸念から実施しなかった。来年は、2 回の竹酢液

の散布のするとか、草木灰との組み合わせなどを検討してはと考えているとの報告がありました。

カラスアゲハ？ 大豆の芽を食べられている

２２） 7 月 25（土）田んぼの除草・他

田んぼの除草、炭小屋付近の草刈り、かぼちゃの収穫

雨も激しく降り始めたので、クラブハウス付近で何となく打ち合わせ後、各自作業へ取り掛かりました。

田んぼの除草（除草機と手作業にて） 炭小屋付近の草刈り（刈払い機 3 台） かぼちゃの収穫（103

個、大中小）
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アキカラマツ

２３） 7 月 29（水）草刈り・他

田んぼの水路補修、草刈り、大豆畑に防護網設置（ウサギ対策）、草刈り（畑の最奥部）、花暦

田んぼの水路補修、草刈り 田んぼの管理、水路の補修、畔の草刈り

大豆畑に防護網設置（ウサギ対策） 大豆畑、黒豆畑の草取り

草刈り（畑の萱エリアの奥、斜面含む） 里芋畑の草取り（耕運機）

草刈り（畑の萱エリアの奥、斜面含む）

キンカン

２４） 8 月 1（土）草刈り・他

小麦の天日干し、畦の草刈り、水路回り（田んぼ下側）の草刈り（手刈り）、ホダ場整備、

精舎学園へ カボチャ提供

小麦の天日干し（クラブハウス駐車場にて）

畦の草刈り及び周辺 本谷戸、トトキ谷戸→終了 水路回り（田んぼ下側）の草刈り（手刈り）

ホダ場整備 ホダ木の雑菌そぎ取り

畑に糠散布 カボチャ畑のツル撤去 犬桜最奥斜面の草刈り 黒豆畑の囲い設置

畑周辺の草刈り

梅雨明けに伴う熱中症対策の為作業は午前中で終了
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２５） 8 月 5（水）苗代作り・他

田の塗り干し、畔の枯草の集積、黒豆畑のネット設置（ウサギ除け）、植物保護、畑回りの草刈り

椎茸ホダ木の本伏せ

田の塗り干し（水抜き）、刈り取った畔の枯草集積・運搬（堆肥所へ）

黒豆畑のネット設置（ウサギ除けネットの囲い） 植物保護

畑回り、犬桜広場の草刈り サツマイモ畑の草取り 椎茸ホダ木の本伏せ

コバノカモメズル ウマノスズクサ

２６） 8 月 8（土）稲草刈り・他

田の管理、塗り干し、草取り（薩摩芋畑、里芋畑）、草刈り（栗林斜面、犬桜周辺）

黒豆畑の土寄せ 水路沿い、畑の通路、池の周り、ほだじょう

アライグマの足跡

２７） 8 月 12（水）草刈り・他

田の管理、サツマイモ追肥、草刈り（栗林斜面）、植物保護

田の管理（水入れ、テビ整備） サツマイモ追肥 からみ大根播種 里芋畑草取り 草刈り（栗

林斜面、ホダ場手前池周辺）
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ツリガネニンジン

スズメバチ

２８） 8 月 19（水）田及び畑管理・他

田の管理、点検、水路整備（橋掛け）、畑の草取り、草刈り、植物保護

田の管理、点検 水路整備（橋掛け）伐採木を加工して使用

畑の草取り 里芋畑の草取り、ネギ畑の草取り、土寄せ 草刈り（栗林、第三梅林、散策路斜面）

植物保護（リンドウ）草刈り（手刈り）

２９） 8 月 22（土）田及び畑管理・他

田の管理、点検、水路整備（橋掛け）、畑の草取り、草刈り（萌芽更新林下草）、下の池回り整備

田の管理、点検 水路整備（橋掛け）伐採木を加工して使用

畑の草取り 里芋畑の草取り、大豆畑の草取り、胡麻畑の草取り

草刈り（萌芽更新林下草） 下の池回り整備（土均し）

運営会議
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３０） 8 月 26（水）田及び畑管理・他

田の水回り管理、畑の草取り、ネギの追肥、草刈り（中央通路斜面）

田の管理、点検 大豆畑、里芋畑、胡麻畑の草取り 耕うん ネギの追肥

草刈り（中央通路斜面 2 カ所）

ナラ枯れ ナラ枯れ

３１） 8 月 29（土）田及び畑管理・他

田の管理、畔の穴埋、耕うん、肥料混合、ジャガイモ、大根種まき準備

草刈り（第一梅林、第二梅林、孟宗竹林東散策路）、ホダ場整備

雑草除去 下の池周辺のセイタカアワダチ草除去

３２） 9 月 2（水）じゃがいも植え付け、草刈り・他

田んぼの水回り点検、ジャガイモ植え付け、ダイコンの種まき、花暦調査、炭小屋周りの草刈り

点検が終わったシュレッダーの納品が 11時にあり、谷合三郎さんへの香典、木炭の試用報告

田んぼの水回り点検。刈り取り後の草をたい肥小屋に。ジャガイモ植え付け、ダイコンの種まき、ゴマ

畑の草取り、畑の耕運、栗拾い 花暦調査 炭小屋周りの草刈り

谷合三郎さんへの香典 過去に出した谷合さん（東谷戸）への香典を確認し、同等の香典を準備す

ることにした。（田嶋さんが確認予定）

木炭の試用報告 大久保さんから、成瀬の焼肉店から 4 つの理由から利用出来ないとの回答が

あったことが報告された。

１）300 円/Kg の値段が高すぎる。

２）火力が弱い。

３）パチパチという音と火花が出る。

４）七輪で使うには、裁断が必要であり、裁断すると細かく割れた。
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ツルニンジン オオトリノフンダマシの卵嚢

３３） 9 月 5（土）ベンチ改修・他

田の畦周りの点検、畑の草取り、ベンチの改修

漏水している畔穴の埋め 水路沿いの草刈り（人力） 畑の草取り

大豆畑の草取り、薩摩芋のツル返し 周辺の草刈り

ベンチの改修 北通路の朽ち果てたベンチ撤去し、新しいベンチを設置 周辺の草刈り

苗代後の畑の草取り

３４） 9 月 9（水）草刈り・他

田の管理、畔の草刈り、北通路草刈り、畑の草取り、ニンジン播種、胡麻の収穫、集水井戸堀

トトキ、本谷戸の畦草刈り 田の管理 北通路草刈り（ベンチ南側） 薩摩芋の草取り、

ニンジン播種 胡麻の収穫、脱穀 畑通路の草刈り 苗代後の畑の草取り

集水井戸堀（犬桜付近の草刈り、井戸堀

タヌキマメ
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３５） 9 月 12（土）草刈り・他

田の管理、畔の草刈り、畑の草取り、ナラ枯れ状況の下調査

トトキ、本谷戸の畦草刈り 田の管理 畑通路の草刈り 栗林の下の畑周辺の草刈り

ナラ枯れ状況の下調査 （北通路→南通路→中央通路→第二梅林上→カタクリの林）

ナラ枯れは兆候がある木を含めると、奈良ばい全体（他の管理区域も含む） で 70ー100 本ほどあると思

います。

オモダカ コナギ アマガエル

３６） 9 月 16（水）草刈り・他

田の水抜き、畔草刈りごの片付け、水路沿いの草刈り、畑の耕うん（のらぼう畑）、草刈り、草取り、花

暦、集水井戸堀、お茶の下草刈り

田の管理 田の水抜き、水路沿いの草刈り 畦の草刈り後の片付け（枯草を堆肥舎に移動） 苗

代の後にフスマを散布

斜面の畑の耕うん（のらぼう畑） ネギ、しし唐の草取り、土寄せ 畑周辺の草刈り

花暦 集水井戸堀 お茶の下草刈り

３７） 9 月 19（土）草刈り・他

田の水抜き、水路沿いの草刈り、ハザカケ用の竹（ストック）調査、畑の耕うん（斜面のらぼう畑）、草

刈り、集水井戸堀、中央通路奥の草刈り、真竹林の草刈り

運営会議（12 時 45 分～ねむの木休憩所にて）
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田の管理 田の水抜き、水路沿いの草刈り ハザカケ用の竹（ストック）調査

畑の耕うん（斜面のらぼう畑） 薩摩芋畑のツル返し 畑の周辺の草刈り

集水井戸堀 中央通路奥の草刈り 真竹林の草刈り ハザカケ用の真竹調査

３８） 9 月 23（水）草刈り・他

田の管理、ハザカケ用の竹の在庫調査、草刈り（中央通路）、栗拾い

田の管理 ハザカケ用の竹の在庫調査 （使用可能な竹）

草刈り（中央通路の第三梅林付近） 栗拾い 野菜（苗）の植え付け

３９） 9 月 26（土）野菜の播種・他 野菜の播種、耕運機入荷

野菜の播種（斜面畑） 数種類（のらぼう、チンゲン菜、水菜、他）の野菜の播種 野菜の植え替え

耕運機入荷 農協より入荷した耕運機の取り扱い説明を受ける

田んぼの管理（水口整備） 雨がやまない為、午前中で終了

タコノアシ


