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5月からの活動を時系列で記載していきます。 

１） 5 月 1（土）そばの種蒔き、他 

仮払い機初心者講習、ジャガイモの害虫駆除、そば畑（栗林の下の斜面）の耕起＆そばの種蒔き（北海

道余市産）、ノラボウの撤去 ⇒ ゴールデンウイーク後まで延期、ロケハン（テレビ朝日）の案内福原

さん、植物保護用の支柱のペンキ塗り＆支柱の設置 

茶摘みで収穫した茶葉（約８KG）が里山交流会館で製茶され結の里用として約８００Gを届けていただき

ました。（＋粉茶） 

追加作業  製茶を会員配布用に小分けにする 

玉ねぎの収穫（約１７０個）を収穫 ⇒ 約７５個（約２２KG）を精舎学園に届ける（原さん、神林さ

ん） 
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２） 5 月 5（水）植物観察会、他 

植物観察会＆ナラ枯れの調査、ジャガイモの害虫駆除、稲の苗の生育状況の調査 

植物観察会＆ナラ枯れの調査（講師：岡山さん、鶴岡さん、中尾博さん、樋渡さん）、全員参加で、ねむ

の木広場周辺・中央通路周辺の保護植物を観察しながら、イヌザクラ広場まで移動し堆肥舎上のナラ枯

れの木の状況説明 

ジャガイモの害虫駆除、全員参加で、害虫駆除と併せ芽かきを行う 

稲の苗の生育状況の調査、不織布の一部を開け苗の生育状況を調べる 

 

追加作業    玉ねぎの収穫（約１５０個）、田んぼ周辺の水路の整備 

    

   レンリソウ 

 

３） 5 月 8（土）田植えの準備、他 

田植えの準備（畔切り、畔寄せ、畔塗り）、田植えの準備（田んぼの耕起）、ジャガイモの追肥＆土寄せ、

里芋用畑の耕起 

稲の苗の生育状況の説明、早苗饗用に用意してあるもち米は最近入会された方に配布予定（早苗饗の開

催は困難との判断のため） 

水路より田んぼに水を引く  畔切り、畔寄せ、畔塗りの説明＆実地指導（By:：永井さん、穴水さん、

鶴岡さん）  上の３枚の田んぼの畔切り、畔寄せ、畔塗り、が完了 

里芋用畑の耕起  イヌザクラ広場奥及び山際の畑を耕運機で耕起 

追加作業   草刈り（ねむの木広場、他）、野菜の収穫、草刈り（第三梅林横の畑周辺、他） 
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レンリソウ  サイハイラン コバノタツナミソウ？ マユミ 

 

４） 5 月 12（水）里芋の植え付け、他 

田植えの準備（畔切り、畔寄せ、畔塗り）、田植えの準備（田んぼの耕起）、里芋の植え付け、花暦調査 

畔切り、畔寄せ、畔塗りの説明＆実地指導（By:：樋渡さん、永井さん、穴水さん） 

田んぼ内の水回りの整備＆畔の高さの調整、田んぼの耕起 耕運機で行う 

里芋の植え付け（室に種芋として保存していた里芋と八ツ頭の掘り出し）、イヌザクラ広場の一番奥の畑

に里芋の植え付け、花暦調査・植物保全、ねむの木広場の刈取り済の草を集め堆肥舎に運ぶ 

ウマノスズクサ保全場所のオギ刈り・支柱立て 

追加作業  玉ねぎの収穫（約１００個） ⇒ 早稲の玉ねぎの収穫は終了 

トトキ谷戸の田んぼの草刈り（仮払い機） ・ ジャガイモの害虫駆除 

    

   

 

５） 5 月 15（土）田植えの準備、他 

田植えの準備（畔切り、畔寄せ、畔塗り） 田んぼ内の水回りの整備 パオパオ外し＆片付け 

畔切り、畔寄せ、畔塗りの説明＆実地指導（By:：鶴岡さん、永井さん、穴水さん） 

稲の苗を覆つていたパオパオを外し片付ける 

野菜苗の植え付け（イヌザクラ広場周辺）、ナス、トマト、カボチャの苗を植える 

カナムグラの除草（下の池の周辺） 

刈った草の片付け ⇒ ねむの木広場の刈り取った草を集め堆肥舎に運ぶ 

追加作業  レンゲの種を取る（来年用） 
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   カワトンボ 

コアジサイ  ナルコユリ 

 

６） 5 月 19（水）野菜の苗の植え付け、他 

田植えの準備（畔塗り）、田んぼの畔の草刈り（トトキ谷戸）、野菜苗の植え付け（イヌザクラ広場周辺） 

植物調査、結の里決算書の監査にかかる打合せ（於：クラブハウス） 

田植えの準備（畔塗り） 一番下の田んぼを中心に行う ⇒ 本谷戸の田んぼの畔塗りは完了 

田んぼの畔の草刈り（トトキ谷戸） 畔に加え田んぼの中（一部）の草刈も行い、中央通路に近い畔の

草は集める。 

野菜苗の植え付け（イヌザクラ広場周辺） ネギの苗の植え付け＆カボチャの苗とサツマイモの苗の追

加植え付け 

植物調査、結の里決算書の監査にかかる打合せ（於：クラブハウス） 

追加作業 グリンピースの収穫（約５KG)、ネムノキ広場（一部）＆上段の苗床の斜面（一部）の草刈り 
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７） 5 月 22（土）田植えの準備、他 

田植えの準備、刈り取った草の片付け、苗代の草取り、トトキ谷戸の田んぼの畔切り、畔寄せ、畔塗り 

刈り取った草の片付け、トトキ谷戸の畔・ねむの木広場の刈り取った草を集め堆肥舎に運ぶ、苗代の草

取り 

追加作業 ねぎの苗の追加植え付け（イヌザクラ広場周辺の畑）、植物調査、萌芽更新林の生育状況の調

査 

    

   写真 中尾博 

    

コアジサイ  カワトンボ？  アオイトトンボ？ サイハイラン 

 

８） 5 月 26（水）代かき、野菜の植え付け、梅の収穫他 

手作業と耕運機を利用した代かき、野菜の収穫、第二梅林での梅の収穫、梅ジュースの仕込み、花暦 

手作業での代かき講習（新規入会者向け） その後手作業での代かきと耕運機を利用した代かき  

梅の収穫 10本の梅の木から 130㎏の梅を収穫 

田極さん剪定の木からの収穫予想コンテスト 実績 15.2kg  当確者 11㎏（福原） 

タマネギの収穫、サツマイモとナスの苗の植え付け、パクチーの畑の草取り、小松菜の収穫 

梅ジュースの仕込み、梅の小分け 

収穫した梅  130 ㎏、梅ジュース 6 ㎏、谷合さんへ 13 ㎏、鰤岡さんへ 5 ㎏ 

 会員向け 106 ㎏ 
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９） 5 月 29（土）代かき、梅の収穫他 

手作業と耕運機（2台）を利用した代かき、第二梅林での梅の収穫、梅ジュースの仕込み、第三梅林での

梅の収穫 

手作業での代かき講習（新規入会者向け）  その後手作業での代かきと耕運機を利用した代かき 

第二梅林での梅の収穫、95㎏  、第三梅林での梅の収穫、16㎏ 

手作業での代かき、梅ジュース仕込み 

収穫した梅 101 ㎏  梅ジュース 5 ㎏、ご近所へ 10㎏、 会員向け 86 ㎏ 

    

    

写真 福原          チャドクガ 

１０） 6月 2（水）代かき、梅の収穫他 

仕上げの代かき、12日の田植えイベント中止によって、9日と 12日に田植えを行う可能性あり 

一番上の田んぼから水路を隔てた場所で陸稲栽培の提案があり、 

賛成・反対の意見が出た。5日の朝礼で再度 y討議予定。植物保全活動、第一梅林での梅の収穫 

耕運機での代かきと仕上げの代かき、第一梅林での梅の収穫、53㎏ 

タマネギとニンニクの収穫、麦刈りの為にバインダー準備、イヌザクラ広場と畑の草刈り 

手作業での代かき、麦刈りと麦架かけ 

収穫した梅 53㎏、精舎児童学園へ、20㎏（角砂糖 5㎏と白砂糖 2㎏と一緒に） 

会員向け 33㎏ 

    



7 

 

  

  イチヤクソウ 

 写真 福原 

 

１１） 6月 5（土）小麦の刈り取り、他 

代掻きの仕上げ、小麦の刈り取り、山つつじの挿し木 

代掻きの仕上げ、水口整備 

耕運機及び人力にて 小麦の刈り取り 追加のハザカケパイプ運搬、組立て、人力及びバインダーにて

刈り取り、麻ひもで結束しハザカケ、落穂ひろいの後、機械耕運 

山つつじの挿し木 

南側通路ベンチ手前付近よりつつじの挿し木（枝）を採取（50本）、採取した枝をプランターに挿し木（ク

ラブハウス裏に仮置き） 

   写真 熊沢 
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  写真 福原 

    

 

１２） 6月 09（水）田植え 

田植え（本谷戸上の田んぼより） 

植え付け位置の線引き （ガジ棒使用） 苗取り（苗取り→束ねて藁にて結束） 田植え（人力） 

植付完了：本谷戸＝7枚/11枚（上より） トトキ谷戸＝2枚/4枚（上より） 

サンコウチョウの声が聴けたのが良かった 

    

    

   

        ホトケドジョウ 

１３） 6月 12（土）田植え 

田植え、本谷戸、トトキ谷戸、古代米、本谷戸 3～4本植え、トトキ谷戸 5本植え 

NHKの撮影（BSプレミアム「新日本風土記」）あり 

田植え（本谷戸、下の田んぼより→トトキ谷戸→古代米）、植え付け位置の線引き （ガジ棒使用） 

苗取り（苗取り→束ねて藁にて結束）、田植え（人力）小さな田んぼで試験的に 1本植え実施 

追加作業：刈残し小麦の刈り取りと雑草刈・サツマイモ畑の準備 
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サギ類の足跡  カモ類の足跡  

 

１４） 6月 16（水）サツマイモの植え付け、小麦の脱穀他 

畑に畝を作り、サツマイモの植え付け、農協で仕入れたベニハルカ、ベニアズマはそれぞれ 200 本（合

計 400本）植え付け、奈良ばいの苗床からベニハルカ、シルクスイートも植え付け 

畑を耕うん、草取りに続きアマカラ唐辛子とタカノツメの植え付け 

小麦の脱穀準備（脱穀機運搬、耕運機移動、袋の準備等）、雨避けのブルーシートを外して、脱穀開始、

午後少人数で脱穀継続   理事会の開催 
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ウマノスズクサ  オカトラノオ  ミズオオバコ 

１５） 6月 19（土）バケツ稲用苗取り、小麦唐箕作業他 

南三小サポーター（五十嵐さん、平田さんの 2名）と共にバケツ稲用の苗取り 

運営会議（議事録は別途作成）、小麦の唐箕作業 

    

  

 

１６） 6月 23（水）田の草取り、ジャガイモ堀、他 

田んぼの草取り、ジャガイモ堀、花暦、紅葉回りの草刈り、井戸整備、刈り取った草の片付け（中央通

路） 

ジャガイモ堀  収穫計量ダンシャク(Aランク）＝65.0ｋｇ、その他＝12.5ｋｇ 

メークイーン＝12.0ｋｇ、アンデスレッド＝14.0ｋｇ、種イモ＝12.5ｋｇ、計＝116.0ｋｇ 

花暦、植えつけた紅葉回りの草刈り、井戸整備（溜まった水のくみ上げ、竹炭の入れ替え） 

刈り取った草の片付け（中央通路）追加：草刈り（そば畑周辺） 

田んぼの草取り（1回目）草取り器使用、本谷戸、トトキ谷戸 
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ウマノスズクサ  

 

１７） 6月 26（土）田の草取り、ジャガイモ堀、他 

田んぼの草取り（草取り指導）、補植、ジャガイモ堀、草刈り（孟宗竹林手前広場）、草刈り（田の畦） 

田んぼの草取り（草取り指導）、草取り器使用、補植、 

本谷戸、トトキ谷戸ジャガイモ堀、草刈り（孟宗竹林手前広場、田の畦、中央道路の刈った草の処理） 

本日収穫計量ダンシャク(Aランク）＝69.5ｋｇ、その他＝12.5ｋｇ  

メークイーン＝197.0ｋｇ、アンデスレッド＝8.5ｋｇ、種イモ＝12.5ｋｇ、 計＝ 287.5ｋｇ 

総合計＝116.0ｋｇ（前回分）＋287.5ＫＧ＝403.5ｋｇ（本日分） 

    

    

 

１８） 6月 30（水）草刈り、他 

田んぼの草刈り、草取り、大豆播種、竹林の草刈り 

田んぼの草刈り、草取り、畔の草刈り、集積  草取り（草取り器使用）、大豆播種、畝作り、大豆の播

種、竹林の草刈り、孟宗竹林、真竹林、 
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１９） 7月 3（土）草の搬入、除草と追肥作業、他 

ジャガイモの泥落とし（小山田小 5 ㎏、図師第三小 22 ㎏）、水曜日に刈り取った田んぼ周りの草をたい

肥小屋へ運搬、畑での除草と追肥作業、田んぼ作業終了 

畑の作業終了、解散  エコライフ町田へ竹炭 30kg搬入（18,000円也） 

   写真 福原 

 万松寺のミズオオバコ 5日小山田小 

 

２０） 7月 7（水）草刈り、他 

田んぼの草取り、蕎麦の収穫、草刈り、中央通路サイドの笹の刈り取り 

田んぼの草取り 草取り（草取り器使用）、蕎麦の収穫 雨の後の為、蕎麦の穂のみ摘み取り 

炭小屋にシートを広げて天日乾燥、 

草刈り 上の池周囲、中の池周囲（定点カメラ設置個所）、畑の周辺、見晴らしベンチ下、中央通路サイ

ドの笹の刈り取り、クラブハウス近くの中央通路の被さっている笹竹の伐採、里芋畑 

追加 植物保全（セイタカアワダチソウの除去など）、薩摩芋畑の畝作り、天日乾燥した蕎麦の収納（炭

小屋） 

    

    



13 

 

トンボソウ 

 

２１） 7月 10（土）草刈り、他 

田んぼの草取り、蕎麦の天日干し、笹竹の粉砕、リンドウ回りの草刈り 精舎学園里山体験 

田んぼの草取り 草取り（草取り器使用）、蕎麦の天日干し、炭小屋にシートを広げて天日乾燥 

笹竹の粉砕 中央通路で刈り取った笹竹の粉砕、リンドウ回りの草刈り 

精舎学園里山体験  散策・薩摩芋の植え付 

追加 蕎麦の脱穀（手もみ）、残りの小麦の脱穀 

    

    

 

 

２２） 7月 11（日）内野講師 植物観察会 

トトキ谷戸上の池にミズオオバコ 1 輪開花、最上部湿地にウナギツカミ確認 アキノウナギツカミとは

別種☆ウナギツカミは奈良ばい保全当初は見られたが久しぶりに出現 

田んぼ全域でシュレーゲルアオガエル・ニホンアマガエル・ニホンアカガエルの赤ちゃん多数生息 

オオシオカラの雌が産卵、スイレンの葉の上にトウキョウダルマガエル 2 匹、冬に整理したスイレンが

また池いっぱいに広がっている、トンボソウ満開、ヤマユリ多数開花、イヌザクラ池周辺 ジョウシュ

ウカモメズル多数開花、ウマノスズクサ満開 ジャコウアゲハの幼虫は確認できず 

トモエソウは株を増やし開花、オニドコロ・ヒメドコロ・イヌゴマ満開、北通路でヤマニガナ確認 

北通路で開花中のコクラン確認 
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ミズオオバコ  ヤマユリ  トモエソウ コクラン 

ハクビシン タヌキ 

 

２３） 7月 14（水）草取り、他 

田んぼの草取り、胡麻の苗の植え付け、奈良枯れの調査、植物保護、草刈り 

田んぼの草取り（草取り器使用）、畔の穴埋め、中央通路切通し付近（カナボグラ刈り取り）、畑周辺、

第三梅林お茶の根元、お茶の木の根元（第一梅林、第二梅林）、すいれん池付近通路、刈り取った草の集 

胡麻の苗の植え付け  奈良枯れの調査 通路を中心に 59本を確認 

植物保護 白杭マーキング 

    

   クロムヨウラン 

ヤマユリ タマゴタケ？不明 
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２４） 7月 17（土）草取り、他 

田んぼの草取り  全員で田んぼの草取り、本谷戸及びトトキ谷戸 

    

  アキカラマツ 

 

２５） 7月 21（水）草取り他 

中央通路の草刈り（⇒北通路より変更）、トトキ谷戸の斜面の草刈り、畑の草刈り 

花暦調査 

    

    

 

２６） 7月 24（土）草取り、他 

畔の穴埋め、薩摩芋畑の草取り、刈り取った草の集積、植林の調査、草刈り、精舎学園の里山体験 

運営会議 

畔の穴埋め 薩摩芋畑の草取り（精舎学園の参加） 

刈り取った草の集積（第三梅林下斜路）（精舎学園の参加）、植林の調査 

草刈り 炭小屋の奥・キウイ棚周辺・富士見台広場 
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２７） 7月 28（水）草取り、他 

畔の穴の修復、トトキ谷戸の畔の草刈り、トトキ谷戸の斜面の草刈り、畑の草取り、今後の草刈り場所

の下見（選定）、保護植物周辺の草刈り 

畔の穴の修復（本谷戸）、トトキ谷戸の畔の草刈り（一部は集め集積場所に運ぶ）、トトキ谷戸の斜面（第

一梅林側）の草刈り（一部は集め集積場所に運ぶ）、畑の草取り（サツマイモの畑、大豆の畑等）、今後

の草刈り場所の下見（選定）、保護植物（トトキ豆等）の周辺の草刈り 

追加 第一梅林の草刈り（一部）、第一梅林斜面（中央通路側の一部）の草刈り（刈り取った草は集積場

所に運ぶ）、第一梅林下の水路周辺の草刈り（刈り取った草は集積場所に運ぶ） 

    

    

   

 

２８） 7月 31（土）草取り、センサーカメラの成果 

田んぼの畔の穴埋め、田んぼ周辺の草片付け、トトキ奥の斜面の草刈り、ニンジンの播種、畑の草片付

け、畑回りの草刈り、鎌研ぎ実習、手刈り実習 

田んぼの畔の穴埋め 田んぼ周辺の草片付け  刈った草の集積 トトキ奥の斜面の草刈り 

ニンジンの播種 ジャガイモ畑の刈り取った草片付け、集積  畑回りの草刈り 

鎌研ぎ実習、手刈り実習 犬桜広場にて鎌研ぎ実習 キウイ棚奥の富士見台広場にて鎌の手刈実習 

ねぎ畑の草取り さつまいも畑の草取り トマト、ナス畑の草取り 茄子の収穫 
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アライグマ  アナグマ  アナグマ  タヌキ 

２９） 8月 4（水）田の中干し、他 

田んぼの中干し、草刈り、畑の草取り、蕎麦の播種、精舎学園の里山体験 

田んぼの中干し（田んぼの土を乾かす） 水口の堰を解いて水を流す テビを作り水を誘導する 

草刈り 第一梅林  畑の草取り（精舎学園） 

大豆畑、薩摩芋畑のつる返し、茄子の収穫、蕎麦の播種、ねむの木広場の苗代畑に播種 

    

    

 

３０） 8月 7（土）草刈り、他 

田の水管理、草刈り、炭の配達、小麦の製粉、蕎麦の製麺 
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草刈り（場所）、畑の奥（荻の草地）、畑の斜面、蕎麦畑（斜面）の回り、富士見台広場、北通路（鉄塔

付近、三叉路）、炭の配達、小麦の製粉、蕎麦の製麺、炭の配達（20ｋｇ）→エコライフ町田、小麦の製

粉、蕎麦の製麺→谷際屋 

    

  コバノギボウシ 

 

３１） 8月 11（水）草刈り、他 

南通路の草刈り、萌芽更新林の草刈り、田んぼの水入れ、花暦調査 

南通路の草刈り、鉄塔周辺の草刈り＆後片付け、萌芽更新林の草刈り、炭焼き小屋周辺の斜面の草刈り

も併せて行う、田んぼの水入れ、中ぼし後の田んぼに水を入れ出口を止める（本谷戸）、花暦調査 

追加 畑作業 ・野菜の収穫（ナス、カボチャ等）・トマトの支柱の修復・畑の草取り 

中央通路の草刈り＆後片付け（炭焼き小屋から富士見台斜面への入口付近） 

    

   タマムシ 

 

３２） 8月 14（土）休み 

３３） 8月 18（水）草刈り、他 

畔の穴の修復（水管理等）、草刈り、畑の草取り、セイタカアワダチソウの除去 

畔の穴の修復（水管理等） 

草刈り・萌芽更新林・萌芽更新林の上の通路（北通路の鉄塔付近まで）＆刈った草の後片付け・中央通

路（炭焼き小屋周辺）＆刈った草の後片付け・イヌザクラ広場奥の草地・第二梅林・炭焼き小屋前広場 

畑の草取り（大豆畑）セイタカアワダチソウの除去（下の池の周辺） 

追加  野菜の収穫（ナス、カボチャ等）、保護植物の観察＆保護用支柱を立て 
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３４） 8月 21（土）草刈り、他 

草刈り箇所  畑の最奥・炭小屋回り・炭小屋手前の斜面・第三梅林・下の池の奥の葦、その他 

野菜の収穫（茄子、唐辛子、カボチャ、早生栗） 

運営会議～13：00 

    

    

 

３５） 8月 25（水）草刈り、他 

田んぼの水管理、水路整備、草刈り（下の池周辺、栗林下及び斜面、畑の最奥、畑回り）、刈り取った草

の焼却、ジャガイモの植え付け、花暦 

追加 草刈り（ホダ場搬入路）、畑の草取り、カボチャの収穫、栗拾い 
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   ホシクサ 

 

３６） 8月 28（土）草刈り、他 

田んぼの水管理、畔の草刈り、枯草（笹を含む刈り取った）の焼却、ジャガイモの植え付け、栗林下（斜

面）の耕うん、柿の実の間引き、枝の支え補強 

ジャガイモの植え付け、（100 個）・・・・ 精舎学園、栗林下（斜面）の刈り取った草の集積、耕うん、

柿木の実の間引き、枝の支え補強 

追加 薩摩芋畑の草取り、カボチャ畑の草刈り、 

野菜の収穫（茄子・カボチャ）・・栗拾い・・・・精舎学園 

 

 

 

３７） 9月 1（水）草刈り、他 

畔の草刈り、田んぼの水管理、畑の草取り、作物植え付けの準備、保護植物周辺の草刈り 

畔の草刈り（本谷戸中心に）  刈った草はの一部は堆肥舎へ、一部は広場に集積 

田んぼの水管理 畑の草取り  作物植え付けの準備  栗林下の斜面を耕起等 

保護植物周辺の草刈り イヌザクラ広場奥の山側の斜面のカタクリ周辺の草刈り 

追加 野菜の収穫（ナス、トマト等） 

午後に NHKが撮影準備の打ち合わせに来訪（穴水さん鶴岡さんが対応予定） 

    

   

 

３８） 9月 4（土）雨で中止 

  ホシクサ 
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３９） 9月 8（水）草刈り、他 

田んぼの刈り草の集積、畔の草刈り、田の水管理他、斜面（畑）の種まき、カボチャ畑の撤去、花暦、

孟宗竹林からの通路の草刈り 

田んぼの刈り草の集積、畔の草刈り、田の水管理他 刈り取った草を集積して堆肥所へ運搬、トトキの

畔の草刈り、本谷戸の残った畔の草刈り、田んぼの管理（水管理、他） 

斜面（畑）の種まき、カボチャ畑の撤去 種まきノラボウ菜、旬菊、小松菜、水菜など 

孟宗竹林からの通路の草刈り  生い茂った通路の草を刈り、散策路を確保した 

追加 畑の搬入路のの草刈り、田んぼの橋の修復（架け替え）、お茶の木の雑草取り（第三梅林）、野菜

の収穫（茄子）、ホダ場の草刈り 

    

    

    

    

マキエハギ  ナンバンギセル  ツルニンジン  ゴマ 

 

４０） 9月 11（土）草刈り、草取り、他 

苗代回りの草刈り、苗代耕うん、畑の草取り、秋植えの準備、中池回りから上の草刈り、折れた栗の木

の片付け、お茶の木のツル取り 

苗代回りの草刈り、苗代耕うん、（雑草防止）、畑の草取り、秋植えの準備、耕うん、秋野菜の畝作り 

中池回りから上の草刈り、キウイ棚の上の折れた栗の木の片付け、お茶の木のツル取り 

薩摩芋はたけの草取り、ネギの土寄せ 

追加 田んぼの畔の補修、水路整備、畑の搬入路斜面下の草刈り、犬桜広場の草刈り 

富士見台近く通路の倒木処理（切断、枝払い、玉切、粉砕 等） 
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４１） 9月 15（水）草刈り、他 

田の水管理、畔の修復、畑周辺の草刈り、市役所とのヒアリング（大龍会館） 

市役所との「みどりの空間の活用促進に向けた検討」の為のヒアリング（大龍会館） 

田の水管理、畔の穴埋め修復 

畑周辺の草刈り、畑の横の水路に沿って、いもり池回りから杉林まで、畑の通路及び周辺 

追加 栗拾い 植物保護 野菜収穫（あまなが唐辛子、ミニトマト、ナス） ホダ場草刈り 

    

    

 

４２） 9月 18（土）中止台風 14号 

 

４３） 9月 22（水）草刈り、他、 

田の水抜き、水路整備、刈り草の片付け、畑の草取り、種まきの準備、植物保全、中央通路の暗渠設置、

キウイの棚調査、炭窯口の調査、炭小屋周辺の草刈り 

田の水抜き、水路整備、刈り草の片付け 刈り取り前の水抜き 水路の補修 刈り草の片付け 
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畑の草取り、種まきの準備 薩摩芋畑の草取り、他 

種まき準備の耕うん、植物保全、中央通路の暗渠設置、水が浸みだしている通路に竹で横断暗渠を設置、

キウイの棚調査、炭窯口の調査、炭小屋周辺の草刈り 

追加 胡麻木の支柱建て、野菜の収穫（茄子、あまなが唐辛子）、第三梅林下の耕うん 

    

   イヌショウマ 

    

イヌショウマ  ヒガンバナ  コナギ   タマアジサイ 

 

４４） 9月 15（土）草刈り、他 

田の水抜き、刈り草の片付け、畑の草取り、中央通路の草刈り、ホダ場の整備 

田の水抜き、刈り草の片付け 刈り取り前の水抜き、刈り草の片付け 

畑の草取り 野菜畑の草取り、中央通路の草刈り、第三梅林前の草刈り 

ホダ場の整備 ホダ木の伏せ変え、古いホダ木の撤去 

追加 野菜の収穫（茄子、トマト、あまなが唐辛子） 畑の畝作り 栗林周辺の草刈り 

    

カヤネズミの巣  サワガニ 
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４５） 9月 29（水）田の水抜き、他 

田の水抜き、ハザカケ材のチェック、キャベツの植え付け、溝堀（里芋畑奥）、草刈り（葦原、富士見台

周辺）、花暦、枯草の焼却 

田の水抜き、ハザカケ材のチェック 溝作り 

キャベツの植え付け 30本（マルチを設置した畝に植え付け、パオパオで覆う） 

溝堀（里芋畑奥） 山側の水路の方が高かった為、排水不可能で中止 

草刈り（葦原、富士見台周辺） 田んぼの上流の葦原の草刈り 富士見台周辺からキウイ棚付近の草刈

り（セイタカアワダチソウ） 花暦  枯草の焼却 

追加 野菜の収穫（茄子、トマト、あまなが唐辛子）、薩摩芋の試し堀（良好）、つる返し 

蕎麦のラベル張り 蕎麦のみ収穫（苗代の畑になったもの） 

斜面畑の草刈り  胡麻の収穫 ハザカケ馬作りテスト 

苗代の耕うん  畑の草取り  井戸周辺のセイタカアワダチソウの除去 

  写真 福原 

    

    

 

 

 

         以上 

田嶋 


