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発行者 まちだ結の里 広報

第26号

2022年7月23日

4 月からの活動を時系列で記載していきます。

１）4 月 2（土）枯れ木処理、他

トトキ谷戸畔修復、草取、看板修復、撤去、枯れ木処理、ホダ木散水、収穫、タケノコ調査、洗い場設

置

草取り 畑（犬桜エリア・斜面）の草取り

看板修復、撤去 「枯れ枝落下注意」の看板修復 2 枚 165M（冬作業）の看板撤去 12枚

枯れ木処理 南通路の枯れ木伐採 2 本 、片付け

ホダ木散水、収穫 仮伏せ中のホダ木に散水、椎茸の収穫

孟宗竹林のタケノコ調査

洗い場設置 下の小川に農器具の洗い場の設置

粉砕機の点検整備（カナエ産業）
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シュンラン アブラチャン

２）4 月 6（水）稲の播種準備、他

稲の播種準備、畔の修復、ホダ木に散水、畑の草取り、植物保護、支柱準備、笹処理

播種準備 種籾の選別→温水消毒→種籾の浸水 畔の修復

ホダ木に散水 仮伏せのホダ木に散水 椎茸の収穫

畑の草取り 麦畑、グリンピース、スナップエンドウ 畑に燻炭（チップ）の散布

植物保護、支柱準備

笹処理 笹刈後（切り通し右手斜面）の片付け

柵杭の片付け

水温合計が 100℃まで水漬け
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３）4 月 9（土）苗代準備、他

苗代の準備、畑の草取り他、ホダ木の本伏せ、支柱加工（植物保護）、侵入植物の除去、斜面刈り笹整理、

白樫の伐採

苗代の準備、苗代の耕起、苗代の修復、畔の修復、パオパオの支柱準備

畑の草取り、他 大根播種、ニンジン播種 ジャガイモ畑の草取り、虫取り（106 匹）

ホダ木の本伏せ 仮伏せ中のホダ木をホダ場に移動→本伏せ 遮光ネット設置 椎茸の収穫

支柱加工（植物保護）支柱の調達、加工 侵入植物の除去（花にら等）除去 ツルニンジンの支柱建て

斜面刈り笹整理 中央通路（切通し斜面）の刈り笹整理

白樫の伐採 南通路栗林奥の白樫を伐採

イチリンソウ

フデリンドウ ウラシマソウ 写真福原

南通路ベンチ横

写真中尾博

４）4 月 13（水）苗床の準備、他

種籾の管理、苗床の準備（１６日予定の種蒔きに備え）、ジャガイモの害虫駆除、花暦調査、保護植物用
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支柱のペンキ塗り、暗渠の補修

市役所・小田急がナラ枯れの調査（１４時より、福原さん、田嶋さん参加）

苗床の準備（１６日予定の種蒔きに備え） 上の畑に３畝、下の畑に２畝作成

ジャガイモの害虫駆除＆草取り 花暦調査 シイタケの収穫 畑の草取り

保護植物用支柱のペンキ塗り 暗渠の補修

栗林下の斜面をそばの種蒔き用に準備 栗林下の斜面のナバナ菜の撤去

イチリンソウ

５）4 月 16（土）種籾まき、他

稲の種籾まき、畑の草取り、精舎児童学園里山体験

苗床の整形（幅 1.0ｍ） 苗床の区分分け（1.0ｍ2 毎） 浸種後の種籾を計量（240ｇ/ｍ2）し均等に蒔

く、燻炭を敷均す。 土をふるいにかけながら種籾にかけてから転圧する

竹の支柱をアーチ状に設置する

パオパオを被せる 上の段 3 畝 10.0ｍ＋9.0ｍ＋3.0ｍ＝22.0ｍ

下の段 2 畝 9.0ｍ＋8.0ｍ＝17.0ｍ

満月＝36.0ｍ2 →240ｇ/ｍ2×36ｍ＝8.64ｋｇ

古代米＝3.0ｍ→240ｇ×3.0ｍ＝720ｇ

畑の草取り ジャガイモ畑の草取り ジャガイモ畑の害虫（150 匹）除去

精舎児童学園里山体験 北通路の孟宗竹林タケノコ堀 椎茸の収穫
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イカリソウ

６）4 月 20（水）蕎麦の播種、他

苗代のパオパオ修復、蕎麦の播種、ジャガイモ畑の害虫駆除、ガジ棒作り、タケノコ調査

苗代のパオパオ修復 カラス？によって破かれたパオパオの張替え、種籾、燻炭の追加散布

今後の防護策としてパオパオ周囲に糸を張り巡らす

ジャガイモ畑の害虫駆除 虫取り 50 匹

ガジ棒作り 痛んだガジ棒の修復

タケノコ調査 先のタケノコ堀の際に残すタケノコの印付け

畑奥の三角地帯の植えつけたお茶回りの草刈り

蕎麦の播種 蕎麦畑の耕うん 斜面畑の蕎麦の播種

小川の下流に洗い場の設置 大根のマルチを撤去 畑奥の三角地帯にお茶の植え付け（追加）

ジャガイモの追加植え付け
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エビネ タマノカンアオイ

７）4 月 23（土）タケノコ堀、他

事前打ち合わせにより A 班・B 班に分かれて準備開始

A 班 道具準備・会場設営係

B 班 参加者案内（クラブハウス及び上の駐車場）・散策案内係

竹林にて朝礼 タケノコ堀の進行の確認 残すタケノコのマーキング

参加者が竹林に到着 開会あいさつ、タケノコ堀に際しての注意

3 カ所に分かれて実技指導（指導者：永井・高見・石井）

タケノコ堀開始 掘ったタケノコは一カ所に並べて置く

ジャガイモの害虫駆除 20 匹、芽かき、草取り・・・・以上 7 名 でした 雪下さんより

ムラサキサギゴケ

８）4 月 27（水）草刈り、他

草刈り、土嚢作り、ジャガイモの害虫駆除、追肥、道路補修、
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畔の草刈り 田んぼ畔の草刈り

ジャガイモの害虫駆除、追肥 ジャガイモの虫取り ジャガイモの土寄せ

道路補修 中央通路の湧き水処理 トイレ近くの駐車スペース道路の泥濘修復

散策路点検パトロール（枯れ枝処理） 北通路→東通路→南通路

畔の修復 運営会議

ガマズミ フデリンドウ アサヒナカワトンボ

９）4 月 30（土）お茶摘み、他

お茶摘み（全員で）、ガジ棒修理

お茶摘み エリア：第一梅林・第二梅林・切通し・第三梅林・キウイ棚・富士見台

茶摘み計量≒9.0ｋｇ？

ジャガイモ畑の害虫駆除、土寄せ 畑周辺の草刈り 田んぼの土嚢作り タケノコ収穫
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ハクウンボク ホウ マムシソウ ミズキ

１０） 5 月 4（水）ナラ枯れ調査、他

ナラ枯れ調査、植物観察、草刈り、ジャガイモの害虫駆除、お茶の配付

ナラ枯れ調査、植物観察 北通路側から二班（ナラ枯れ調査班と植物観察班）に分かれて開始

東通路→南通路に二班（ナラ枯れ調査班と植物観察班）に分かれて

ナラ枯れ木の表示 落ちそうな枯れ枝の処理

草刈り 第一梅林、炭小屋周辺 前回刈り取った草を堆肥舎に集積

ジャガイモの害虫駆除 虫取り ≒30 匹

玉葱の収穫 植えつけたお茶の木周囲の草刈り

ササバギンラン フデリンドウ クロアゲハ

ホウ ハナイカダ ハクウンボク アオシジアゲハ

１１） 5 月 7（土）里芋の植え付け、他

苗床のパオパオ外し＆草取り、水路整備＆土嚢つくり、里芋の室だし＆畑作り＆植え付け、枯枝の伐採

レンリソウ
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＆整理、畑周りの草刈り、炭焼き小屋周辺の草刈り

苗床のパオパオ外し＆草取り（全員参加） 大きめの草を取る（小さい草は苗と一緒に抜ける恐れあり

追って草取りを実施）

水路整備＆土嚢つくり １１日からの田んぼ作業に備え水路を整備し水止め用の土嚢作成

里芋の室だし＆畑作り＆植え付け 里芋用畑を２面耕す 里芋：約３８０個（１９列）、八ツ頭約８０個

（４列）、を植える

枯枝の伐採＆整理 炭焼き小屋前の大木の枯枝を伐採し整理する

畑周りの草刈り 炭焼き小屋周辺の草刈り タマネギの収穫

１２） 5 月 11（水）田んぼ、他

本谷戸の田んぼ（畔切、畔の穴埋め、畔付け）、花暦

田んぼ（畔切、畔の穴埋め、畔付け）本谷戸の上の田んぼから開始

本日進捗 畔切り 10 枚/12 枚 畔付け 6 枚/12 枚

花暦 パオパオ支柱の片付け 野菜の収穫（スナップエンドウ）
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１３） 5 月 14（土）中止 → 田んぼ、他

栗林下斜面の草刈り、畑作業、ナラ枯れの調査

ジャガイモの土寄せ（昨日の風雨か芽カキ不足で徒長した？数畝が倒伏）、キュウリ（15 本）・カボチャ

（5 本）の植付、

精舎児童学園の里山体験に予定していた作業を終了させました。

栗林下斜面の草刈り 畑作業 サツマイモ苗の植付 温床で育苗した苗を使用 佐原金時（16 本）・

なると金時 35 本 紅ハルカ（15本）・紅まさり（90 本） 計 156 本

ナラ枯れの表示板取り付け作業が残っていたので、雨が上がった昼過ぎから、北通路の残り（4本）、

東通路（5 本）、南通路（21 本）を実施しました。南通路の 1 本（S09）の「シュロ縄」が外されてしま

っていて、手持ちがなかったので、隣の木に 2つ表示しています。

１４） 5 月 18（水）田んぼ、他

田んぼ（畔の草刈り、畔切、畔の穴埋め、畔付け）

苗代の草取り、古代米追加播種、レンゲソウの種採取、植物保護、竹炭販売

田んぼ（畔の草刈り、畔切、畔の穴埋め、畔付け）

本谷戸（畔切、畔付け） トトキ畔の草刈り 苗代の草取り 苗代の雑草取り

古代米追加播種 苗代に古代米の追加播種 1.0ｍ2 レンゲソウの種採取

トトキ谷戸畔のレンゲソウの種採取

植物保護 リンドウ

竹炭販売 販売先 エコライフ町田 野菜の収穫（スナップエンドウ）

レンゲの種集め 畔切

サイハイラン
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１５） 5 月 21（土）田んぼ、他

田んぼ（畔の穴埋め、畔付け）

田んぼ（畔の穴埋め、畔付け） トトキ谷戸（畔付け） 田んぼの水管理

そば畑回りの草刈り 玉葱の収穫

トウバナ コアジサイ ミゾカクシ

１６） 5 月 25（水）田んぼ、他

田んぼ 畔の草刈り、代掻き、苗の植え付け、播種、玉葱の収穫

田んぼ 畔の草刈り、代掻き 本谷戸畔の草刈り 代掻き（耕運機＋人力）

苗の植え付け、播種、玉葱の収穫 トマト、ピーマン、あま唐辛子の植え付け 玉葱の収穫 ニンニク、

グリンピースの収穫 草刈り（犬桜広場）

スイカの植え付け カボチャの播種 荏胡麻の移植 大葉の移植
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イタチ サイハイラン

ジムグリ

１７） 5 月 28（土）田んぼ、他

田んぼ 代掻き、苗床の草取り、苗の植え付け（トマト、ネギ）、小枝の粉砕

田んぼ 代掻き、苗床の草取り 代掻き（本谷戸・トトキ谷戸）人力＋耕運機

苗床の雑草取り 苗の植え付け トマト、ネギの植え付け

小枝の粉砕（炭小屋周辺）

昨日の雨で中央通路（犬桜休憩所付近）の路肩が崩れていた為、竹と表示テープでマーキング（市役所

に連絡）

サツマイモの植え付け ネギの追肥 玉葱の収穫 第二梅林の草刈り

１８） 6 月 1（水）田んぼ、他

田んぼ 代掻き、苗床の草取り、野菜の植え付け、花暦、田植え（6/11）の概要説明（穴水さんより）

田んぼ 代掻き、苗床の草取り 代掻き（本谷戸・トトキ谷戸）人力 田んぼ畔の穴埋め、水口補
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修（土嚢） 苗床の雑草取り

野菜の植え付け タカノツメ 20本 玉葱の収穫 甘唐辛子 10 本 計 30 本 ピーマン 10本

茄子 5本 計 20 本 カボチャ 10 本 計 20本 玉葱の配付

花暦

日暈

キキョウソウ北アメリカ原産の帰化植物

１９） 6 月 4（土）梅収穫、他

田んぼ 代掻き（仕上げ）苗床の草取り、梅の収穫、ヘタ取り、ガジ棒修理、竹炭加工、（イベント用）

田植え（6/11）の際の担当、準備、作業の流れ説明（穴水さんより）

田んぼ 代掻き（仕上げ）苗床の草取り 代掻き（本谷戸・トトキ谷戸）人力 苗床の雑草取り

梅の収穫、ヘタ取り 第一梅林の収穫（計量 110.0ｋｇ）梅ジュース仕込み

ガジ棒修理 主軸（竹の加工、交換）

竹炭加工、（イベント用） 袋詰め用に定尺加工 竹済み販売計量（エコライフ町田）22.0ｋｇ

玉葱の配付（精舎児童学園、他） カボチャ植え付け 10本

今年の梅は豊作の様です。 本日、桜美林の女子大生が、梅の収穫に参加したら、あっという間に
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作業が終わりました、毎回参加して頂けるといいですね～。

ウツボグサ ウツギ

２０） 3 月 8（水）麦刈り、他

小麦刈り取り

ハザカケ用のウマ（鉄製パイプ）組立て

バインダーと人力で刈り開始 バインダーが不調の為すべて人力で刈り取り

藁で結束、ハザ掛け ハザカケ用のウマ（追加）組立て

刈り取った後の耕うん

野菜の収穫 ジャガイモの試し掘り（メークイン 6.5kg) 大根の試し掘り（10 本）

6 月４日「人生の楽園」放送後について 9500 件以上の閲覧が有ったようです。



15

２１） 6 月 11（土）田植え、他

田植え（事前打ち合わせの通り）、体験者案内（散策）・受付、HATS 進行

ねむの木広場に集合、体操、朝礼 穴水さんより本日の予定、各担当等の説明

会場の設営、体験者 順次到着 本日の予定の説明→稲取り HATS→田植え説明・開始

体験者、田植え開始 HATS 作業終了 解散、体験者 作業終了 記念撮影後解散

田植えの進捗状況（右図参照）

本谷戸：N1、N3、N4、N5、N6、N7、N8、N9、N10 迄終了

残り：N2、N11（古代米） トトキ谷戸：T1、T2、T3、T4

野菜の収穫 （じゃがいも、ネギ）

田植えお疲れさまでした 次回（6/15）も田植えの予定です

参加者、 田植え体験者 38 名、 HATS 16 名、市の担当者 3 名 計 84 名

写真福原

当日田嶋は救急車で町田病院へ入院してしまいました、お世話かけました。原因は石でした。
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ウグイスの幼鳥？ 退院後月撮影

２２） 6 月 15（水）作業中止

ハクウンボクの実 ホタルブクロ

２３） 6 月 18（土）田植え、他

田植え、小麦の脱穀、タカノツメ植え付け、蕎麦の刈り取り、ジャガイモの収穫、精舎児童学園の里山

体験（ジャガイモ堀）

田植え ガジ棒により線引き 田植え（トトキ谷戸 T1、T2、T3、T4、 本谷戸 N2、N11（古代米）

終了

小麦の脱穀 脱穀機の運搬・設置 脱穀作業 (ハザカケで乾燥中の 2/3 脱穀済）

タカノツメ植え付け大豆（津久井在来大豆の蒔き付け） カボチャの植え付け 10本
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ジャガイモの収穫（ダンシャク） 収穫量 46.0ｋｇ（内 26.0ｋｇ 精舎児童学園に提供）

ハザカケ小麦の養生 蕎麦の刈り取り 斜面の蕎麦の収穫

最近の野菜等の収穫状況

ジャガイモ収穫 メークイン 6/11 まで 26.5 ㎏累計 72.5ｇ

梅の収穫 6/11 まで 140 ㎏(6/4 精舎学園 20㎏）今日の収穫 30 ㎏ 累計 170 ㎏

大根の収穫 6/11 まで 30 本

玉葱 6/1 収穫終了・620 個（101.9 ㎏）6/4 精舎学園へ 100 個(23 ㎏）

ニンニク 6/1 収穫終了・3.5kg

２４） 6 月 22（水）脱穀、他

小麦の脱穀、田の除草、野菜の収穫、植え付け

小麦の脱穀 脱穀機の設置 ハザカケに残っていた小麦の脱穀、計量

田の除草 除草機の使用 稲の補植、畔の補修

野菜の収穫、植え付け 大豆の植え付け、大根の収穫 畑の草取

ジャガイモの収穫（メークイーン、ダンシャク、キタアカリ） 梅の収穫

小麦の収穫量 今年度 56 ㎏（昨年 85.5 ㎏）

ジャガイモの収穫量 男爵 50.5 ㎏ 累計 96.5 ㎏ メークイン 48.5 ㎏ 累計 75.0 ㎏

北アカリ 22.0 ㎏ 累計 22.0 ㎏

大豆の蒔き付け 津久井在来大豆 2畝 秘伝豆 1畝（鶴岡さん提供）
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サツマイモの植付 栗林下の斜面 50本植付（温床で育苗分）

カボチャの植え付け （累計 60 本程度、植え付けました。収穫が楽しみです）

小山田小学校 写真福原

２５） 6 月 25（土）ジャガイモの収穫、他

田の草取り、ジャガイモの収穫、蕎麦の脱穀、小麦の天日干し、大豆の蒔き付け、草刈り

田の草取り 機械及び人力にての草取り

ジャガイモの収穫 蕎麦の脱穀 蕎麦の天日乾燥 小麦の天日干し

大豆の蒔き付け 畑の耕うん→蒔き付け

草刈り 中央通路（奥の三叉路～炭小屋付近）

オカトラノオ
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NPO まちだ結の里総会 2022 年 6月 25 日（土）午後 1 時 50 分から午後 1 時 55 分まで

実施場所：ネムノキ広場上の休憩所

正会員数：55 名 総会の定足数 28 名（正会員の 2 分の１以上）

出席者：書面表決書提出者 38 名 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，書面表決を採用

その他意見 ➀アケビ棚の設置希望、➁サンショウの育成案、➂対面での総会希望 

➀と➁については、次月以降の運営会議で検討することにした。 

２６） 6 月 29（水）ジャガイモの収穫、他

田の草取り、ジャガイモの収穫、花暦

田の草取り 機械及び人力にての草取り

ジャガイモの収穫（終了）（ダンシャク、キタアカリ、メークイーン、アンデスレッド）

花暦

野菜の収穫 インゲン、ニンジン 耕うん（斜面畑）

畑の草取り、給水 6 月 29 日（水）から 9：00 より朝礼とします

早苗饗（サナブリ）が中止になった為、残っているコメの配付

ヤマサナエ

以上

田嶋


