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７月からの活動を時系列で記載していきます。 

１） 7 月 2（土）草取り、他 

田の草取り、畑の草取り、通路の草刈り 

機械及び人力にての草取り（トトキ谷戸、他）田の管理 

畑の草取、畑の周囲の草刈り、通路の草刈り 

中央通路（炭小屋付近～切通し） 

野菜の収穫 インゲン、キュウリ  畑の土寄せ 

植物保護（支柱マーキング建て、他） 

    

    

      ネム   ヒメヤブラン 
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２） 7 月 6（水）草取り、他 

田の草取り、畑の草取り、通路の草刈り保護植物の周囲の草刈り、炭の販売 

田の草取り 機械及び人力にての草取り（トトキ谷戸、他） 稲の補植 

畑の草取（里芋畑）、畑の周囲の草刈り、通路の草刈り  中央通路（切通し～ねむの木広場） 

保護植物の周囲の草刈り   下の池の除草、周辺草刈り 

野菜の収穫  畑の土寄せ   炭の販売 町田エコライフ（20.0ｋｇ） 

    

    

       ヤマサナエ 

   

ナワシロイチゴ   アマガエル 

 

３） 7 月 9（土）草取り、他 

トトキ谷戸草刈り、畑の草刈り、草取り、北通路の草刈り 

トトキ谷戸斜面の草刈り、畑の草取り、畑の草取（里芋畑）、畑の周囲の草刈り、北通路の草刈り 

鉄塔下、三叉路、更新林通路、富士見台通路、周辺 中池付近の草刈り、畑の土寄せ、炭小屋周辺の草刈

り  野菜の水まき（きゅうり、トマト、ピーマン、薩摩芋、他）精舎児童学園 
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４） 7 月 13（水）草取り、他 

    

         トンボソウ 

５） 7 月 16（土）種籾まき、他 

６） 田んぼの草刈り 

７） 本谷戸、上の田んぼより、全員で草取り（人力）  きゅうりの収穫 

８） 雨が強くなった為、作業終了 

    

    

 

９） 7 月 18（月）植物観察 

    

ヤマユリ  クマヤナギ  ヒヨドリバナ 

    

タカトウダイ  シャジクモ  タイコウチ  カワセミ 

 

１０） 7 月 19（火）カラムシ採取、他 

古代糸作り用カラムシ採取 
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クマヤギの実 

   

 

１１） 7 月 20（水）古代糸作り、他 

田んぼの草刈り、畑の草取り、古代糸作り（大龍会館にて）・・・ カラムシは前日採取済 

田んぼの草刈り草取（人力） 畔の穴修復 

畑の草取り+小麦・そばの天日干し、（サツマイモ畑） 

古代糸作り（大龍会館にて） 参加 14 名、カラムシから繊維作り 

小麦の唐箕かけ、古代糸作り（昼休憩）  糸の撚り ストラップ編み込み 
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１２） 7 月 23（土）草取り、他 

田んぼの草取り、畑の草取り、南通路草刈り、運営会議 

田んぼの草取り（下の田 2 枚＋トトキ谷戸） ・・・終了  畔の修復 

畑の草取り（サツマイモ畑） 桜美林大生 

南通路草刈り 栗林の上通路 

    

   

 

１３） 7 月 27（水）草刈り、他 

草刈り・草取り、植物保護 

草刈り・草取り 畑の奥（△斜面）（よし原） 畑の搬入路 中央通路（カラムシ周辺）富士見台ベンチ

周辺  畑の周囲草取（里芋畑、他） 植物保護（畑奥△斜面）お茶の幼木周りの草刈り、等  

野菜の収穫（きゅうり、他） 

    

    

    

カヤネズミの巣    ジョウシュウカモメズル アキカラマツ 
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１４） 7 月 30（土）草刈り、他 

草刈り・草取り・畑の土寄せ 

草刈り・草取り 畑の奥（荻の原） 畑の周囲 犬桜広場 里芋畑、他 

第三梅林の草刈り  サツマイモ畑の草取り  野菜の収穫（きゅうり、他） 

    

    

 

１５） 8 月 6（土）草刈り、他 

草刈り（田の苗代、他）、田んぼの塗り干し、蕎麦の播種、花暦、通路沿いのナラ枯れ調査 

草刈り、田んぼの苗代 トトキ谷戸左側斜面～中央通路斜面 中央通路奥の三叉路～斜面 

キウイ棚から見晴台ベンチ方向 畑周辺 田んぼの塗り干し 

蕎麦の播種 10.0ｍ畝/本×14 列（1.0ｍ間隔） 

花暦  通路沿いのナラ枯れ調査  北通路～東通路～南通路 

野菜の収穫（きゅうり、他） インゲン畑の撤去 草取 
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１６） 8 月 10（水）草刈り、他 

田の水入れ、草刈り（苗代、畔、他）、畑の草刈り（炭焼き小屋手前畑斜面）、草刈り（富士見台ベンチ周

辺）、草手刈り（散策路） 

田の水入れ、草刈り（苗代、畔、他）  田んぼに水入れ 苗代の草刈り、周辺 畔、周囲 

畑の草刈り（炭焼き小屋手前畑斜面）  中央通路左の畑斜面の草刈り サツマイモ畑の草取り 

草刈り（富士見台ベンチ周辺） 富士見台ベンチ周辺広場 炭小屋裏手の草刈り 草手刈り（散策路） 

    

      出穂   ツリガネニンジン 

  

   

    

      29 近いユリの蕾  イヌシデ 

１７） 8 月 14（日）巡回 

   枯れサルノコシカケが 

北通路 枝が刺さって コジュケイ咄嗟では ガビチョウうるさい  
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１８） 8 月 17（水）草刈り、他 

田んぼ周囲の草刈り、畑の草刈り、市役所 インターン（山梨県立大学）への対応 

田んぼ周囲の草刈り  水路沿い、堆肥舎回り 中央通路斜面 

畑の草刈り  キュウリの撤去 茄子の支柱補強 

    

    

   

 

１９） 8 月 20（土）草刈りき、他 

田んぼ周囲の草刈り、畑の草取り、中央通路の草刈り、運営会議 12：45～、うどん（乾麺）の配付 

田んぼ周囲の草刈り  畔の草刈り、ねむの木広場草刈り 水路沿いの草刈り 

刈り取った草の集積、堆肥舎へ運搬 

畑の草取り  里芋 ネギ畑の草取りと追肥 斜面（栗林の下）の草刈り 中央通路の草刈り 斜面（切

通しからねむの木広場） 刈り取った草の片付け 

南通路のう回路付近の草刈り 枯木の調査（車道からバイオトイレに至る通路の山側に栗の木の枯木が

有り、伐採可能か調査） 

    

    

   オオスズメバチノ巣発見 注意喚起  ナンバンギセル 
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   白花のツリガネニンジン 

２０） 8 月 24（水）草刈り、他 

田んぼ周囲の草刈り、畑の草取り、中央通路の草刈り、小麦粉の配付 

田んぼ周囲の草刈り  刈り取った草の集積、堆肥舎へ運搬 

畑の草取り  斜面（栗林の下）の草刈り 大豆の草取り 白菜の播種準備 ネギの土寄せ 

中央通路の草刈り 通路奥斜面の草刈り 富士見台広場の草刈り 刈り取った草の片付け 

 ハクウンボクの実 

 キキョウ 

    

    

    

オオヒナノウスツボ ナンバンギセル  カワラケツメイ  キウイ 
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２１） 8 月 26（金）伐木調査 

市役所立ち合いで、ナラ枯れの伐採木調査をおこなった。 

中央通路沿いの糸川さん、小田急 敷地内のナラ枯れの確認 

北通路→北ベンチ～萌芽更新林～富士見台ベンチ～駐車場 ～三叉路～東通路→～鉄塔下杉林～ 南通

路→～孟宗竹林～南ベンチ～バイオトイレ横通路～中央通路→～炭小屋前～三角地帯ベンチ・・・・・・・

終了 

市役所敷地内及び民地内の伐採希望の枯れ木を 1 本毎に確認依頼した 

     

    

２２） 8 月 27（土）草刈り、他 

田の水口修正、刈り草の片付け、畑の草取り、草刈り（中央通路、畑周辺） 

田の水口修正、刈り草の片付け  N6 田んぼの水管理 刈り草の片付け 

畑の草取り  枝豆畑の草取り キャベツ播種準備（耕うん） 草刈り（中央通路、畑周辺） 

中央通路奥斜面、炭小屋前 栗林下斜面 犬桜広場 畑周囲 

野菜の収穫（トマト、ニンジン、唐辛子、他） 

    

    

    

         ハナモモの実 
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２３） 8 月 31（水）草刈り、他 

田んぼ見回り点検、白菜の播種、草刈り（畑周辺）、花暦、植物保全 

田んぼ見回り点検  畔の穴埋め 

白菜の播種 パオパオの設置 草刈り（畑周辺） カボチャ畑の草刈り  

栗林付近の草刈り 休憩所背斜面の草刈り 花暦、植物保全 

野菜の収穫（トマト、ナス、他）  ハチの巣箇所への立ち入り禁止柵の設置 

    

    

    

    

マキエハギ  ネコハギ  ツルニンジン 

２４） 9 月 3（土）草刈り、他 

稲の手当、ジャガイモの植え付け、大根播種、草刈り、植物保全、枯れ木の調査 

稲の手当  倒れた稲を束ねて手当てした 

ジャガイモの植え付け 種芋を 2 畝植えつける（精舎児童学園） 

草刈り ホダ場、イモリ池周囲、畑の通路側斜面、第二梅林休憩所 

植物保全 枯れ木の調査 通路沿いの伐木可能な枯れ木の表示（北通路～東通路～南通路） 

サツマイモ畑の草取り 大根畑の畝作り・播種  田の水管理 民地内の枯れ木の調査 
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 ホシクサ  ヌスビトハギ  コナギ   センニンソウ 

２５） 9 月 10（土）草刈り、他 

田の水入れ、管理、草取り、 

田の水入れ、管理  トトキ谷戸（倒れた稲の手当） 

畑の草取り  畑及び周辺の草取り 野菜の収穫（シシトウ、他） 

草刈り  第二梅林、第一梅林 カワセミ池の下側セイタカアワダチソウ、カナムグラ、草刈り（民地） 

    

    

   

 

２６） 9 月 14（水）草刈り、他 

田の管理、野菜の種まき、草刈り、花暦、ホダ場整備 

田の管理  畔の穴埋め、倒れた稲の手当 

野菜の種まき  チンゲン菜、小松菜の播種→散水 野菜の収穫（ピーマン、シシトウ、アマ唐辛子、ナ

ス）野菜の散水 

草刈り 刈り草の集積 芦原池周辺 ススキヶ原周辺のセイタカアワダチソウ 炭小屋周辺 

花暦  ホダ場整備  小麦粉の配付（図師小学校へ） 



13 

 

    

    

    

 

２７） 9 月 17（土）草刈り、他 

田の管理、畑の草取り、草刈り、井戸整備 

田の管理  水回りの点検、手入れ  

畑の草取り  大根畑の草取り ネギ畑の草取り ネギの土寄せ 

東通路の草刈り、片付け 芦原池から奥の草刈り  

井戸整備  井戸水のくみ上げ 井戸底の片付け、炭の入れ替え 

カワセミ池沿い水路の浚渫 

野菜の収穫 

    

オオスズメバチの巣拡大中 ヒヨドリジョウゴ カリガネソウ  タヌキマメ 
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   写真 中尾博 

 

２８） 9 月 21（水）枯れ木処理、他 

田んぼの落水、台風で倒れた稲を起こす、束ねる作業、ネムノキ広場の草刈り（はざかけ設置準備）、ハ

クサイに追肥、畑奥の雑木林の枯れ木処理、通路点検（台風の影響） 

田んぼの落水  台風で倒れた稲を起こす、束ねる作業 ネムノキ広場の草刈り（はざかけ設置準備） 

ハクサイに追肥、草取り、倒れたトウガラシの結束 

畑奥の雑木林の枯れ木処理 通路点検（台風の影響）開始 中央/北/東/南各通路の落枝・懸枝の処理 

写真 福原  写真 合田 
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２９） 9 月 24（土）中止 

３０） 9 月 25（日） 巡回 

     写真 岡山 

イチヤクソウ  カリガネソウ   カリガネソウ 

   

   クマヤナギの実とコナラ ツリフネソウ 

３１） 9 月 28（水）ハザ掛け準備、他 

ハザ掛け準備、野菜の追肥、枯木の伐採、運営会議、市役所打ち合わせ 

ハザ掛け準備 昨年使用した材料の選別 真竹の切り出し、加工 

野菜の追肥 白菜、他の追肥 野菜の収穫（茄子、唐辛子、アマ唐辛子） 白菜の間引き ネギの土寄せ 

栗拾い 枯木の伐採 通路の枯れ木の伐採 落下した枯れ枝の片付け 

メカイ竹切り出し 
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     オオスカシバとツリフネソウ なんとオスプレイが上空に 

 

         以上 

田嶋 


