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「田んぼの学校」企画書

企画名 :い のちの湧き水をみつめよう !!

野川で遊ぶまちづくりの会

都会の谷戸 と湧き水の小川

東京の区部に隣接する調布市には多摩川の支流である野川が流れています。野川は府中崖

線の湧き水を集めて流れる都会では貴重な清流です。その野川に府中崖線の谷戸から湧き

出る水を源流とする小川 (一部コンクリー トによる用水路)があり、昔から、谷戸から野

川までの川沿いに田んぼがありました。今でも田んぼを続ける農家があり、谷戸には雑木

林があり、ホタルも飛ぶ都会では信じられないような環境が残っています。しかしながら、

田んぼも減りつつあり、雑木林も手入れがされず、このままでは、この貴重な環境がなく

なってしまいます。

田んぼで遊び、学ぼう

私たちの会では、会の名前にあるとおり、野川で遊びながら、野川を子供達が遊べる (泳

げる)川にするために、まちづくりの提言をしていこうという趣旨で活動 (1991年 2月 発

足、ホームページ :http7/wwweasahi‐ netoo■ jp/～ kp5y‐ o可/)し ています。

野川の支流である小川 (通称佐須用水)の清掃と生き物観察会をしているとき、会員の一

人が田んぼをやらないかとつぶやいた一言がこの地で田んぼをやるきっかけになりました。

何事も実践 (遊ぶこと)か らという私たちの活動にはぴったりの課題でした。野川のいの

ちはこの湧き水です。この湧き水がまた多くのいのちを育んでいるということを、体感で

きる田んぼはまさしく「田んぼの学校」でした。幸い、近くの農家に友人がおり、援農と

いう形で、田んぼを始めることができました。それから8年、会員を中心に田んぼをやっ

てきて、自分達だけでなんとかできるという自信がつくところまで来ました。本年は、こ

の地域を保全するため、またよりよくするため、市民の方々に広く知っていただくために

親子 (子供は小中学生)参加者を公募し、広く市民に理解していただくことを企画しまし

た。具体的な内容は日程表をご参照下さい。



実施計画・報告書



野川で遊ぶまちづくりの会 作成 日2002/4/17Ю4PM

「野川で遊ぶまちづ<り の会」
2001年 日程表 (案 )

No プログラム名称 日 付

開始
時刻

終了
時刻 作 業・行事 課 題 目 的 内容 要 領

田んぼの学校 1月 13日 (土 ) 9時 11時 堆肥切り返し 堆肥発酵促進 堆肥置き場の囲いを移動し、堆肥を
移動することで、堆肥の切り返しを行

●堆肥置き場の囲いを取り外す。●隣に堆肥置き場の囲
いを作る。●堆肥をかき混ぜながら新しい置き場に移動
する。●水分が足りないようであれば、バケツで水をかけ

田んぼの学校 1月 13日 (」1) 11時 13時 佐須地区どんど焼き どんど焼きってなに ? 地域に根づいている行事に関心を持ち、生
活との関わりを学ぶ。

佐須地区どんど焼きにて餅つきを手
伝う

田んぼの学校 2月 4日 (日 ) 10時 12時 堆肥切り返し 堆肥発酵促進 堆肥置き場の囲いを移動し、堆肥を

移動することで、堆肥の切り返しを行

●堆肥置き場の囲いを取り外す。●隣に堆肥置き場の囲
いを作る。●堆肥をかき混ぜながら新しい置き場に移動

する。●水分が足りないようであれば、バケツで水をかけ

2月 20日 (火 ) 参加者募集原稿を用意する。田んぼ

の参加者は今年初めて市報で募集を

するが、環境保全課と連携を取つてや

りたいと考えている。

田んぼの学校 3月 11日 (日 ) 10時 12時 堆肥切り返し 堆肥発酵促進 堆肥置き場の囲いを移動し、堆肥を

移動することで、堆肥の切り返しを行

●堆肥置き場の囲いを取り外す。●隣に堆肥置き場の囲
いを作る。●堆肥をかき混ぜながら新しい置き場に移動

する。●水分が足りないようであれば、バケツで水をかけ

3月 20日 (火 )

田んぼの学校 4月 8日 (日 ) 14時 18時 ◎「田んぼの学校」開校式
◎第一部 説明会◎第二部
懇親会(花 見)

当会の活動を理解してもらう。また、今後
の心構えなどを話し合う。

参加者顔合わせ (自 己紹介 )、 年間予

定説明、名簿作成、質疑応答、参加

確定者から会費5000円を徴収す

る。また、1家族に一握りづつ種籾を

分け、自宅で水に浸けてもらう。花見
1大会書存徴収する^   ●

●開会の挨拶●環境部の挨拶●説明会 (当会の概要、

年間 日程、援農)●質疑応答●参加確認 (多 数の場合、

抽選 )●参加費徴収●種籾配布●閉会の挨拶●花見会

場 (野 lll武 蔵野市場いこいの水辺)へ移動●花見

田んぼの学校 4月 23日 (月 ) 種籾準備 (水 に漫ける) 種つて何 ?どうして芽が出る
の ?

種の働きを理解する。 種籾を選別し、発芽させる。 ●最初に薄い食塩水 (新鮮な卵が浮く程度 )に種籾をつ

けて、浮いた種籾を選 り分ける (苗 床の余つたところで蒔
いてみるのもいい )。 ●一度洗つて、きれいな水に浸ける。

酸素を必要とするので1日 に一回は水を取りかえる。●発

芽したら、冷蔵保存 (5か ら10℃ )する。●種蒔の前 日に

発芽していない場合、風 呂の残り湯 (30°C以下 )に つけ

田んぼの学校 4月 28日 (土 ) 10時 12時 ◎苗床作り◎堆肥切り返し
◎畦草刈り

●苗を育てるための苗床を作る。●

堆肥置き場の囲いを移動し、堆肥を

移動することで、堆肥の切り返しを行

う。●畦の革刈りをする。

●田んぼの南側に幅 1.2m、 長さ12mくらいの広さの短

冊畝つくる。土の塊は種籾より小さくなるように、大きなも

のを手ですりつぷす。●高さは他と同じにする。高くする

と、乾燥しやすくなるため。●畝の両脇は7cmくらいの深

さで水路を作り水を入れる。

田んぼの学校 4月 29日 (日 ) 10時 12時 ◎苗床作り◎種まき 種籾の不思議にせまる 苗半作という言葉があり、昔から苗作りが
大切であることをあらわしていた。

●苗を育てるための苗床を作る。●
種籾を蒔く。

●もち米と糎米の種籾を416の 割合で、区別(も ち米に糎
米が混ざるともちにならない)し て蒔く。●種籾は重ならな
い程度に密に蒔く。●薄く(5mmほど)土をかける。●か
まばこ1大 にネットをかける。

田んぼの学校 4月 29日 (日 ) 13時 15時 ◎用水路清掃◎生き物観

察

用水路には何がいる? 地域と用水路(佐 須用水)の関わりを考え
る。なぜ、用水路にゴミを捨てるのか。

●佐須街道から野川までの佐須用水

(本 流)のゴミ拾いをする●同じところ

で フヽk緯動物を捕雅して観察会を行

●用水路に入り、ゴミ拾いをする。●ゴミは分別する。●

空缶の中にはザリガニがいるので、捕獲する。●ゴミはリ

ヤカーで集め、児童館裏に置かせてもらう。

田んぼの学校 5月 13日 (日 ) 10時 12時 レンゲ刈り取り なぜ、田んぼにレンゲなの? 田んぼにレンゲが植えられる意味を考え
る。

草刈り鎌でレンゲを刈り取る。 ●草刈り鎌でレンゲを根元から刈り取る。●刈つたレンゲ

はその場に放置し、乾燥させる。●レンゲを根ごと掘り出
[ン 根ヽ新菌を辞認する。

5月 20日 (日 ) 10時 12時
田んぼの学校 5月 27日 (日 ) 10時 12時 ◎堆肥入れ◎荒起こし◎畦

草刈り◎くろつけ準備

堆肥の養分は何 ?
田んぼの荒起こしをしているとな

ぜか鳥がやつてくる?

雑木林から落ち葉を集め、鶏糞や糠、藁な
どで堆肥を作る有機農法は昔から普通に
農家で行われたことを理解する。化学肥料
との違いは何かを考える。

●堆肥を田んぼに均等に撒く●撒い
た堆肥を耕運機で漉き込む●畦の草
刈りをする。●刈つた草は田んぼに撒
〈。●畦の際に水路を作り、水を引く。

●水路に堰を作り、田んぼに水を引きいれる●畦の際に

水路を作る●畦に泥を塗り付ける分を畦から削る

田んぼの学校 6月 3日 (日 ) 13時 15時 くろつけ くろつけは何のため ? くろつけは水漏れを防ぐ知恵である。今で
はコンクリートなどで整備された田んぼが
あるが、なにもなければ知恵が働くと言うこ
とを学ぶ。

●畦に泥を塗りつける。● ●取水 口から一番遠いところからくろつけをする●水加減

をしながら泥をこねて、畦の上部と壁面に5cmくらいの厚

さで泥を塗る●くろつけが終わつたら畦際の水路に水を引

きいれ、くろが乾かないようにする

田んぼの学校 6月 10日 (日 ) 18時 20時 ホタル鑑賞会 ホタルはどこに棲む ? ホタルの生育できる環境を理解する。
田んぼの学校 6月 16日 (土 ) 10時 15時 ◎苗取り◎しろかき しろかきは何のため ? くろつけが入れ物の縁とすると、しろかきは

入れ物の底からの水漏れを防ぐ知恵であ
る。昔から田んぼにしてきたところは底が
粘土状になつている。

●苗代から苗を取り、わらで適当な量
を東ねる。●取つた苗は水に漫けて
おく。●田んぼに水を十分に入れ、耕
揮機で代掻きをするハ●表面を水平

●結東用のわらは、あらかじめ水にぬらしておく●結わえ

た苗の東は籠に入れて水に浸けておく●もち米と糎米の

苗を絶対に混ぜない。●代掻きが終わる頃、水を止める

と高低がわかる

田んぼの学校 6月 17日 (日 ) 10時 13時 田植え 丈夫に育て ! 米作りで田植えは昔から村総出で行う大き
なイベントであつた。昔も今も神様に祈る気
持ちは同じである。人ができる主なことはこ
こで終わると言うこともある。

●田植えをする●南側にもち米を田

んぼの四割くらい植える
!

●30cm間 隔に印のついた縄 (25m)を 張り、印のついた

ところに植える。●縄は25cm間 隔でずらしていく。●苗を

植える人は、植え終わつたら一歩下がつて自分の足跡を

ならす。●水は少な目に張る。

6月 24日 (日 ) ネ甫オ直



野川で遊ぶまちづくりの会 作成 日2002/4/17:04 PM

「野川で遊ぶまちづくりの会」
2001年 日程表 (案 )

No プログラム名称 日付

開始
時刻

終 了
時亥|| 作 業・行裏 課 題 目 的 内容 要 領

田んぼの学校 7月 8日 (日 ) ¬0時 12時 ◎一番草 (草 取り、根掻き)

◎畦草刈り◎田んぼの生き
物観察

田んばに何がいる? オタマジャクシ、ミジンコなど生き物でいつ

ぱいになる田んばでなにが起こっているか

考える。

メダカの学校 7月 22日 (日 ) 10時 12時 魚の生け捕り作戦 川で遊びながら、魚の観察、捕り方、川の
様子などを学六tハ

8月 23日 (木 ) 9時 12時 夏祭り準備 ●テント張り●ちょうちん付け●やぐ

ら紅 白テープ巻き●掲示板設置●当

会は焼き鳥の模擬店として参加する。

田んぼの学校 8月 24日 (金 ) 15時 21時 柏野夏祭り参加(焼き鳥 ) 地域の祭りに参加し、交流を図る。 ●2000本の焼き鳥を焼いて、1本 6
0円 で販売する。

●焼き鳥は冷凍なので、開封してなべでボイルする。●

発泡スチロールの箱で保存する。●タレは焼いた後 1回

だけ付ける●

田んぼの学校 8月 25日 (土 ) 14時 15時 ◎畦草刈り◎田んぼの生き
物観察

田んぼに何がいる ? 田んぼの豊かな生物層を観察することで、
田んぼの生態系を理解する。

田んぼの学校 8月 25日 (土 ) 15時 21時 柏野夏祭り参加(焼き鳥 ) 地域の祭りに参加し、交流を図る。 ●2000本の焼き鳥を焼いて、1本 6
0円 で販売する。

●焼き鳥は冷凍なので、開封してなべでボイルする。●

発泡スチロールの箱で保存する。●タレは焼いた後 1回

だけ付ける●

8月 26日 (日 ) 9時 ¬2時 夏 祭 り片付 け

田んぼの学校 9月 2日 (日 ) 10時 11時 田んぼ生き物観察 田んぼに何がいる?
田んぼの学校 9月 2日 (日 ) 11時 13時 力カシ作り カカシつて何してるの? 稲の穂に付いた籾をねらつて鳥が来る。人

も鳥も生きていることを考える。
9月 22日 (土 ) 景子 炭蜂 青キ ャンプ (準 備 )

9月 23日 (日 ) 10時 親子炭焼きキャンプ 炭焼きの実践を体験し、雑木林の役割を
考えるハ

9月 24日 (月 ) 17日寺 見子 炭 焼 きキヤンプ

田んぼの学校 10月 6日 (土 ) 10時 12時 ◎ハザ掛け準備◎稲刈り ●ハザ掛けをつくる●稲刈りはもち米
から先にする●うるちと混ざらないよ
うに注意する。

●ハザ掛けの足場を先に刈る●足は垂木3本 1組として
三脚を作る●三脚3組で1列とし、2列 作る●梁は2段 に
する。2段 目は釣り下げにする●梁の竹は細ければ2本

組にする

田んぼの学校 10月 7日 (日 ) 10時 12時 ◎稲刈り◎レンゲ種まき 刈 った稲 を千 すの はなぜ ? 稲存干すのはなぜなのか者元る^ 鳥 除 けの網 を張 る。

田んぼの学校 10月 28日 (日 ) 10時 12時 脱 穀 ●稲穂から種籾を取る●来年の種籾
を確保する。

田んばの学校 11月 4日 (日 ) 10時 16時 籾摺り ●種籾から籾殻を取る

田んぼの学校 11月 11日 (日 ) 10時 14時 精 米 玄米、胚芽米、精米の違いは

何 ?
―粒の米に託されたものを考える。 ●佐須地区共同小屋で精米する。●

糎米は7分 くらいにする。
●

田んぼの学校 11月 23日 (金 ) 10時 15時 収穫祭 (餅つき、豚汁 ) お米を作つたのは誰? お米作りを通して、人と自然の役割を考え
る。

田んぼの学校 12月 2日 (日 ) 10時 12時 落ち葉拾い(堆肥作り) 雑木林つて何 ? 雑木林の役割を考える。 力二山で落ち葉を集め、田んぼにべ二

ヤ板で囲つた堆肥置き場に積む。そ
の時、米糠と鶏糞を混ぜ、水を十分に
かけ、シートをかぶせる。

39 田んぼの学校 12月 2日 (日 ) 12時 15時 「田んぼの学校」卒業式 (反

省会 )

米つくりを終えて この9ヶ月で考えたこと、学んだことを確認
する^

●軽食を取りながら行う。●●



野川で遊ぶまちづくりの会 作成 日2002/4/17:04 PM

プログラム名称 日付

開始
時刻

終 了
時亥|| 作 業・行墓 準 備 用 具 服 装・装 備 担当者 備 考

田んぼの学校 1月 13日 (土 ) 9時 11時 堆肥切り返し くい打ち用木製ハンマー、フォーク、
バケツ

作業着、軍手、長靴

田んぼの学校 1月 13日 (土 ) 11時 ¬3時 佐須地区どんど焼き 例 年 11時 か らつきたての餅 を配 り

始 め る。青 年 会 など関係 者 は 9時頃

か ち塗 借 存 l´ ている ^

田んばの学校 2月 4日 (日 ) 10時 12時 堆肥切り返し

2月 20日 (火 ) 環境保全課と連絡を取る。 市報原稿締め切り

田んぼの学校 3月 11日 (日 ) ¬0時 12時 堆肥切り返し

3月 20日 (火 ) 市 報 で参 加 者 募 集

田んぼの学校 4月 8日 (日 ) 14時 18時 ◎「田んぼの学校」開校式

◎第一部 説明会◎第二部

懇親会 (花 見 )

●調布ヶ丘地域センターの比較的

大きな部屋を環境部にとつてもらう。

●資料 (野 ||1散 歩地図、会報 )●花

見 (焼 き鳥、焼き肉、野菜焼き、渇き

物、生ビール、焼酎ほか )

●花見 (バーベキューセット×2、 焼

鳥台、ブルーシート)

田んぼの学校 4月 23日 (月 ) 種籾準備 (水 に浸ける) ●参加者に一握りづつ分けるもち米
の種籾を用意する●

田んぼの学校 4月 28日 (土 ) 10時 12時 ◎苗床作り◎堆肥切り返し
◎畦草刈り

●農協で100mのネットを購入す
る。●湿つた土では土が固まりやす
いので、乾燥した時でないと苗床つ
くりはできない。天候によつては日程
を変更する。●ただし、代掻きした苗
床に種を蒔く方法もある。(直播きに

自由参加

田んぼの学校 4月 29日 (日 ) 10時 12時 ◎苗床作り◎種まき ネット、ネットフレーム (20本 )、 ら、る
い

田んぼの学校 4月 29日 (日 ) 13時 15時 ◎用水路清掃◎生き物観

察

●クリーンセンター、佐須児童館に
連絡をする。

●ゴミ袋、リヤカー、軍手●水槽、水
棲動物用捕獲網

講師 :平 井氏 (043-383-
3468、 03-3666-3327)

田んぼの学校 5月 13日 (日 ) 10時 12時 レンゲ刈り取り 草刈り鎌10本 。

5月 20日 (日 ) 10時 12時
田んぼの学校 5月 27日 (日 ) 10時 12時 ◎堆肥入れ◎荒起こし◎畦

草刈り◎くろつけ準備

自由参加

田んぼの学校 6月 3日 (日 ) 13時 15時 くろつけ

田んぼの学校 6月 10日 (日 ) 18時 20時 ホタル鑑賞会
田んばの学校 6月 16日 (土 ) 10時 15時 ◎苗取り◎しろかき ●結東用のわら●籠を用意する

田んぼの学校 6月 17日 (日 ) 10時 13時 田植え

6月 24日 (日 )



野川で遊ぶまちづくりの会 作成 日2002/4/17:04 PM

プログラム名称 日付

開始
時刻

終 了
時亥|| 作 業・行 事 準 備 用 具 服 装・装 備 担 当者 備 考

田んぼの学校 7月 8日 (日 ) 10時 12時 ◎一番草 (草取り、根掻き)

◎畦草刈り◎田んぼの生き

物観察

講師 :平 井氏 (042-383-
3468、 03-3666-3327)

メダカの学校 7月 22日 (日 ) 10時 12時 魚の生け捕り作戦

8月 23日 (木 ) 9時 12時 夏祭り準備 ●焼き鳥台 (60cm)準備 (今 年度 1

台購入、1台高津装飾で借りる、1台

は 自前 )● 中なべ (60cm)2個 (児

童館)●プロパンコンロ大2台 (菊 屋

燃料)●練炭 1 0Kg2箱 ●ビニール

パック、ビニール袋、輸ゴム、アルミ

ホイール●食材 (串 焼き鳥1日 200
0本、焼き鳥用タレ)●保温用発泡

柏野夏祭り準備

田んぼの学校 8月 24日 (金 ) 15時 21時 柏野夏祭り参加(焼き鳥 ) 自由参加

田んぼの学校 8月 25日 (」ヒ) 14時 15時 ◎畦草刈り◎田んぼの生き
物観察

田んぼの学校 8月 25日 (1土 ) 15時 21時 柏野夏祭り参加(焼き鳥 ) 自由参加

8月 26日 (日 ) 9時 12時 万 祭 り片付 け 柏 野 F祭 り(片づ け )

田んぼの学校 9月 2日 (日 ) 10時 11時 田んぼ生き物観察

田んぼの学校 9月 2日 (日 ) 11時 13時 カカシ作 り

9月 22日 (土 ) 親子炭焼きキャンプ(準 備)

9月 23日 (日 ) 10時 親子炭焼きキャンプ

9月 24日 (月 ) 17時 見子 炭 焼 きキャンプ

田んぼの学校 10月 6日 (土 ) 10時 12時 ◎ハザ掛け準備◎稲刈り ●足になる垂木、3本 1組 、6組分●

梁にする竹 (10m)10本 くらい●網

掛け用竹棒 (3m)15本 くらい●鳥

除け網40mくらい●荒縄 (太 )1巻

●結東用稲わら      ___
田んぼの学校 10月 7日 (日 ) 10時 12時 ◎ 稲 刈 り◎ レンゲ種 まき

田んぼの学校 10月 28日 (日 ) 10時 12時 脱 穀 佐須地区の共同脱穀機 (自 走式)を

借り、田んぼへ移動する。

田んぼの学校 11月 4日 (日 ) 10時 16時 籾摺り ●籾摺り機●モーター●みの●米
袋10枚

田んぼの学校 11月 11日 (日 ) 10時 14時 精 米 ●佐須地区の共同精米所にて行う。

●カギは当番のところで借りる。●

精米費は30Kg200円 ?を会計担当

に支払う。(領 収書無しです。)●カ

ギと、会計の担 当は竹内さんに確認

する。●みの

田んぼの学校 11月 23日 (金 ) 10時 15時 収穫祭 (餅つき、豚汁 ) 2000年に日と杵は知人より入手し
た。かまどと、せいろは八雲台幼稚
園の小林さんか佐須児童館で借り

田んばの学校 12月 2日 (日 ) 10時 12時 落ち葉拾い (堆肥作り) 米糠 (自 前の米糠が約 20Kg、 他に

山田屋お米館で有機栽培米糠 3袋

(15KgX3)を 購入する。また、農協

(神 代支店 )で 鶏糞 2袋 (10Kg× 2)

を購入する。

田んぼの学校 12月 2日 (日 ) 12時 ¬5時 「田んぼの学校」卒業式 (反

省会 )      __
●場所を確保 (ネ申代農場)する● 11

時頃から一部の人で



野川で遊ぶまちづくりの会

「野川で遊ぶまちづくりの会」
「田んばの学校」2001年 日程表

作成日2002/4/17:04 PM

日付 開始時刻 終了時刻 作業 0行事 課 題 目的 備 考

4月 8日 (日 ) 14時 18時 ◎「田んぼの学校」開校式◎第一部
説明会◎第二部 懇親会 (花見)

当会の活動を理解してもら■。また、今後の心構えなどを話し合
つ。

4月 23日 (月 ) 種籾準備 (水に浸ける) 種つて何 ?どうして芽が出る 種の働きを理解する。

4月 28日 (土 ) 10時 12時 ◎苗床作り◎堆肥切り返し◎畦草刈 自由参加

4月 29日 (日 ) 10時 12時 ◎苗床作り◎種まき 種籾の不思議にせまる 苗半作という言葉があり、昔から苗作りが大切であることをあらわ
していた。

4月 29日 (日 ) 13時 ¬5時 ◎用水路清掃◎生き物観察 用水路には何がいる? 地域と用水路 (佐須用水)の関わりを考える。なぜ、用水路にゴミ
を捨てるのか。

5月 13日 (日 ) 10時 12時 レンゲ刈り取り なぜ、田んばにレンゲなの? 田んばにレンゲが植えられる意味を考える。

5月 27日 (日 ) 10時 12時 ◎堆肥入れ◎荒起こし◎畦草刈り◎
くろつけ準備

堆肥の養分は何 ?
田んぼの荒起こしをしていると

なぜか鳥がやつてくる?

雑木林から落ち葉を集め、鶏糞や糠、藁などで堆肥を作る有機農
法は昔から普通に農家で行われたことを理解する。化学肥料との
違いは何かを考える。

自由参加

6月 3日 (日 ) 可3時 15時 くろつけ くろつけは何のため ? くろつけは水漏れを防ぐ知恵である。今ではコンクリートなどで整
備された田んぼがあるが、なにもなければ知恵が働くと言うことを
学ぶ。

6月 10日 (日 ) 18時 20時 ホタル鑑賞会 ホタルはどこに棲む ? ホタルの生育できる環境を理解する。

6月 16日 (土 ) 10時 15時 ◎苗取り◎しろかき しろかきは何のため ? くろつけが入れ物の縁とすると、しろかきは入れ物の底からの水
漏れを防ぐ知恵である。昔から田んばにしてきたところは底が粘
土状になつている。

6月 17日 (日 ) 10時 13時 田植え 丈夫に育て ! 米作りで田植えは昔から村総出で行う大きなイベントであつた。昔
も今も神様に祈る気持ちは同じである。人ができる主なことはここ
で終わると言うこともある。

7月 8日 (日 ) 10時 12時 ◎一番草 (草 取り、根掻き)◎畦草刈
り◎田んぼの生き物観察

田んぼに何がいる? オタマジャクシ、ミジンコなど生き物でいっぱいになる田んばでな
にが起こっているか考える。

8月 24日 (1金 ) 15時 21時 柏野夏祭り参加(焼き鳥) 地域の祭りに参加し、交流を図る。 自由参加

8月 25日 (土 ) 14時 15時 ◎畦草刈り◎田んぼの生き物観察 田んぼに何がいる? 田んぼの豊かな生物層を観察することで、田んぼの生態系を理

8月 25日 (土 ) 15時 21時 柏野夏祭り参加(焼き鳥) 地域の祭りに参加し、交流を図る。 自由参加

9月 2日 (日 ) 10時 11時 田んぼ生き物観察 田んばに何がいる?

9月 2日 (日 ) 11時 13時 カカシ作り カカシつて何してるの ? 稲の穂に付いた籾をねらって鳥が来る。人も鳥も生きていることを
考える。

10月 6日 (土 ) 10時 12時 ◎ハザ掛け準備◎稲刈り

10月 7日 (日 ) 10時 12時 ◎稲刈り◎レンゲ種まき 刈つた稲を干すのはなぜ? 稲を干すのはなぜなのか考える。

10月 28日 (日 ) 10時 12時 脱 穀

11月 4日 (日 ) 10時 16時 籾摺り

11月 11日 (日 ) 10時 14時 精 米 玄米、胚芽米、精米の違いは ―粒の米に託されたものを考える。

11月 23日 (釜め 10時 15時 収穫祭 (餅つき、豚汁 ) お米を作つたのは誰 ? お米作りを通して、人と自然の役割を考える。

12月 2日 (日 ) 10時 12時 落ち葉拾い(堆肥作り) 雑木林つて何 ? 雑木林の役割を考える。

12月 2日 (日 ) 12時 15時 「田んぼの学校」卒業式 (反省会) 米つくりを終えて この9ヶ月で考えたこと、学んだことを確認する。



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
プ百グラム名称 : 田んぼの学校

実施予定 日 1月 13日 (土) 1開始時刻 1    9時 終了時刻 1   11時
実施日 可引 3日 (土) 1開始時刻 1    9時 終了時刻 1   10時
作業 : 堆肥切り返し

課題 :

目的 : 堆肥発酵促進

内容 : 堆肥置き場の囲いを移動し、堆肥を移動することで、堆肥の切り返しを行う。

要領 : ●堆肥置き場の囲いを取り外す。●隣に堆肥置き場の囲いを作る。●堆肥をかき混
ぜながら新しい置き場に移動する。●水分が足りないようであれば、バケツで水をか

ける。

準備 :

用具 : くい打ち用木製ハンマー、フォーク、バケツ

服装・装備 : 作業着、軍手、長靴

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

爾 刻 1990    ~      1終 了時刻 10:00

実施内容 :

班聴あ天班遺しを石蔓 丁蒸を蒲給手石I

留意事項 :

備考 :

参加者名:尾辻、四方田、近藤



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアメレ
プログラム名称 : 田んぼの学校

実施予定日 可引 3日 (土) 1開始時刻 1    11時 終了時刻 1   13時
実施 日 1月 13日 (土) 1開始時刻 |   _10時 終了時刻 1   12時
作業 : 佐須地区どんど焼き

課題 : どんど焼きつてなに?

目的 : 地域に根づいている行事に関心を持ち、生活との関わりを学ぶ。

内容 : 佐須地区どんど焼きにて餅つきを手伝う

要領 :

準備 : 例年lq降覇両死荘裏ての餅を配り始める。青年会など関係者は9町頃から準備をして
いる。

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参カロ者名 :尾辻、四方田、近藤

蘭殆時刻11000~          1終 了時刻 12:00

実施内容 :

ど万醐 計 参茄:~餅う百を事百5:

留意事項 :

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
プログラム名称 : 田んばの学校

実施予定日 2月 4日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
実施 日 2月 4日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   11時
作業 : 堆肥切り返し

課題 :

目的 : 堆肥発酵促進

内容 : 堆肥置き場の囲いを移動し、堆肥を移動することで、堆肥の切り返しを行う。

要領 : ●堆肥置き場の囲いを取り外す。●隣に堆肥置き場の囲いを作る。●堆肥をかき混
ぜながら新しい置き場に移動する。●水分が足りないようであれば、バケツで水をか

ける。

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

開始時刻110時       ~    1終 了時刻 11時

実施内容 :

堆肥の天地返しを行う。

留意事項 :

備考 :

参加者名 :尾辻、四方田、近藤



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアメレ
プログラム名称 : 田んぼの学，上父

実施予定 日 3月 11日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
実施日 3月 11日 (日 ) 1開始時刻 1    9時 終了時刻 1   10時
作業 : 堆肥切り返し

課題 :

目的 : 堆肥発酵促進

内容 : 堆肥置き場の囲いを移動し、堆肥を移動することで、堆肥の切り返しを行う。

要領 : ●堆肥置き場の囲いを取り外す。●隣に堆肥置き場の囲いを作る。●堆肥をかき混

ぜながら新しい置き場に移動する。●水分が足りないようであれば、バケツで水をか

ける。

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :尾辻、四方田、近藤、依田

開始時亥119時       ~~~1終 了時刻 10時

実施内容 :

天地返しを行う。

留意事項

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
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田んぼの学校

実施予定日 4月 8日 (日 ) 1開始時刻 1    14時 終了時刻 1   18時
実施日 4月 8日 (日 ) 1開始時刻 1    14時 終了時刻 1   17時
作業 : ◎「田んぼの学校」開校式◎第一部 説明会◎第二部 懇親会 (花見 )

課題 :

目的 : 当会の活動を理解してもらう。また、今後の心構えなどを話し合う。

内容 : 参加者顔合わせ(自 己紹介 )、 年間予定説明、名簿作成、質疑応答、参加確定者から

会費5000円 を徴収する。また、1家族に一握りづつ種籾を分け、自宅で水に浸けて

もらう。花見は会費を徴収する。

要領 : ●開会の挨拶●環境部の挨拶●説明会 (当 会の概要、年間日程、援農)●質疑応答
●参加確認 (多数の場合、抽選)●参加費徴収●種籾配布●閉会の挨拶●花見会場
(野川武蔵野市場いこいの水辺)へ移動●花見

準備 : ●調布ヶ丘地域センタ=の比較的大きな部屋を環境部にとってもらう。●資料 (野り|「

散歩地図、会報)●花見 (焼き鳥、焼き肉、野菜焼き、渇き物、生ビール、焼酎ほか)

用具 : ●花見 (バーベキューセット×2、 焼鳥台、ブルーシート)

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加著落 :高橋 (調布ヶ丘在住 )、 長橋 (布田在住 )、 (会員 :尾辻夫妻、依田夫妻、四

方田夫妻、中野夫妻、近藤)(市役所 :ノト豆畑)

鵬 刻 11400          1終 了時刻 17:00

実施内容 :

調布ヶ丘地域センターにて開校式を実施。挨拶の後、自己紹介、会の紹介、日程説明

琵意事項1~百癬 あ覆1…毛効薩薇取l

懇親会を田んTビ直移コ厄て実施。桜の花見は時期が過ぎてしまつたので、中止。

竹内さん
~:ノ

]ヽ 池さんが途中から参加。

留意事項 :

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
プログラム名称 : 田んぼの学校

実施予定日 4月 23日 (月 ) 1開始時亥1 終了時刻
実施 日 開始時刻 終了時刻

作業 : 種籾準備 (水に浸ける)

課題 : 種つて何 ?どうして芽が出るの ?

目的 : 種の働きを理解する。

内容 : 種籾を選別し、発芽させる。

要領 : ●最初に薄い食塩水 (新鮮な卵が浮く程度)に種籾をつけて、浮いた種籾を選り分け

る(苗床の余つたところで蒔いてみるのもいい)。 ●一度洗って、きれいな水に浸ける。

酸素を必要とするので1日 に一回は水を取りかえる。●発芽したら、冷蔵保存 (5から
10℃ )する。●種蒔の前日に発芽していない場合、風呂の残り湯 (30℃ 以下)につけ

準備 : ●参加者に一握りづつ分け稿 ち米の種籾を用意する●

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 指導担当者名 :

参加者名 :

鵬 刻 |            1終 了時刻

実施内容 :

留意事項 :

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
プ百グラム名称 : 田んぼの学校

実施予定日 4月 28日 (土) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
実施日 4月 28日 (土) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
作業 : ◎苗床作り◎堆肥切り返し◎畦草刈り

課題 :

目的 :

内容 : ●苗を育てるための苗床を作る。●堆肥置き場の囲いを移動し、堆肥を移動すること
で、堆肥の切り返しを行う。●畦の草刈りをする。

要領 : ●田んぼの南側に幅 1。 2m、 長さ12mくらいの広さの短冊畝つくる。上の塊は種籾よ

り小さくなるように、大きなものを手ですりつぶす。●高さは他と同じにする。高くする
と、乾燥しやすくなるため。●畝の両脇は7cmく らいの深さで水路を作り水を入れる。

準備 : ●農協で100mのネットを購入す頃 ヽ 湿つた上では土が固まりやすいので、乾燥し

た時でないと苗床つくりはできない。天候によつては日程を変更する。●ただし、代掻

きした苗床に種を蒔く方法もある。(直播きに近い)

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :高橋 (親子4名 )、 長橋 (親子2名 )、 張 (親子2名 )、 一條 (親子2名 )、 中野 (親

子4名 )、 四方田 (親子4名 )、 依田、近藤

開始時亥1110時            1終 了時刻 12時

実施内容 :

百んTビあ雨醍 新新機て薪じ百東を作石

留意事項 :

備考 : 自由参加



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアメレ
プログラム名称 : 田んばの学校

実施予定日 4月 29日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
実施日 4月 29日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
作業 : ◎苗床作り◎種まき

課題 : 種籾の不思議にせまる

目的 : 苗半作という言葉があり、昔から苗作りが大切であることをあらわしていた。

内容 : ●苗を育てるための苗床を作る。●種籾を蒔く。

要領 : ●もち米と梗米の種籾を4,6の割合で、区別 (もち米に梗米が混ざるともちにならな
い)して蒔く。●種籾は重ならない程度に密に蒔く。●薄く(5mmほど)土をかける。●
かまばこ状にネットをかける。

準備 :

用具 : ネット、ネットフレーム (20本 )、 ふるい

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :高橋 (親子4名 )、 長橋 (親子2名 )、 張 (親子2名 )、 一條 (親子2名 )、 中野 (親

子4名 )、 四方田 (親子4名 )、 依田、近藤

開始時刻 110時            1終 了時刻 12時

実施内容 :

苗床に種をまく。東寄りにうるち米、西寄りにもち米の種をまく。

留意事項 :

今回は、種を蒔きすぎた。そのため、一部が十分に育たなかつた。

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
プログラム名称 : 田んぼの学校

実施予定日 研 29日 (日 ) 1開始 終了時刻 1   15時
実施 日 4月 29日 (日 ) 1開始時刻 1__  1_旦時 終了時刻 1   15時
作業 : ◎用水路清掃◎生き物観察

課題 : 用水路には何がいる?

目的 : 地域と用水路 (佐須用水)の関わりを考える。なぜ、用水路にゴミを捨てるのか。

内容 : ●佐須街道から野川までの佐須用水 (本流)のゴミ拾いをする●同じところで、水棲動
物を捕獲して観察会を行う。

要領 : ●用水路に入り、ゴミ拾いをする。●ゴミは分別する。●空缶の中にはザリガニがいる
ので、捕獲する。●ゴミはリヤカーで集め、児童館裏に置かせてもらう。

塑馨夢爾諾i: ●クリーンセンター、佐須児童館に連絡をするご

用具 : ●ゴミ袋、リヤカー、軍手●水槽、水棲動物用捕獲網

服装口装備 :

担当者 : 講師 :平井氏 (043-383-3468、 03-3666-3327)

実施記録 : 指導担当者名 :尾辻、依田、坂本、平井(講師)、 四方田

参加者名 :尾辻、依田、坂本、平井、四方田(子ども二人)、 一條(子ども二人)、 張(子ど

も一人)、 高橋夫妻(子ども二人)、

開始時刻 113時           1終 了時刻 15時

実施内容 :

王正天天がご万語こЧ 丁る丁講師と子供で生き物を捕獲する。

留意事項 :

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
プログラム名称 : 田んばの学校

実施予定日 5月 13日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
実施日 頭 13日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
作業 : レンゲ刈り取り

課題 : なぜ、田んばにレンゲなの?

目的 : 田んばにレンゲが植えられる意味を考える。

内容 : 草刈り鎌でレンゲを刈り取る。

要領 : ●草刈り鎌でレンゲを根元から刈り取る。●刈つたレンゲはその場に放置し、乾燥させ

る。●レンゲを根ごと掘り出し、根粒菌を確認する。

準備 :

用具 : 草刈り鎌10本。

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :尾辻、四方田、高橋夫婦 (子ども2名 )、 長橋(子ども1名 )

1110時            1終 了時刻 12時

実施内容 :

田んばのレンゲを刈り取る。

留意事項 :

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

ブログラムマニュアル
プログラム名称 : 田んぼの学校

実施予定日 5月 27日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
実施日 5月 26日 (土) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
作業 : ◎堆肥入れ◎荒起こし◎畦草刈り◎くろつけ準備

課題 : 堆肥の養分は何?        田んぼの荒起こしをしているとなぜか鳥がやつ
てくる?

目的 : 雑木林から落ち葉を集め、鶏糞や糠、藁などで堆肥を作る有機農法は昔から普通に
農家で行われたことを理解する。化学肥料との違いは何かを考える。

内容 : ●堆肥を田んばに均等に撒く●撒いた堆肥を耕運機で漉き込む●畦の草刈りをす
る。●刈つた草は田んばに撒く。●畦の際に水路を作り、水を引く。

要領 : ●水路に堰を作り、田んぼに水を引きいれる●畦の際に水路を作る●畦に泥を塗り
付ける分を畦から削る

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :尾辻(子ども1名 )、 四方田(子ども1名 )、 張(子ども1名 )、 一條(子ども2名 )、

長橋(子ども1名 )

蘭頂台時刻 110時            1終 了時刻 12時

実施内容 :

1.堆肥を田んばに撒く。

2.耕運機で荒起こしをする。

3.畦の際に水路を作り、水を入れる。

留意事項 :

1.柏野小学校裏の田んばで代掻きが始まり、水がこなくなった。分岐点の堰を開ける

本流がなくなつてしまうので、少しだけ開けることにする。

備考 : 自由参加



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
1ラ
テlEヨ「Zラ

FT:ラ
17二【11三「lFI「 1 田んぼの学校

実施予定日 百肩3日 (日 ) 1開 終了時刻 1   15時
実施 日 王) 1開始時刻 1    10瞬 終了時刻 1  17時 30分

作業 : くろつけ

課題 : くろつけは何のため ?

目的 : くろつけは水漏れを防ぐ知恵である。今ではコンクリートなどで整備された田んぼがあ

るが、なにもなければ知恵が働くと言うことを学ぶ。

内容 : ●畦に泥を塗りつける。●

要領 : ●取水口から一番遠いところからくろつけをする●水加減をしながら泥をこねて、畦の

上部と壁面に5cmく らいの厚さで泥を塗る●くろつけが終わつたら畦際の水路に水を

引きいれ、くろが乾かないようにする

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :尾辻、四方田

参加者名 :尾辻、四方田(子ども二人)、 張(子ども一人)、 一條(子ども二人)、 長橋(子ど

も一人だけ)

鵬 刻 1980   ~      1終 了時刻 17:30

実施内容 :

田んぼの南、西、北の畦にくろつけを行つた。連絡ミスもあり、参加者が少なく、

時間がかかつた。

留意事項 :

四方田氏より、くろつけがどうしても必要なのかという問題提起があつた。

柏野小横の田んぼのくろつけは省力化という意味で大変参考になる。くろつけをする割

は最初からきれいにけずる。こうすることで、貼り付ける泥を最小限にすることができる

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
プログラム名称 : 田んぼの学校

実施予定日 6月 10日 (日 ) 1開始時刻 1    18時 終了時刻 1   20時
実施日 6月 17日 (日 ) 1開始時刻 1   1_9壁 30分 終了時刻 1  20時 30分

作業 : ホタル鑑賞会

課題 : ホタルはどこに棲む ?

目的 : ホタルの生育できる環境を理解する。

内容 :

要領 :

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名

参爾者名 :四方田:張、一條、高橋、長橋、尾辻、東湖、近藤、今田他

開始時刻 119時面分         1終 了時刻 20籐寺30う)

実施内容 :

都立神代農場|「ib蒔百U分に集合し、小池先生の案内で農場内のホタルを鑑賞する。

当百1ま丁葡蒲 ヽ=プあ参両日もあり、かなり混雑した。小池先生も困つていたようだ。

留意事項 :

この企画は、小池先生の個人的な尽力によるものなので、継続することは難しいかも

しれない。

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
■名称 : 田んぼの学校

実施予定日 6月 16日 (土) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   15時
実施日 萌 16日 (土) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   15時
作業 : ◎苗取り◎しろかき

課題 : しろかきは1可のため?

目的 : くろつけが入れ物の縁とすると、しろかきは入れ物の底からの水漏れを防ぐ知恵であ

る。昔から田んぼにしてきたところは底が粘土状になつている。

内容 : ●苗代から苗を取り、わらで適当な量を東ねる。●取つた苗は水に浸けておく。●田ん

ばに水を十分に入れ、耕運機で代掻きをする。●表面を水平にならす。

要領 : ●結東用のわらは、あらかじめ水にぬらしておく●結わえた苗の東は籠に入れて水に

浸けておく●もち米と糎米の苗を絶対に混ぜない。●代掻きが終わる頃、水を止める

と高低がわかる

準備 : ●結東
~用

のわら●籠を用意する

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :四 方田、依田、尾辻、張、一條、長橋(子供 )、 近藤

開始時刻 19時30分  ~        1終 了時刻 18時30分

実施内容 :

当日は、学校のある日だつたので、子供のいるところは2時頃に集合した。

水が少ないため:~しろ弱嗜苓反F犬 1ビ耐 がらだ[~~~~~~~~一一一―……

苗取りlIがか獅幕覇ミががらだ:「莱年は百万妻 夢iなくする必要がありそうだ。

留意事項 :

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアメレ
: 田んぼの学校

実施予定日 6月 17日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   13時
実施日 6月 17日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   14時
作業 : 田植え

課題 : 丈夫に育て !

目的 : 米作りで田植えは昔から村総出で行う大きなイベントであった。昔も今も神様に祈る気

持ちは同じである。人ができる主なことはここで終わると言うこともある。
内容 : ●田植えをする●南側にもち米を田んぼの四割くらい植える

要領 : ●30cm間隔に印のついた縄(25m)を張り、印のついたところに植える。●縄は25c
m間隔でずらしていく。●苗を植える人は、植え終わつたら一歩下がつて自分の足跡を
ならす。●水は少な目に張る。

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :四方田、依田、尾辻、近藤、張、一條、高橋、長橋、東湖、今田、他

開始時刻雨0蒔
~           1終

了時刻 14時

実施内容 :

当日は、テレビ東京の取材があり、翌日放映された。

今年は、例年より、少し多めに植えることにした。南北の間隔を15cm(例年25cmくらし

東西の間隔を25cm(夕1年は30cmくらい)。 単純計算で、約2倍の苗を植えたことになえ

苗の間隔711~百理I万狂著ミ夜 、東西の間隔を広く取つている。

留意事項 :

もち米の要望が多いので、半分をもち米にした。もう少し多くてもいいのではという声も

あつたので、来年は増やす方向で検討する。

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
プログラム名称 : 田んぼの学，上父

実施予定日 7月 8日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
実施 日 7月 8日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
作業 : ◎一番草 (草取り、根掻き)◎畦草刈り◎田んぼの生き物観察

課題 : 田んばに何がいる?

目的 : オタマジヤクシ、ミジンコなど生き物でいつぱいになる田んぼでなにが起こつているか

考える。
内容 :

要領 :

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 : 講師 :平井氏 (042-383-3468、 03-3666-3327)

実施記録 : 指導担当者名 :四 方田、依田、近藤

参加者名 :四方田(親子 )、 依田、近藤、高橋(親子 )、 長橋(親子 )、 一條(親子 )、 張(親

子 )、 渡辺(親子 )

開始時刻 110時             1終 了時刻 12時

実施内容 :

平井氏には9時30分にきていただき、事前に田んぼの中の生き物を採集してもらつた。

平井氏には立体顕微鏡を持つてきてもらい、各自が採集した昆虫などをみんなで見たc

ホウネンエビは卵を持つたものがいた。この田んばにホウネンエビがいるのは、上流の

があるためではないかということだつた。ホウネンエビは農薬などで死滅するのが普通

いうことでした。竹内さんに農薬の使用状況を確認することとする。

留意事項 :

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアメレ
プログラム名称 : 田んぼの学 占

父

実施予定日 8月 25日 (土) 1開始時刻 1    14瞬 終了時刻 1   15時
実施日 8月 25日 (土) 1開始時刻 1    14時 終了時刻 1   15時
作業 : ◎畦草刈り◎田んぼの生き物観察

課題 : 田んばに何がいる?

目的 : 田んぼの豊かな生物層を観察することで、田んぼの生態系を理解する。

内容 :

要領 :

準備 :

用具 :

服装 0装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :近藤

参加者名 :長橋 (親子2名 )、 張 (親子2名 )、 一條 (親子2名 )

開始時刻 114時             1終 了時刻 15時

実施内容 :

留意事項 :

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアメレ
プログラム名称 : 田んばの学校

実施予定日 8月 25日 (土) 1開始時刻 1    15時 終了時刻 1   21時
実施日 8月 25日 (土) 1開始時刻 1    15時 終了時刻 1   21時
作業 : 柏野夏祭り参加(焼き鳥)

課題 :

目的 : 地域の祭りに参加し、交流を図る。

内容 : ●2000本の焼き鳥を焼いて、1本 60円で販売する。

要領 : ●焼き鳥は冷凍なので、開封してなべでボイルする。●発泡スチロールの箱で保存す

る。●タレは焼いた後1回 だけ付ける●

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :尾辻、四方田

参加者名 :高橋 (親子4名 )、 長橋 (親子2名 )、 張 (親子2名 )、 一條 (親子2名 )、 中野 (親

子4名 )、 四方田 (親子4名 )、 依田、近藤

開始時刻 115時            1終 了時刻 21時

実施内容 :

2100本購入

留意事項 :

備考 : 自由参加



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
プログラム名称: 田んぼの学校

実施予定日 9月 2日 (日 ) 1開始時刻 1    11時 終了時刻 1   13時
実施 日 9月 2日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   可2時
作業 : カカシ作り

課題 : 力カシって何してるの ?

目的 : 稲の穂に付いた籾をねらつて鳥が来る。人も鳥も生きていることを考える。

内容 :

要領 :

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :尾辻、四方田、依田

参加者名 :一條親子、張親子

開始時刻 110時   ~        1終 了時刻 12時

実施内容 :

カカシ5体作成

留意事項 :

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
プログラム名称 :

実施予定日 9月 24日 (月 )1開 始時刻 終了時刻 1   17時
実施 日 9月 23,24日  1開始時刻 終了時刻

作業 : 親子炭焼きキャンプ

課題 :

目的 :

内容 :

要領 :

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 辻、四方田、近藤、小池

子、張親子

鵬 刻 |     ~      1終 了時刻

実施内容 :

22日 10時より準備、23日 10時火入れ、24日 10時窯出し

な蘭硯溺可可溺謝河瀬丁百[薩市火付けに失敗し、やり直す。

留意事項 :

備考 :



野川で遊ぶまちづくりの会

プログラムマニュアル
プログラム名称 : 田んぼの学校

実施予定 日 10月 6日 (土) 1開始時刻 |   _lΩ壁 終了時刻 1   12時
実施日 9月 29日 (土) 1開始時刻 1    14時 終 了時刻 1   16時
作業 : ◎ハザ掛け準備◎稲刈り

課題 :

目的 :

内容 : ●ハザ掛けをつくる●稲刈りはもち米から先にする●うるちと混ざらないように注意す

る。

要領 : ●ハザ掛けの足場を先に刈る●足は垂木3本 1組として三脚を作る●三脚3組で1列

とし、2列作る●梁は2段にする。2段 目は釣り下げにする●梁の竹は細ければ2本組
にする

準備 : ●足になる垂木、3本 1組、6組分●梁にする竹 (10m)lU本くらい●網掛け用竹棒

(3m)15本くらい●鳥除け網40mくらい●荒縄 (太 )1巻●結東用稲わら

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :高橋 (親子4名 )、 長橋 (親子2名 )、 張 (親子2名 )、 一條 (親子2名 )、 中野 (親

子4名 )、 四方田 (親子4名 )、 依田、近藤

爾 時刻 114時  ~        1終 了時刻 16時

実施内容 :

うるち米を刈り取る。

知り合いて百おぎ〒雨に脱穀穫を譲U蔓けに行く。その際、唐箕も譲り受ける。

留意事項 :

備考 :
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プログラムマニュアメレ
プログラム名称 : 田んぼの学校

実施予定日 10月 7日 (日 ) 1開始時刻 1   lo時 終了時刻 1   12時
実施 日 9月 30日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   15時
作業 : ◎稲刈り◎レンゲ種まき

課題 : 刈つた稲を干すのはなぜ ?

目的 : 稲を干すのはなぜなのか考える。

内容 : 鳥除けの網を張る。

要領 :

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :高橋 (親子4名 )、 長橋 (親子2名 )、 張 (親子2名 )、 一條 (親子2名 )、 中野 (親

子4名 )、 四方田 (親子4名 )、 依田、近藤

bO分           1終 了時刻 15時

実施内容 :

もち米を刈り取る。

留意事項 :

備考 :
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プログラムマニュアル
フ百グラム名称: 田んぼの学校

実施予定日 10月 28日 (日 ) 1開 始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
実施日 10月 21日 (日 )1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
作業 : 脱穀

課題 :

目的 :

内容 : ●稲穂から種籾を取る●来年の種籾を確保する。

要領 :

準備 : 佐須地区の共同脱穀機 (自 走式)を借り、田んぼへ移動する。

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :高橋 (親子4名 )、 長橋 (親子2名 )、 張 (親子2名 )、 一條 (親子2名 )、 中野 (親

子4名 )、 四方田 (親子4名 )、 依田、近藤

開始時刻|             1終 了時刻

tffil46:
i-o fiZ-o E-(i)i? fti; T6E+i: d= nE

留意事項 :

備考 :
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プログラムマニュアメレ
プログラム名称 : 田んぼの学校

実施予定日 11月 4日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   16時
実施 日 11月 4日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
作業 : 籾摺り

課題 :

目的 :

内容 : ●種籾から籾殻を取る

要領 :

準備 : ●籾摺り機●t一ター●みの●米袋 10枚

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :高橋 (親子4名 )、 長橋 (親子2名 )、 張 (親子2名 )、 一條 (親子2名 )、 中野 (親

子4名 )、 四方田 (親子4名 )、 依田、近藤

開始時刻 |              1終 了時刻

実施内容 :

11月 3日 (土)10時～12時にも実施

摺り鉢と軟式野球ボールで籾摺りをやつてみる。

留意事項 :

備考 :
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プログラムマニュアル
プログラム名称 : 田んぼの学，上父

実施予定日 11月 11日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   14醒
実施 日 11月 17日 (土 )1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   14隈
作業 : 精 米

課題 : 玄米、胚芽米、精米の違いは何 ?

目的 : ―粒の米に託されたものを考える。

内容 : ●佐須地区共同小屋で精米する。●梗米は7分くらいにする。

要領 : ●

準備 : ●佐須地区の共同精米所にて行う。●カギは当番のところで借りる。●精米費1沢3o
Kg200円 ?を会計担当に支払う。(領収書無しです。)●カギと、会計の担当は竹内さ
んに確認する。●みの

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担百者名:尾辻、四方田、近藤

参加者名 :一條 (親子2名 )

開始時刻 |              1終 了時刻

実施内容 :

できるだけ食べる直前に精米したほうがよいので、17日 にした。

3OKg200Fl . 1000P,ttrL) 
"

留意事項 :

備考 :
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プログラムマニュアメレ
プログラム名称 : 田んぼの学校

実施予定 日 11月 23日 (金 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   15時
実施日 11月 23日 (金)1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   15時
作業 : 収穫祭 (餅つき、豚汁 )

課題 : お米を作つたのは誰?

目的 : お米作りを通して、人と自然の役割を考える。

内容 :

要領 :

準備 : 2000年に臼と杵は知人コ 入手した。かまどと、せいろは八雲台幼稚園の小林さん

か佐須児童館で借りる。

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :高橋 (親子4名 )、 長橋 (親子2名 )、 張 (親子2名 )、 一條 (親子2名 )、 中野 (親

子4名 )、 四方田 (親子4名 )、 依田、近藤ほか多数

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

環境部、平井さんを招待。平井さんはシジミの吸い物、マグロの刺身を差し入れてくれ i

留意事項 :

備考 :
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プログラムマニュアル
プログラム名称 : 田んぼの学 ユ

父

実施予定日 12月 2日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
実施 日 12月 2日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   12時
作業 : 落ち葉拾い (堆肥作り)

課題 : 雑木林つて何 ?

目的 : 雑木林の役割を考える。

内容 : 力二山で落ち葉を集め、田んぼにべニヤ板で囲つた堆肥置き場に積む。その時、米糠
と鶏糞を混ぜ、水を十分にかけ、シートをかぶせる。

要領 :

準備 : 米糠 (自 前の米糠が約20Kg、 値Tこ山田屋お米館で有機栽培米糠3袋 (15KgX 3)を
購入する。また、農協 (神代支店)で鶏糞2袋 (10Kg× 2)を購入する。

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 石導担当者名:尾辻、四方田、近藤

参加者名 :高橋 (親子4名 )、 長橋 (親子2名 )、 張 (親子2名 )、 一條 (親子2名 )、 中野 (親

子4名 )、 四方田 (親子4名 )、 依田、近藤

30分          1終 了時刻 12時

実施内容 :

米糠 (自 前の米糠が約10Kg、 他に山田屋お米館で4袋 (15KgX 4)を 購入する。

まだ群瓢脇研輌雨支薦藩蔦葉2袋 (10KgX 2)を購入する。

落ち葉はリヤカー+作業用袋3袋を2回運んだ。約 1 50Kgくらいか?

留意事項 :

備考 :
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プログラムマニュアメレ
プ百グラム名称 : 田んばの学校

実施予定日 12月 2日 (日 ) 1開始時姓L__」堕壁 終了時刻 1   15時
実施日 百2月 2日 (日 ) [開始時刻 |    _12壁 終了時刻 1   15時
作業 : 「田んぼの学校」卒業式 (反省会 )

課題 : 米つくりを終えて

目的 : 百藤巧項戻藩更たこと、学んだことを確認する。

内容 : ●軽食を取りながら行う。●●

要領 :

準備 : ●場所を確保 (神代農場)する●11時頃から一部の人で準備する。

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :尾辻、四方田(親子3名 )、 中野(親子3名 )、 一條(親子2名 )、 張(親子2名 )、

高橋(親子3名 )

開始時刻 112時           1終 了時刻 15時30分

実施内容 :

開会挨拶(四方田)

校長挨拶(依 田)

修了証書授与

獅 代表預蓼【礁 頚亨J

懇親会

感想文朗読

留意事項 :

備考 :



おたより
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「田んばの学校」おたより
2001年 4月 23日 第 1号

みなさん、お元気ですか。いよいよ「田んぼの学校」が始まりました。この「おたより」はこれ

から「田んぼの学校」とみなさんとのおたがいのかけはじとしてつくられます。内容は、「田んぼ

の学校」からのおしらせや、みなさんからのご意見などです。「田んぼの学校」についてわからな

いことがありましたら、おしらせください。わたしたち「田んぼの学校」のスタッフもはじめて

のこころみですので、気がついたこと、いたらないことがありましたら教えてください。

さて、「田んぼの学校」では、みなさんが田んぼでやったこと、見たこと、感じたことを記録する

ことをお勧めします。ノー トか野帳 (野外観察用のフィール ドノー ト)を用意し、思い思いに記

録してください。できましたら、写真 (撮 りきリカメラで十分)も有るといいと思います。

みなさんのご意見、お便りをお待ちしています。

4月 23日 (月 )の学習  内容 「種籾 (たねもみ)の準備」 場所 「自宅」

昔から、お米の豊作を願わないものはいませんでした。その最初の仕事が種籾の選別です。中身

の詰まった重い種籾が丈夫な稲に育つことを昔の人は経験的に知っていました。ではどのように

して重い種籾と軽い種籾を区別したのでしょうか。昔の人は、泥水に種籾をつけて沈んだ種籾を

使っていました。浮いた種籾は軽くて悪い種籾として選別していたのです。

今は、塩水を使います。薄い食塩水に種籾をつけると重くて良い種籾は沈み、軽くて悪い種籾は

浮きます。真水では沈む種籾も薄い食塩水では浮くのはなぜでしょうか。おとうさん、おかあさ

んといっしょに考えましょう。

それでは、お届けした種籾 (も ち米)で塩水選をやってみましょう。

1.鍋やボールなど適当な入れ物に水を入れます。

2.新鮮な卵をその中に入れます。この状態で、卵は沈むはずです。

3.食塩を少しずつ溶かします。卵がたてに浮いたら比重約 1.1の食塩水になります。もう少

し食塩を足して溶かして、卵がよこに浮くようになるまで足してください。これで、比重約

1。 13の食塩水ができたことになります。

4。 この食塩水に種籾をつけてください。ここで、沈んだ種籾が良い種籾です。浮いた種籾と沈

んだ種籾を別にしてとりだし、それぞれ水で洗ってください。 (塩分がついたままでは発芽に

悪い)

5。 次に、発芽を促すために種籾を新鮮な水に浸けておきます。選別した種籾の両方を同じよう

につけてみてください。 15℃の水で、約 1週間つけると発芽します。水の温度が高いと早

く発芽します。4月 29日 が種まきの予定ですが、それより早く芽が出たら、水を切って当日

まで冷蔵庫に入れておいてください。



野川で遊ぶまちづくりの会

「田んばの学校」おたより
2001年 4月 25日 第2号

みなさん、お元気ですか。もうこの「おたより」の 2回 目になりました。田んぼでは「レンゲ」

がたくさん咲いています。時間を見つけてぜひ見にいってください。いまみられる「レンゲ」は

牛などのえさとして作られるもののようで、葉っぱが大きくなるようです。昔から田んぼで見る

ことができた「レンゲ」はもっと背の低いものでした。柏野小学校グランド横の田んぼにはその

「レンゲ」が花を咲かせていますので、見比べてみてください。

いよいよ、次からは田んぼでのしごとがはじまります。田んぼでは、たくさんの生き物たちがみ

なさんをむかえてくれます。いろいろな草花、虫、鳥などです。

どんな生き物に出会えるか楽しみですね。となりの畑には大きなコイも空に泳いでいます。
~  

つぎからは、イラス トなども使ってわかりやすいTおたより」にしていく予定です。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

4月 28日 (土 )の学習 (自 由参加)

内容 「苗床作り、畦草刈り、堆肥切り返し」 場所 「田んぼ」

苗床作 り

苗床 (な えとこ)は種籾をまいて稲の苗を育てるところです。発芽した種籾はここで丈夫な苗と

して育ちます。

1.田んぼの南側寄りに2.2m幅 、 12m長 の広さで苗床用の場所を確保し、レングを刈り取

ります。

2.耕運機でできるだけ細かく耕します。

3。 中央に1.2m幅 の短冊状の畝 (う ね)を作ります。高さは周囲と同じ高さにします。

4.両脇に10cmく らいの深さで水路をつけ、用水の引き込み日から水路をつなげて水を引き

込めるようにします。

5。 畝は草の根やごみを取り除き、種籾より大きな土の固まりは手ですりつぶします。

畦草刈 り

農家の人にとって雑草は天敵と考えられています。雑草は、作物の栄養分を取ってしまったり、

成長を妨げたりするからです。雑草取りは農家の人にとっては大変な重労働なので、除草斉Jな ど

が使われたりしますが、有機農法では除草剤は使いません。最近では、雑草を味方にする研究な

ども行われています。いずれにしても、まわりの畑に雑草の種が撒き散らされることも有るので、

雑草をそのままにすることはできません。

1.小さい草刈リガマで畦 (あぜ)の草刈りをします。

2。 メJり 取った草は適当な場所に積み上げておきます。後日、荒起こしのときに田んぼに漉き込

みます。
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堆肥切 り返 し

有機農法では、作物の肥料となる堆肥 (た いひ)をかかすことはできません。堆肥の作 り方にも

いろいろ有 りますが、当会では、完熟しない状態で堆肥を田んぼに漉き込む方法で行っています。

1.堆肥 (た いひ)置き場の囲いを取り、隣に囲いを作 ります。

2.作った囲いに今ある堆肥を積み替えていきます。

3。 乾燥しているようであれば、水をかけます。

4.積み替えが終わったら、シー トをかけておきます。
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「田んばの学校」おたより
2001年 4月 25日 第3号

もうこの「おたより」の 3回 目になりました。種籾 (たねもみ)の選別はうまくいきましたか。

種籾の選別はわたしたちの会でもじつははじめてのこころみです。ちなみに、尾辻家では、塩水

が濃くなりすぎて、種籾が全部浮いてしまいました。次回は水と塩の量をはかってやる方法もい

っしょに書くようにしたいと反省しています。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

4月 29日 (土 )の学習

内容 「苗床作り、種まき」 場所 「田んぼ」

苗床作 り

苗床 (なえとこ)は種籾をまいて稲の苗を育てるところです。発芽した種籾はここで丈夫な苗と

して育ちます。

1.田んぼの南側寄りに 2。 2m幅、 12m長 の広さで苗床用の場所を確保し、レングを刈り取

ります。

2。 耕運機でできるだけ細かく耕します。

3.中央に 1。 2m幅の短冊状の畝 (う ね)を作ります。高さは周囲と同じ高さにします。

4。 両脇に10cmく らいの深さで水路をつけ、用水の引き込み日から水路をつなげて水を引き

込めるようにします。

5。 畝は草の根やごみを取り除き、種籾より大きな土の固まりは手ですりつぶします。

種 まき

みなさんに準備していただいた種籾と当会が準備した種籾を苗床に蒔きます。蒔き方はいろいろ

有りますが、苗床一面に種籾が重ならない程度に密集して蒔きます。皆さんが準備した種籾は観

察しやすいように少し間隔を空けて一粒づつ蒔いてみましょう。

1。 苗床をもち米用、うるち米用にわけます。後で苗が混ざらないように区別できるようにしま

す。

2。 種籾を重ならない程度に密集して蒔きます。

3.各自準備した種籾は、それぞれの場所で、一粒づつ少しはなして蒔きます。

4。 蒔いた種籾の上に薄く (3か ら5mmく らい)細かい土をかけます。
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5.苗床全体にかまばこ状にネットをかけます。

6。 水路に水を引き込みます。水はかれない程度に苗床の周囲に回るようにします。
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「田んばの学校Jおたより
2001年 4月 26日 第4号

もうこの「おたより」の4回 目になりました。カニ山は今、新緑の若葉がとてもきれいです。若

葉の色は木の種類によってすこしづつちがいます。生命 (い のち)の不思議さ、驚異 (き ょうい)

に、思わずうなってしまいます。緑色は目に優しいといわれますが、人が森の中で生活をしてい

た証拠 (し ょうこ)ではないでしょうか。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

4月 29日 (日 )(13

内容 「用水路清掃、

:00～ 15:00)の 学習   ~
用水路の観察会」 場所 「田んぼの用水路」

用水路清掃

わたしたちの田んぼは佐須用水 (通称)と呼ばれる用水を利用しています。この用水のみなもと

はカニ山奥の谷間 (東京都立農業高校神代農場)に あります。用水路はフェンスに囲まれて、基

本的には子供たちが用水路で遊ぶことを禁じています。用水路と人とのつながりが薄れることで、

用水路の大切さが理解されなくなり、ゴミが捨てられる要因になっています。わたしたちは、普

段のお米はスーパーやお米屋さん、生協などで購入していますが、この用水で作るお米がそれに

代わるとするならば、わたしたちはこの用水によって日々の糧を得ていることになり、まさにこ

の用水が私たちの「命を支える水」であるわけです。

1.用水路の清掃範囲は、佐須街道から野川合流部までです。

2。 用水路にはゴム長靴や胴長をはいた大人が入り、ゴミ (流れの障害にならない小枝や石など

はそのままにする)を水路脇に取り上げます。

3.水路脇にあげられたゴミをリヤカーで回収し、佐須児童館の物置横に分別をしておきます。

(後 日、クリーンセンターで回収)

4.ジュースなどの空き缶の中にはザリガニがいることがあります。缶切りでふたを開けて捕獲

します。

用水路 の観察会

用水路の湧き水はわたしたち人間だけではなく、いろいろな植物や動物 (昆 虫、魚など)の いの

ちもいっしょに育んでいます。観察会では、その様子を学習します。ふだん、なにげなく見てい

る用水路には別の世界が有 ります。

そ―っとのぞいてみてごらん。

1.サ ングルに履き替えて、用水路に入 り、捕獲網で水中の生き物を捕 ります。

2。 何か生き物がいたら、できるだけさわらないで水槽に移しましょう。



野川で遊ぶまちづ くりの会

「田んばの学校」おたより
2001年 5月 7日 第5号

みなさん、お元気ですか。種まき、用水路 (よ うすいろ)の清掃 (そ うじ)、 用水路の観察会 (か

んさつかい)も無事終わりました。あれから苗床 (なえどこ)は見に行きましたか。時間があり

ましたら、できるだけ田んぼに足を運び、苗に「丈夫に育てよ」と声をかけてください。きつと、

苗もこたえてくれると思います。苗は人間のようにしゃべることができませんが、よ―く見てい

ると、苗の気持ちが伝わってきます。元気がなかったり、おかしいなと思うことがあったらおし

えてください。今年、私たちの田んぼで蒔いたうるち米の品種はキヌヒカリといいます。もち米

は調査中。

さて、用水路の観察会では、だてさん (18種類)の生き物に出会えましたが、

出会えなかった生き物もいました。トンボの幼虫のヤゴです。去年も少ないと思っていましたが、

今年はついに0匹でした。変わりに登場したのがミナミヌマエビというヌマエビの 1種でした。

ヌマエビは掃除屋 (そ うじや)と いわれるほどなんでも食べるそうです。増えたヌマエビが生ま

れたてのヤゴを食べてしまったのかもしれません。この用水路にはもともとミナミヌマエビはい

ませんでしたから、かっていたものをすてるなどして持ち込まれたものと思います。きめつける

ことはできませんが、用水路のようなせまい生物環境 (せ いぶつかんきょう)では、今回のミナ

ミヌマエビのように天敵 (てんてき)がいないため、とてもたくさん繁殖 (はんしょく)して他

の生き物の生存がおびやかされることが起こったのではないかと思います。みなさんもかってい

た生き物を野川や用水路などに放流することはしないようにしてください。

今回は、話題をもう一つ。

わたしたちの田んぼでは牧草用のレンゲが満開ですが、近寄ってみると不思議な音がしています。

気がついた人はいましたか。「ブーン、ブーン」というミツバチの羽音 (はおと)です。田んぼに

きているだけでも2, 300匹 はいるのではないでしょうか。ミツバチは私たちの田んぼへやっ

てきて何をしているか知っていますか ?田 んぼへいって観察してみましょう。花をおとずれてい

るミツバチがきゅうにひとをさすようなことはありません。ミツバチに関する詳しいことは、イ

ンターネットで調べてみましょう。

(推薦サイ トhttp7/www.tamagawacac.jp/sisetu/gakujutu/honey/)

苗床最新情報

5月 8日 朝、種籾はもう第 2,第 3の葉を出しています。大きいのは lcm位になります。これ

からも日に日に大きくなります。レングは、種を作 り始めています。種の鞘 (さ や)は これから

黒くなって、やがて種を落とします。落ちた種は今年の秋まで休眠状態になります。稲刈りが終

わって地面に日が当たるようになると芽が出て、来年咲く若葉がでるようになります。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。
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5月 13日 (日 )の学習

内容 「レンゲの刈 り取 り」 場所 「田んぼ」

レングの刈り取り

わたしたちにきれいな花を見せてくれたレンゲとも今日でお別れとなります。レングは昔から田

んぼに栄養を与えるために植えられてきました。レンゲを抜いて根の土を落としてよく見てみる

と、白いつぶつぶが根についていませんか。それが「根粒菌 (こ んりゅうきん)」 といわれるもの

です。「根粒菌」は作物に必要な 3大栄養素の一つである窒素 (ち っそ)を固定してくれる働きが

有 ります。この働きは一般に豆科の植物の特徴となっています。

レンゲは種を作り次の世代に「いのち」をつないでその短い一生を終えますが、わたしたちの田

んぼでは、田植えの時期のために一部を残してやむなく刈 り取ります。刈 り取ったレンゲも肥料

として使うため、その場で乾燥させ、田んぼに漉 (す )き込みます。

1。 レンゲを草刈リガマで刈り取ります。

2.刈 り取つたレンゲはそのままにして乾燥させます。

3.レ ンゲの首飾 りを作ってみましょう。



野川で遊ぶまちづ くりの会

「田んばの学校」おたより
2001年 5月 15日 第6号

みなさん、お元気ですか。あとlヶ 月ほどで「田植え」です。苗も順調に育っています。ところ

で、みなさんは、「田植え」がずいぶん遅いのではないかと感じませんか ?関東近県でも 5月 に

は終わっているところが多いと思いますがどうでしょう。どこかへ出かけたときは、観察してみ

てください。「どこどこでは、田植えしているところだったよ」とか「あそこはもう終わっていた

よ」という情報をおしえてください。

さて、調布では「田植え」はいつがいいのか ?いちばん大きな理由は天気 (気候)で しょう。た

くさんのお米をとるには、りっぱな実になる必要があります。

稲は、たkさ んの葉にたくさんの太陽の光をあびて大きな実をだRさ んつけることができます。

たくさん葉があるときに、たくさんの太陽の光をあびることができるようにするには、春の終わ

りころから、夏の初めころがいいということになります。「田植え」の方法が「手植え」か「機械

植え」かによっても違ってきます。「二毛作 (に もうさく)」 (わかるかな ?)と の関係もあります。

4月 29日 (日 )用水路の観察会報告

「まことに不思議な水質水流の生態が浮び上がって来ます。なぜなら非常にきれいな水にしか棲

むことが出来ない生き物と非常に汚れた水域に生息する生き物が共存しているからです。湧き水

の中に生活排水が流れこみ、又は汚いごみが捨てられている故なのかと思われます。」 (平井先

生談)

以下大まかに 3分類してみると ;

A:非常にきれいな水 (川 の源流部や湧水の沼や池)に生息するもの

カワゲラ、フタスジモンカゲロウ、マルツツトビゲラ、ホトケドジョウ、

シマアメンボ、ナガレトビゲラ、オナシカワゲラ

B:中間 (川 の中下流部や近くに人が住んでいない沼や池など)の もの

ヌカエビ、ミナミヌマエビ、ガガンボ (幼虫)、 カワニナ、サホコカゲロウ

C:汚れた水 (生活排水が流れている川や沼,池)に生息するもの

アメリカザリガニ、ミズムシ、ユスリカ、イトミミズ

例外 (ど こにでもいる?)

ミミズ、ヨコエビ

みなさんのご意見、お便りをお待ちしています。

5月 26日 (土)(10:00～ 12:00)の 学習
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内容 「◎堆肥入れ◎畦草刈 り◎荒起 こし◎ くろつけ準備」 場所 「田んぼ」

堆肥入れ

昨年 12月 に落ち葉拾いをして約 5ケ 月間発酵させてきた堆肥を田んぼに漉き込みます。堆月巴とし

ては十分に発酵していませんが、土の中で更に分解されて肥料となります。

1.堆肥の囲いを取り払う。

2.堆肥を田んぼ一面にまんべんなく撒く。

3。 小枝などの硬いものは分解されにくいので取り除く。

畦草刈 り

くろつけを行うために、畦の草を刈り取ります。

荒起 こし    ~                     ~
田んぼ全体を耕運機で荒く耕し、堆肥や刈り取つたレンゲを土に漉き込みます。

くろつけ準備

畦にそって水路の水を引き込み、くろつけの準備をします。
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「田んぼの学校」おたより
2001年 5月 27日 第7号

みなさん、お元気ですか。

柏野小学校裏の田んぼではもう田植えを終わりました。機械植えのため、苗の成長で田植えの時

期も大体決まってきます。昨年よりも何日か早いようです。

用水路の水は下流では細々となってしまい、わたしたちの田んぼにはあまり入らなくなりました。

田植えの時期の推量が′い配ですね。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

6月 2日 (日 )(10:00～ 15:00)の 学習

内容 「くろつけ」 場所 「田んぼ」

くろつけ

「くろ」とは畦 (あぜ)の ことです。「くろつけ」は畦から水が漏れないようにするための作業で

す。泥をこねて、畦に泥を塗りつけて、表面を滑らかにします。土だけではたくさんの小さな穴

が空いているので、水が漏れてしまいます。土を泥状にすることで、土の粒の間のすきまがなく

なり、水が漏れにくくなります。

1。 畦にそって引き込まれた水と田んぼの土をまぜて泥をこねる。泥は畦の天上部と内側に壁塗

りをするように塗り付けるのにちょうどよい硬さにするのが早く仕上げるコツである。

2.く ろつけは水の引き入れ日からみて一番奥の部分から仕上げていく。

3。 くろつけが終わったら、畦が乾かないように水路をつけて水を引き込んでおく。

4.田 んぼの内部にも水が入るように水路をつける。

5.水路に水がなくならないように引き入れ日を調節する。
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「田んばの学校」おたより
2001年 6月 10日 第8号

みなさん、お元気ですか。

田んぼは、くろつけも終わり、苗も順調に育ち、代掻き、田植えを待つばかりです。今年は、4

月の少雨がひびいたのか田植えが始まったこの時期に水が足りません。くろつけもぎりぎりの水

量で何とかできたような具合です。用水路の本流は枯れる寸前です。わたしたちの分流への堰を

全部空けると本流は流れなくなってしまう状態です。そんな中、うれしいニュースもありました。

くろつけをやっている間に、子供たちが水路でオニヤンマのヤゴを 2匹(1匹は今年にも羽化する

ような大きさ=4cm)見 つけてくれました。この何年かは観察会で見つからなかったので、あき

らぶていたものです。ホタルも飛ぶようにしたいと思いますがで子供たちの憧れの的だった、オ

ニヤンマはホタル以上にその飛ぶ姿を今の子供たちに見せてあげたいと思います。

みなさんのご意見、お便りをお待ちしています。

6月 17日 (日 )(19:30～ 21:00)の 学習

内容 「ホタル鑑賞会」 場所 「都立農業高校神代農場付近」

持ち物 懐中電灯

集合場所 「都立農業高校神代農場門前」

集合時亥1 19 : 30(時 刻厳守)

ホタル鑑賞会

いまでは、限られたところにしかホタルはいませんが、里山に近いきれいな小川にはホタルがい

ました。ホタルがいつのまにかいなくなって、各地で、自然保護、自然復活のシンボルとなって

います。佐須用水にもホタルがいます。調布市では、カニ山横の自然広場の野草園でホタルを飼

育していますが、環境が整えば、人手をかけずにたくさん見ることができるようになります。

日本の代表的なホタルにはゲンジボタルとヘイケボタルがいます。野草園で飼育しているホタル

はゲンジボタルです。

野草園のホタルは近くの飼育小屋で採集した卵をふ化させて、水槽でエサになるカワニナ (用 水

路の観察会でも見ることができました。おぼえていますか ?)を与えてます。水槽で大きくなっ

た幼虫は野草園の水路に放流され、ここでさらに成長して、さなぎになり、成虫になります。
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「田んばの学校」おたより
2001年 6月 10日 第9号

みなさん、お元気ですか。

いよいよ、田植えです。今のところ、用水路の水量がノ心配の種です。水が少なければ、代掻きが

できません。今週はみなさんで 「雨乞い」をしてください。当日も多少の雨であれば、代掻きを

決行します。雨であれば、確実に水量が確保できるからです。代掻きと田植えのこの 2日 間は気

合いを入れていきたいと思います。やむを得ず、翌週に延期ということもあります。翌週の予定

も空けておいてください。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

6月 16日 (日 )(10:00～ 15:00)の 学習

内容 「苗取り、しろかき (代掻き)」 場所 「田んぼ」

服装 「多少汚れてもいい作業着」

足元 「はだしか地下足袋、またはくつした」

苗取 り

苗代から苗をとります。

1。 苗の結束用にすいたわらを水に浸けて柔らかくしておく。

2。 苗取りは、もち米 (各 自で蒔いた分は別にする)、

うるち米の順に行う。くれく
゛
れも混ざらないよう

にする。

3。 取つた苗は、一握りずつわらで結わえて、 トレイ

に入れる。

4.苗の入つた トレイは水路で水に浸けてお く。

しろか き (代掻 き )

しろかきは、くろつけの終わった田んぼに水を入れ、耕運機で十分に耕し、平らにならす作業で

す。耕すときは多めに水を入れます。ならすときは水は少な目にします。そのほうが土の偏 りが

わかりやすいからです。

1。 田んぼ全体に水が回るように水路をつけます。

2。 耕運機の車輪を水田用に変えて、最初は荒く一度耕す。

3。 次に細かく耕す。

4.水を止めて、表面の高低をならす。

5.水を溢れない程度に引き込む。
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6月 17日 (日 )(10:00～ 13:00)の 学習

内容 「田植え」  場所 「田んぼ」

服装 「多少汚れてもいい作業着」

足元 「はだしか地下足袋、またはくつした」

田植 え

お米の苗をしろかきの終わった田んぼに植え付けます。田んぼの南側から植え付けていきます。

最初にもち米 (全体の 5分の 2)、 次にうるち米を植え付けます。

1.30cm間 隔で目印のついた紐を用意して、東西方向に張る。 (両端を人が持つ)

2.苗を植える人は一握 りの苗を持って、紐の北側に南を向いて適当な間隔で並びます。

3。 一度に植える苗は 2本 くらいとする。

4.合図があつたら、自分の持ぢ分に植え付ける。植え付ける場所は、紐の向こう側に沿ぢて、

目印のあるところ。

5.自 分の分が終わったら、一歩下がって、これから植え付けるところを手でならす。

6.全員が終わったら、紐を20cm北 側に移動する。

7.以上を繰り返していく。



野川で遊ぶまちづ くりの会

「田んばの学校」おたより
2001年 7月 1日 第 10号

みなさん、お元気ですか。

田植えも終わり、一段落です。あとは、ひたすら天気に恵まれることを祈るだけです。稲は、太

陽の光と根からの栄養を吸収してどんどん大きくなり、分棄 (ぶんけつ、根元の茎の節から枝分

かれすること)して葉の枚数も増えます。ぶんけつした分だけ穂の数が増え、収穫が増えます。

先日の、しろかき、苗取りはたいへん時間がかかつてしまい、解散したのは夕方の 6時過ぎでし

た。 2時頃から来た子供たちは、用水路などで遊びっぱなしでした。お母さんたちが帰れないの

で子供たちも仕方なく遊んでいた ?のでしょうが、こんなに長く外で遊んでいる子供たちは近頃

見かけません。ゲーム機で4時間遊んでも得るぎのはほとんどありませんが、自然相手の遊びは

すべてが興味の尽きないことばかりのはずです。大人の役目は遊びの中で見つけた面白いことが

次の面白いことにつながるように少しだけ手を貸すことでしょうか。`好奇心'が学びの原動力で

あることは異論がないと思いますが、今の学校にそれがあるのか疑間です。

このおたよりでは、いろいろな疑間にもお答えしたいと考えています。どんなことでも、人に聞

けないことでもかまいません。匿名でもかまいません。「田んぼになぜ水を入れるの ?」 みなさん

わかりますか ?素朴な疑問大歓迎です。

みなさんのご意見、お便りをお待ちしています。

7月 8日 (日 )(10:00～ 12:00)の 学習

内容 「一番草、畦草刈り、田んぼの生き物観察」 場所 「田んぼ」

持ち物 拡大鏡(ルーペ)、 色の白いトレイ (植木鉢の受け皿など)

目の細かい魚取り網 (持 っている人で結構です)

一番草

田植えが終わって、最初に行う草取りを「一番草」といいます。8月 に行う「2番草」という言葉

もありますが、「3番草」はありません。私たちの田んぼは、始めてからこれまで、ほとんど、草

取りの必要がないほど草が生えません。そのかわり、稲の根元に手を入れて、根を切る作業をし

ていました。これは、丈夫な稲に育ってほしいと願う思いからきていることですが、そのままが

いいという意見もあり、昨年はやりませんでした。今年もやらないで見ようと思います。

畦草刈 り

くろつけの前に畦草刈りをしましたが、もう草でいつぱいです。個人的(尾辻)な ことですが、草刈

りが本当に必要なことなのか疑念を抱いています。みなさんはどう思われますか。

田んぼの生き物観察

用水路の生き物観察会に続き、田んぼの中の生き物を観察します。田んぼに水を入れると、いろ

いろな生き物が出てきます。いったいどこから出てくるのでしょう。観察会では、その不思議な
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自然のしくみを発見できるかも知れません。

最初は、田んぼの周りをよく観察しよう。鳥や、 トンボが見られます。次に、畦から田んぼの水

の中をようく見てみよう。じつと見ていると、いろいろと動いているものが見えてきます。まず、

その動きを観察してください。

次は、それらを網ですくって、水槽に入れて観察してみよう。水槽では、横からも観察ができま

す。小さいものは、顕微鏡で見てみよう。(当 日顕微鏡を用意する予定です)
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「田んばの学校」おたより
2001年 8月 25日 第 11号

みなさん、お元気ですか。田んぼでは稲が元気に育っています。昨年は8月 14日 に穂の出るの

が確認できましたが、今年は、 8月 3日 でした。晴れた日が続いたため、少し早くなったようで

す。穂が出ると直に花が咲きます。ぜひこの 1週間くらいの間に田んぼへ足を運んで、稲の花を

見てください。

また、「田んぼの生き物観察会」の時 (7月 8日 )は まだオタマジャクシだったアマガエルもみな

アマガエルになりました。驚いたのは、その数です。おそらく、数百匹から千匹はいると思われ

ます。畦もうっかり歩くとアマガエルを踏み潰してしまいそうです。おかげ ?で、春に見つけた

ヘビ (おそらくアオダイラ ョウ)の子供 2匹 も元気に田んぼを泳いでいます。

シオカラトンボのヤゴも次々にトンボに変身しています。朝早くにはトンボになり立てのシオカ

ラトンボを見ることもできます。

イ トトンボもたくさんいます。この田んぼで育ったかどうかはわかりませんが、かなりたくさん

飛んでいます。イトトンボの名前どおり、その細い体は良く見ないと見過ごしてしまいそうなく

らいです。

他にもたくさんの生き物が田んぼで元気に育っています。 8月 25日 の「田んぼの生き物観察」

でもたくさんの生き物に出会えると思います。

みなさんのご意見、お便りをお待ちしています。

8月 25日 (土)(14:00～ 15:00)の 学習

内容 「田んぼの生き物観察」 場所 「田んぼ」

田んぼの生き物観察

今回は、 7月 8日 の観察会で見た生き物のその後の様子を観察します。アマガエルを飼ってみた

い人は挑戦してみてください。
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「田んばの学校」おたより
2001年 9月 2日 第 12号

みなさん、お元気ですか。 8月 に入って天気があまり良くありません。 7月 中は梅雨時に雨が降

らないので水がノ心配でしたが、逆に晴天の日が多くて稲の成長には良かったようです。全国的に

は豊作という予測もあります。問題は、穂が出て、花が咲いて、実がついて、その実が更に大き

くなるための日照時間です。稲の葉が、太陽の光を浴びて 「光合成」が行われ、実が大きくなる

わけです。しくみは複雑ですが日照との関係は単純なので、光を浴びる時間と葉の量(面積)が「実

入り」を左右します。「実るほど 頭を垂れる 稲穂かな」ということわざもあります。実が大きく

なるほど、穂先が垂れ下がる様子をとらえて、人もこうあるべきと教えています。

実 りといえば秋ですが、やはり「すずめ対策」です。すずめもこの田んぼにはいいお米がなるの

を知っているようで、年々訪れるすずめが増えているような気がします。「すずめ対策」の定番と

いえば、案山子 (かかし)です。大いに工夫してすずめの恐がる案山子を作ってください。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

9月 2日 (日 )(10:00～ 13:00)の 学習

内容 「田んぼの生き物観察、カカシ作り」 場所 「田んぼ」

用意するもの 虫眼鏡、虫捕 り網、虫かご、案山子の材料 (垂木以外のもの)

田んぼの生き物観察

いよいよ秋らしくなってきます。田んぼの様子も少しずつ変わっています。秋の田んぼにはどん

な生き物がいるか観察してみましょう。

カカシ (案山子)作 り

芸術の秋とも言います。調布のすずめは少し賢いので、みなさんの創意工夫をおおいに期待して

います。芸術性を追求するか、実用本位でいくか家族会議で検討してください。一家族で案山子

一体以上作っていただきます。骨格となる部分の垂木は事務局で用意します。案山子に着せる服

や、飾り付けなどの材料や大工道具は持参してください。
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「田んばの学校」おたより
2001年 9月 30日 第 13号

みなさん、お元気ですか。いよいよ稲刈りです。 4月 29日 に種まきをしてから5ヶ 月、 6月

17日 に田植えをしてから2ヶ 月半、おおむね順調に育ったのではないかと思います。調布産の、

自分たちの新米を食べるのが今から楽しみです。

うるち米は「キヌヒカリ」という品種です。有名なコシヒカリの遺伝子を受け継いでいる品種

です。

刈った稲ははざかけをします。2週間くらいで稲は乾燥し、脱穀できるようになります。十分に

乾燥していないと脱穀した籾が発酵してしまうことがあるようです。
~は

ざかけ (は さかけともいう)の 「はさ (稲架 )」 は刈ヴ取 った稲をかけて干すしくみのことで

す。日本全国にいろいろな形があります。田んぼの畦に木がある光景を見たことがありますか。

あれは、はさかけのために植えられたはんのき (榛の木)です。 (カ バノキ科の落葉高木。山野の

湿地に自生。幹は直立し、15メー トルに達する。)湿地に直立してくれるということは、はさの

心棒にはもってこいですね。

稲刈りは、刈り取 り用のカマを使います。毎年ケガをする人がいますので、カマの扱いには、

十分気をつけてください。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

9月 29日 (土)(14:00～ 16:00)の 学習

9月 30日 (日 )(10:00～ 12:00)の 学習

内容 「ハザ掛け準備、稲刈り」 場所 「田んぼ」

服装 長袖、長ズボンの作業着、軍手

ハザ掛け準備

はざかけ用の足場は、2段掛けのものを南北に 2列 田んぼ内に設置します。

1。 足場用の場所 (3個所×2)の稲刈 りを最初に行います。

2.足場用の垂木 3本を 1組にして荒縄で組んで 3脚にしたものを、合計 6組作 ります。

3.1列につき、3組の足場を並べます。

4.10m前 後の竹竿を 3本 くらい束ねて丈夫な 1本の竿にして、足場の上に固定します。

5.同 じ様な竹竿をもう 1本作り、最初の竿の 60cm位 下にぶら下げます。

6。 必要に応じて、竿を補強してください。

稲刈 り

9月 29日 はうるち米を刈り取り、東側のはさに掛けます。9月 30日 はもち米を刈り取り、西

側のはさに推卜けます。
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1.稲株を左手で握 り、右手の鎌で根元から刈ります。

2.刈 り取つた稲は 1握 り分づつを根元をクロスさせて 2握 りを 1組 にしておいていきます。

3。 クロスしておかれた稲の束を濡 らした稲わら3,4本で根元を結わえます。

4.結わえられた稲束をクロスしたところで左右に振り分けてはさに掛けていきます。

5。 はさかけの周りに鳥除けの網を張ります。
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「田んばの学校」おたより
2001年 10月 21日 第 14号

みなさん、お元気ですか。先日の稲刈り、ご苦労様でした。稲穂の重さの手応えはいかがでした

か。 2, 3週 間も乾燥させると稲わらの水分もなくなりずいぶんと軽くなります。脱穀とは、稲

から籾を分離させることです。大昔は千把扱き (せんばこき)と いうもので脱穀していました。

鉄片を櫛の歯のように並べ、それへ稲穂をひっかけて、籾 (も み)を しごき落とします。約 30
0年前の元禄年間 (1688‐ 1704)に考案されたようですが、いまでも農家の納屋にこれが残って

いることがあり、昭和のはじめ頃までは使っていたのではないかと思います。

1昨年まで使っていたモーターを動力とする脱穀機は残念ながら壊れてしまいましたが、今年、

足踏み脱穀機 (ミ ノル式)と唐箕買:わ ら屑と籾を分離する機械)を手に入れました。これで全部

を脱穀するには何日もかかりそうなので、共同の自走式脱穀機も使う予定です。

脱穀している時は、ほこりがたくさん出ます。ぼうしとマスクを用意してください。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

10月 20日 (土)(14:00～ 16:00)の 学習

10月 21日 (日 )(10:00～ 12:00)の 学習

内容 「脱穀」 場所 「田んぼ」

服装 「作業着、ぼうし、マスク」

なお、当日が雨天の場合、翌週に延期します。土曜日が雨天の場合は両日

翌週に延期とし、日曜日だけ雨天の場合は、日曜日だけ翌週に延期します。

延期の場合に日程

10月 27日 (土)(10:00～ 12:00)の 学習

10月 28日 (日 )(10:00～ 12:00)の 学習

脱穀 (だっこく)

稲穂から籾を取ることを脱穀といいます。籾の状態は種と同じで、長期保存する場合は籾の状態

で行います。次の年の種にするものは特に種籾といいます。

稲が日本に持ち込まれて、弥生時代となるわけですが、その頃の脱穀はおそらく手か石器でしご

き取っていたと思われます。

1。 もち米、うるち米の順に稲の束をはざからおろしてそのまま脱穀します。

2.足踏み脱穀機の場合、わら屑と籾がいっしょに落ちるので、唐箕にかけてわら屑を分離しま

す。
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「田んばの学校」おたより
2001年 11月 4日 第 15号

みなさん、お元気ですか。秋雨の合間に脱穀を終えることが出来ました。わずかに乾いていない

ところがあり、大丈夫かなという心配があります。農作業がお天道様次第ということがあらため

て感じられます。といっても、現代の機械化の力は目をみはるものがあります。大規模な農家や

組合には乾燥機があり、お天道様とは無関係に仕事が出来るようになっています。ただし、天日

干しはただですが、機械は高くつきます。農業の存続が大規模化、効率化にかかっているような

議論がありますが、結局は、取れたものがいくらで売れるかということで決まってしまいます。

外国産の安いお米が流通すると、採算が取れないということになります。安いお米や野菜は消費

者にとってはありがたいことですが、生産者は大変です。ものに見合った対価というものがある

と思いますが、いかがでしょうか。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

11月 3日 (土)(10:00～ 12:00)の 学習

11月 4日 (日 )(10:00～ 12:00)の 学習

内容 「籾摺 り」 場所 「田んぼ」

籾摺 り

脱穀で稲わらから取つた稲の実を籾といいます。籾は種の状態で、外皮に守られていますので、

長期に保存が出来ます。籾から外皮(籾殻)を取り除いて「玄米」にする作業が籾摺りです。この言

葉は文字どおり籾を擦りあわせることが語源になっています。籾殻は結構頑丈に出来ていて、つ

めを立てないと取れません。どうすればこの外皮をうまくとれるのでしょうか ?みなさん、考え

てみてください。

答えは田んぼで。
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「田んばの学校」おたより
2001年 11月 17日 第 16号

みなさん、お元気ですか。籾摺 りも無事終わり、約 9ヶ 月の米作 りも最終段階にきました。みな

さんは普段どんなお米を食べていますか ?「えっ、白いお米以外にあるの ?」 というひとがいた

ら、このおたよりをよく読んでください。

籾摺 りは前回学習しました。籾殻 (外皮)を取った米を「玄米」といいます。最近の健康食ブーム

で、この 「玄米」を食べる人が増えてきました。これは、普通みなさんが食べている「白米」に

くらべてビタミンB群、 E、 リノール酸、ミネラルなどの栄養価の高い成分が多く含まれている

ことや、便秘に効くということがあるためです。ただ、炊き方がややめんどうです。

「玄米」と晒 米」の中間に「胚芽米 (は いがまい)」 というのがあリゴす。以前から「白米」を10

分として、ぬか部分の削り具合によって3分・5分・7分掲きというお米がありました。「胚芽米」

は特に重要な「胚芽」 (発芽する部分)を残すようにしたものを言うようです。「玄米」の表面には

消化されにくい米ぬか層があり、「胚芽」を含めてこれを全部削り取ったものが「白米」になるわけ

です。「胚芽米」にもその削り加減で 3分 05分 07分掲きなどがあります。「胚芽米」は米ぬかに

含まれている前記の栄養があるうえ、「白米」と同じ様に炊くことが出来、消化吸収もいいという

ことで、人気急上昇中 ?です。

「発芽胚芽米」というのを聞いたことがありますか。「胚芽米」を研いだ後、40度 くらいのぬるま

湯に 2時間ほどつけると、胚芽部分が膨らみます。詳しいことはわかりませんが、ぬるま湯につ

けることで発芽が進むようです。この後、普通に炊くと出来上がります。「胚芽米」と「発芽胚芽米」

のどちらがおいしいか、どちらがより栄養価が高いかはよくわかりません。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

収穫 したお米の配布 について

「田んぼの学校」は、地元農家の竹内さんのご厚意により、造園業に供するための稲わらの収穫

をお手伝いすることで運営されています。したがって、田んぼの収穫物はすべて竹内さんの所有

となります。できたお米は「野川で遊ぶまちづくりの会」で全量買い取ることになっています。

今年度、「田んぼの学校」に参加していただいた方にもうるち米 5 Kg,も ち米 2 Kgを いずれも 1

Kg5 0 0円で購入していただくことができます。希望される方は 11月 17日 までに尾辻までご

連絡ください。

もち米については「白米」の状態まで精米しますが、うるち米は 5分撮きを目標にします。共同

小屋の精米機は型式が古いため、撮き具合の調整がむずかしく、なかなか希望通りにいきません。

また、わらくずなどの分別も完壁にはできません。これらのことをご了解の上、ご購入をお願い

いたします。
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11月 17日 (土)(10:00～ 15:00)の 学習

内容 「精米」 場所 「佐須共同精米小屋」

昼食は 12:00か ら13:00に 各自でとるようにして ください。

精米

玄米から胚芽米や白米にすることを「精米」といいます。もち米はぬかを全部取り、「白米」にしま

す。うるち米は 5分掲きを目標に精米します。



野川で遊ぶまちづ くりの会

「田んばの学校」おたより
2001年 11月 23日 第 17号

みなさん、お元気ですか。みんなで作ったお米の味はいかがでしたか ? 私たちの作ったうるち

米は関東で比較的多く栽培されている「きぬひかり」という銘柄です。茨城県では奨励品種にな

っています。コシヒカリの血統を受け継ぎ、炊きあがりの絹のような色つや、そして食味も好評

ということです。お米の味は、新米の精米直後がよりおいしく味わえます。また、炊き方によっ

ても味が変わってくるので、おいしく食べるには細心の注意を払ってください。おいしく炊くコ

ツの一つはお米を研いだ後の「浸けおき」です。 20度の水温の水で 1時間つけると最適です。

何かと忙しいおりですが、段取りを付けて、 1時間浸けおきをやってみてください。

さて、収穫祭は、作物の収穫を祝って行うお祭 りです。毎年 11月 23日 の勤労感謝の日に行っ

てきましたが、それなりに意味があります。この日は、「新嘗祭 (に いなめさい)」 が行われてい

る日に当たります。「新嘗祭」は「しんじょうさい」ともいい、「新」は新穀を「嘗」はご馳走を

意味します。 毎年この日に全国の神社で行われ、新穀を得たことを神さまに感謝する新嘗祭は、

五穀の豊穣を祈願した 2月 17日 の祈年祭と相対する関係にあるお祭りです。新嘗祭の起源は古

く、『古事記』にも天照大御神が新嘗祭を行ったことが記されています。私たちの会では、収穫を

もたらしてくれたすべてのものに感謝の気持ちを表すために収穫祭を行っています。出来るだけ

たくさんの人とお祝いしたいと思いますので、お友達などお誘い合わせの上、おいで頂きたいと

思います。お祝い事ですので、お酒やおつまみなどの持ち込みは大歓迎です。

つきたてのお餅を食べるときの具 (お ろし醤油、納豆、きな粉、あんこなど)を いろいろ用意し

ておりますが、これはぜひという具がありましたら、みなさんにご披露してください。楽しみに

しております。

お米 の配布

前回お知らせしたお米の配布についてお知らせします。精米の時に受け取らなかった方は収穫祭

の日にお渡しいたします。代金も引き替えに頂きますので、よろしくお願いいたします。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

11月 23日 (金)(10:00～ 15:00)の 学習

内容 「収穫祭」 場所 「田んぼ」 持ち物 お椀、はし、カップ

会費 大人 500円、子供 100円 (食材費に当てます)

その他 当日が雨の場合、 24日 (土)か 25日 (日 )に順延します。

収穫祭

田んぼで取れたもち米 (約 20Kg)で 餅つきを行います。最初の一日は一年の感謝を込めて、

お供えもちとして竹内さんに献上します。二日目からはいろいろな具といっしょに皆さんで味わ

っていただきます。お餅の他にはけんちん汁、やきいも、バーベキューを用意する予定です。
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参考までに餅つきの簡単な手順を説明します。

餅つきの手順

1。 もち米の浸けおき

もち米は前日に研いで、水に浸けておきます。

2.湯沸かし

蒸し器用の湯とは別にお湯をたくさん沸かします。洗い物や、臼、杵を温めておいたりする

ために使います。

3。 もち米を蒸す

浸けおきしたもち米はざるで水を切った後、蒸し器に 1升(1日分)づついれて蒸します。お米

の芯が残らないように十分に蒸します。

4.こ ねる

蒸じあがったもち米は手早く臼に入れ、米粒の形がなくなるまで、杵でこねてすりつぶしま

す。これもできるだけ早くやります。

5。 掲く

十分にこねたら、撮き始めます。臼の中の餅は揚きやすいように相方が手で寄せます。掲き

手と相方の呼吸が大事です。また、餅が熱いため、手に水を付けますが、つけすぎると水っ

ぽくなるので、注意が必要です。

掲いた杵がもちから反発力を感じるようになれば揚き上がりです。

6.粉にまぶす

掲きあがった餅はそのままでは何にでもくっつくので、のし台に米粉や片栗粉でまぶします。

以 上



野川で遊ぶまちづ くりの会

「田んばの学校」おたより
2001年 12月 2日 第 18号

みなさん、お元気ですか。「田んぼの学校」最後の学習となりました。「田んぼの学校」では、調

布の里山といわれる佐須地域の農家(竹内さん)の ご協力により、お米作りのすべてを体験していた

だけるように約 9ヶ 月にわたる学習プログラムを作成しています。今回は、農業に一番大切な「土

つくり」について学習します。「土つくり」のなかで一つの柱となるのが栄養分でしょう。肥えた

土地、痩せた土地という時、栄養分が有るか無いかをさしています。これまで、8年間、無農薬、

有機栽培を目標に、毎年田んぼに堆肥を入れてきました。堆肥の原料は、カニ山の落ち葉 (10

0～ 1 5 0Kgく らい)、 農協で購入する鶏糞(乾燥させたもの 2 0Kg)、 取れたお米を精米した時

に取れる米ぬか (痴 Kgく らい)、 お米館で購入する米ぬか 3 0Kgです。ごれらを田んぼに作っ

た堆肥置き場で混ぜ合わせ、水分を補給して寝かせます。翌年の 4月 まで、lヶ 月に 1回程度き

り返しをして発酵を促進させます。本来なら、1年以上かけて完熟した堆月巴にしてから入れたほ

うが早く効いてくるということですが、私たちの田んぼでは、完熟していない状態で漉き込んで

しまいます。昨年までは、栄養補給のため、苗床、田植え直後に化成肥料を入れましたが、今年

は入れませんでした。来年以降も化成肥料は入れずに、完全な有機栽培を目指して「土つくり」

をしていきます。

今年の収穫は ?

気になる今年度の収穫は、もち米 5 8Kg,う るち米 6 8Kg(と もに精米後)で した。株を少し増やし

て増収を見込んだのですが、みごとにはずれました。いろいろな反省点が有 りますが、反省会で

は、みなさんと意見交換できればと考えています。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

12月 2日 (日 )(10:00～ 12:00)の 学習

内容 「堆肥作り」 場所 「田んば、カニ山」

堆肥作 り(落ち葉拾 い )

かつて、里山では、雑木林の落葉樹が葉を落とした頃に山に入って落ち葉拾いをしていました。

落ち葉は堆肥作 りの重要な材料になっていました。落ち葉も雑木林の恵みの一つです。

1.  リヤカーに堆肥をつめる袋(米袋など)、 竹ボウキをつんで力二山へいきます。

2. 竹ボウキでカニ山の落ち葉を集め、用意した袋に詰めて、田んぼに運びます。

3.  田んぼには、ベニヤ板で囲んだ堆肥置き場を作 り、落ち葉、鶏糞、米ぬかを混ぜて、水

をかけながら積み込んでいきます。

4. 積みあがつた堆肥にはシー トをかけておきます。



野川で遊ぶまちづくりの会

12月 2日 (日 )(12:00～ 15:00)の 学習

内容 「修了式」 場所 「都立農業高校神代農場研修室」

持ち物 お昼のおかず (参加される家庭の人数分をお持ちください)

感想文 (「 田んぼの学校」を体験 した感想を書いてきて ください。長さは自由です。

後 日、文集 としてまとめます。)

※ 食器類は農場のものをお借 りします。

修了式 (反省会 )

皆さんの学校でも、卒業(修了)式があるように、「田んぼの学校」でも卒業(修 了)式 を行います。

内容は、修了証書授与式と反省会です。田んぼで取れたお米でご飯を炊き、それぞれが持ちよっ

たおかずをお皿に盛りつけてお祝いのパーティーにします。子供の飲み物とすこしだけアルコー

ルを用意します。持ち込みは歓迎します。



参加者感想文集

「田んぼの学校」に参加して

長橋

調布に住んで 20年近くになりますが、「田んぼの学校」に入学してから調布がますます好

きになりました。

田舎育ちの私は、子供の頃から「田んぼ」を “手伝わされた"と いうイヤな想い出が多い

のですが、今にして思えば家の手伝いをしながら “自然"をからだでおぼえていたようで

す。4月 8日 の入学式よりなつかしさが先に立ち、田んぼに入れるのがうれしくて子供の頃

を思い出しながらの作業でした。

「学校」という名がついている以上、先生 (教授 ?)いるわけですが、中でも用水路の観

察会と田んぼの生きものの観察会は、とてもよかった。まるで小学生にもどったような感

動でした。顕微鏡をのぞくと小さな生きものが、動いていて、それがとても美しい。

いろんな生きものがどこから発生して、どんな役割があるのか聞いてみると、尾辻代表か

らは “えさ"と いう答え。“えさ"になるために生まれてくるんだ。複雑な気持ちになりま

したが、これが自然の摂理。絶妙なバランスの中で、“生かされているんだ"と思いました。

近所の田んぼは水不足で田植えができなかったそうですが、お日様と、水と土さえあれば、

あの小さな米 (タ ネ)は、芽を出し、根が出て、葉が出てくる。いったいあのタネの中に

は何がつまっているのだろう。

太陽だつて近からず、遠からず。このバランスのすごさ !!

放っておけば、地球は緑の大地になるようにできているかもしれない。あのレンゲだって、

すく
゛
には芽を出さずに冬眠するという。自分の役割を知っているのかのように。また、稲

穂というのは一番先の籾に実が入って、そのあと、三番目から下に実が詰まって、最後に

二番目の実が入るのだそうです。だから、その二番目に実が入ればもう立派な稲穂。そし

て稲穂の向きは、最後の実がなるまではバラバラに向いていて太陽の光が満遍なくどの稲

穂にも当たるようにお互いが成長するまで協力し合っている。そして最後に実が入ると、

稲穂の頭が全部同じ向きにそろうのだそうです。しかも、その姿は「東向け東」で、皆東

向きになる、

また、植物はC02を 吸って02を出してくれる。人は02を吸って、C02を 出す。や

っぱり、「生かされているんだ」と思います。ほんとうに不思議です。

地球が毒化され、子供たちが住めなくなったら大変だと思います。

「田んぼの学校」は、「生かされている」ことを体感できるスバらしい学校です。9年 目に

なるというスタッフ (教授 ?)の皆さんに感謝状を贈りたいです。来年、息子は野川に投



網して魚を観察したいと言っております。宜しくご指導下さいませ。

休みがちだつた生徒より。

「田んぼの学校」に参加して

長橋 正晃

とてもたのしかった。とくにいねかりと田うえとさかなつかまえ。こんどとあみをしたい。

田んぼの学校一年間

高橋 教子

子供の頃から市街地に住んでいましたので、一年を通して田んぼに入り、稲に触れる機会

は今までありませんでした。

その意味で、田んぼの学校は子供達と同じ位私にとっても貴重な体験となりました。

田んぼの作業も楽しかったのですが、その中で遊んでいる子供達ののびやかな表情を見て

いると、なんともすがすがしい気持ちになりました。あぜ道や用水路、泥んこと楽しみの

いっぱいつまった場所は四季おりおりでその楽しみも変化して、“また来年も"と いう期待

をふくらませるようです。

幼稚園行事や学校行事で、行きたいところがいけずに終わってしまったのが残念です。で

も、たくさんの方々にお世話になりながらここまでこれたことに大変感謝しております。

楽しく勉強ができました。ありがとうございました。

田んぼの学校

高橋 ゆう生

ぼくは一年間田んぼの学校をやってみて、お米を作るのは大へんなんだなと思いました。

だけど、がんばってやると楽しいです。一年間で一ばん楽しかったのはレンゲがりと田う

えといねかりでした。レングがりも田うえもいねかりも全ぶ大へんでした。それから田ん

ぼにはいろんな生きものがいっぱいいることがわかりました。いととんぼがきれいでした。

もちつきは、できなくてくやしかったです。来年のもちつきはぜったいや りたいです。



昔も今も、大切な水

張 一枝

私は、この佐須で生まれ育った祖父母、母をもち、また、祖父の代から、水とは深いかか

わりをもっています。田んぼに必要な水、その水と、田んぼの学校が不思議な縁で、私共

親子をさそってくれました。そして、田んぼが息子の畑になり、遊び場になり、学習の場

になり、生活に密着してしまいました。いつの間にか、田んぼに行ってきます、が、あい

さつになってしまいました。おかしいですね。学校では、五年生にならないと米づくりは

しません。もしかすると、一生米づくりに縁のない人になってしまうでしょう。田んぼの

学校でしている事は、田んぼの中だけでなく、それをとりまく環境、気象をも、知らず知

らずに教えてくれています。ありがとうございます。

最後も水。佐須地区では、かつて数力所の水源がありました。中央自動車道の開通、深大

寺(旧深大寺町)地区の農地の宅地化、下水道の近代化、まだまだ考えられることはあると思

いますが、水源の水が少なくなっているのは、私でもわかります。私の祖父の時代から、

いえそれ以前からも大切に使われてきた水。尾辻さんの発言の通 り、田んぼの学校でも考

えていかなければならないでしょう。

今回、親子で参加できたこと、本当に幸せなことです。お礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。

「田んぼの学校」に参加して

ちょう ともあき

ぼくの作ったお米はおいしかったです。白米よりも五分づきの方がおいしかったです。

すみやきや、水べの生きものかんさつも楽しかったです。お米がどうしてできるかわかり

ました。

「田んぼの学校」の感想

近藤 光広

一番感動したことは、水を入れた田んぼでイネがすくすくと育ち、その下ではホウネンエ

ビやその他の水生生物がたくさん現れてくれたことです。

また農薬も殺虫剤も化学肥料も使わない田んぼで、イネが悪い病気にかからず、虫の害も

ほとんどなく、無事に収穫できたことはとても恵まれていたとおもいます。



反対に残念なことは、同じ用水を使う隣や下の田んぼでも、苗を用意していたにもかかわ

らず、田植えができなかったことです。

この一年を通じて稲作をして、とても勉強になりました。昔、田植えや稲刈 りなどの忙し

い時期だけ、田舎や知 り合いの田んぼの手伝いをしましたが、それでも今回初めて知った

ことがたくさんあります。例えばくろつけのしかたや脱穀後のわらの干し方などです。地

方によってもやり方がすこしづつ違うようです。

また、作業してみると、「こんな風に工夫してみよう」と思ったこともいくつかありました。

驚いたのは唐箕や千歯こきが登場したことです。自分が子どもの頃、今から30～ 40年

くらい前には使われなくなり、物置で誇 りをかぶっていたものを見たことはありましたが、

実際に使ったのは初めてです。

収穫祭も終わり、自分たちで作った餅米をついたときはとてもうれしかったです。お餅も

バーベキューも焼き芋もとてもおいしかったです。

今年の経験を活かして、また来年はもっと良いお米を作れるようになりたいです。

「田んぼの学校」に参加して

渡辺貴一、蒼

田んぼで、みつけた生き物

ヤゴ、ナマズ、 ドジョウ、ザリガニ、エビ、カエル。

「田んぼの学校」に参加して

渡辺藤夫、真弓

田んぼで、頂くお餅は格別 !

田んぼや、その周りにあんなにたくさんの生き物がいる事にびっくりしました。

田んぼを通して、自然と向き合い、人と関わり合う中で、今忘れ去られようとしている大

切なものにここで出会えた気がしました。

一粒の種籾から芽が出て、 6ヶ 月がたち、自然の恵みと人々の手によって稔ることのでき

たお米をこうしていただきながら、自然の不思議さと感謝の気持ちを改めて感じています。

これから、 10年、 20年・・ 0100年 後もこの田んぼの恵みにあずかる人がずっと続

くことを願わずにはいれません。

親子 4人、途中からの参加でしたが、皆さんには暖かく迎え入れていただきました。

本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。



『田んぼの学校に参加しての感想』

青柳ひろき(専門学校生)

一通のメールから活動への参加を快く迎えていただき、また、いろいろとご指導いただき

ありがとうございました。

私自身、本来ならもっと参加したかったのですが、実習やらなにやらでたいして参加でき

なく残念でした。

田んぼの活動もさることながら、生き物観察などにも参加してみたかつたです。

θ    稲作りは初めての体験だったので 1つ 1つが勉強でした。

この田んぼの学校に参加させていただくようになってから稲作についても少しネットで検

索したりしながらいろいろと調べてみるようになりました。

収穫祭では久々にたくさんの餅つきをさせていただき、とても楽しく過ごすことができま

した。

これからも活動を通じて地域づくりや環境保全に活躍することを期待してます。

「田んぼの学校」に参加して

市川明子(専門学校生)

昨年は田んぼの学校に参加させていただき、ありがとうございました。

私は、田んぼは見ることはあつても自分が作業することはおろか、作業をしているとこ

ろを実際に見たことすらほとんどありませんでした。

今回は代かき、田植え、脱穀、籾摺 り、収穫祭に参加させていただきましたが、代かき

はほんの少しの一部分しか手伝わなかったのに、足腰がつらくとても疲れました…。田植

えでは、どろどろの田んぼに素足で入ったのは初めての体験でした。最初の一瞬 「うわっ」

と思いましたが、すく
゛
になれてどろどろの感触を楽しみました。田植えは子どもたちにと

っては遊びのような楽しい作業なのではないかな、と思います。

すべての作業に参加はできませんでしたが、田んぼの作業を体験し、初めて稲をよ―く

見て触れ、田んぼや稲・お米に愛着がわいてきました。



「田んぼの学校」に参加して

星野征矢(専門学校生)

学校の友人に誘われて籾摺 りと収穫祭に参加させていただきました。実際に米をつくる

過程には参加できませんでしたが、収穫祭では餅つきなど貴重な体験をし、また、つきた

てのお餅や豚汁など楽しく、腹いっぱい食べました。このような活動があり、それに参加

・    することは、よりその地域の事を知り、好きになれるのだなと感じました。

ありがとうございました。
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田んぼの学校に参加して

石井 裕介(専門学校生)

僕は 11月 23日 における「田んぼの学校」に初参加して、本当に楽しい 1日 を過ごせま

した。

好天にもめく
゛
まれ、大勢の人たちと一緒にお手伝いをし、食べたお餅は本当に美味しかっ

たです。

お米を収穫した場所で食べるというのも、すごくいいものでした。

そしてみんな良い顔をされていたのが印象的でした。

餅つきというのは子供さんにとっても大変いい経験になったはずです。

恥ずかしながら僕もこれまで餅つきなどしたことがなくて、初めての時にはつい腰が引け

てしまいました。

20歳にして良い体験ができたと思います。

これからの時代、ますますこういう行事が重要視されてくると思います。

最後に本当にありがとうございました。



総括報告

「野川で遊ぶまちづくりの会」

代表 尾辻 義和

昨年まで 8年間続けてきた当会の 「米つくり」を、さらに広く市民にも体験していただく

ために、調布市環境部の後援もいただいて、「田んぼの学校」という形で再スター トしまし

た。名前は、虫見板の活用で農薬を著しく減らすことができることを実証された宇根氏ら

がはじめた「田んぼの学校」 (農水省外郭団体である農村環境整備センターが公的に支援 )

から拝借しました。「米つくり」を 8年間やつてきた経験から、この佐須地域が「調布の里

山」というにふさわしい環境を十分とはいえないまでもある程度備えており、おそらくは

弥生時代から続いていると思われる「田んぼ」で、本来の米つくりがそうであったように、

有機栽培による「米つくり」を体験することに、たいへん重要な意味があると自負するに

至りました。今年の夏に行った講師(小金井市在住の平井氏)を招いての「田んぼの生きもの

観察会」では、講師も驚くほどのいろいろな生きものが観察され、あらためて環境の重要

性を再認識しました。

水の問題や、スタッフ不足など問題はありますが、地域の方々の助けを借りたり、ちょう

ふ環境市民懇談会のサポー トをいただくなど、少しずつ前進していきたいと考えておりま

す。

以上

「
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