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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。その野り||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ばがありました。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つています。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。

田んばで遊び、学ぼ う

私たちの会では、会の名前にあるとおり、野り||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 :httpブ/ww‐ asahi‐ net.o■jp/― kp5y‐ o可/)しています。

野り||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つかけになりました。

何事も実践 (遊ぶこと)からという私たちの活動にはぴつたりの課題でした。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つ

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。また、昨年

本件と同様の企画を実施し、企画の必要性を再確認し、継続することにしました。本年も、

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。
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実施計画・報告書



野川で遊ぶまちづくりの会

「野川で遊ぶまちづ くりの会」
「田んぼの学校」2002年 日程表

作成日2003/2/142236

日付 時 刻 終了時刻 作 業・行 事 題 的 考

4月 7日 (日 ) 9時 11時 堆肥切り返し 堆肥発酵促進 自由参加

4月 7日 (日 ) 14時 18時 ◎「田んぼの学校J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
つ。

4月 22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 27日 (土 ) 10時 12時 ◎苗床作り◎堆肥切り返し◎畦草刈
り

自由参加

4月 28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 28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

5月 20日 (日 ) 10時 12時

5月 26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、運動会
のため繰り上げ

6月 2日 (日 ) 10時 12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 運動会のため繰り

6月 9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 15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
±1大になつている。

6月 23日 (日 ) 補 植

7月 7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? オタマジヤクシ、ミジンコなど生き物でいつばいになる田んほでな
にが起こつているか考える。

8月 22日 (木 ) 9時 12時 夏祭り準備

8月 23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。 自由参加

8月 24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 (日 ) 9時 12時 夏祭り片付け

9月 8日 (日 ) 10時 11時 田んぼ生き物観察 田んぼに何がいる?
9月 23日 (月 ) 17時 親子炭焼きキャンプ

10月 5日 (土 ) 10時 12時 ◎ハザ掛け準備◎稲刈り
10月 6日 (日 ) 10時 12時 ◎稲刈り◎レンゲ種まき 刈った稲を干すのはなぜ ? 稲存干すのはなぜなのか考えるハ

10月 27日 (日 ) 10時 12時 脱穀

11月 10日 (日 ) 10時 16時 籾摺り
11月 17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 (土 ) 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 1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 1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ケ 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
プログラム名称 : 田んぼの学

占
父

E予 定 日 爾
~12日

(土) 1開始時姐L___ 9時 冬了時刻 1   11時
E日 1月 12日   l開 始時刻 1   9時 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 : 堆肥置き場の自いを移動し、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 : 尾辻、四方田

実施記録 : 指導担当者名 :尾正、四方田

参加者名 :

刻 19ЮO  ~       1終 了時刻 10:00

施内容 :

所の移動を行い、堆肥を天地返しして水分を補給した。

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 :

二
父

E予定 日 1月 12日 (土) 1開始時刻 1   11時 [了時刻 1   13時
E日 1月 12日   l開 始時刻 l  _10H 冬了時刻 1   13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 : どんど焼きにて餅つきを手伝う

要領 :

準備 : きたての餅を配り始める。青年会など関係者は9時頃から準備をして
いる。

用具 :

服装・装備 :

担当者 : 尾辻

実施記録 : 百耳担当者名 :尾辻、
~西

方田

参加者名 :

開始時刻 110ЮO           I終 了時刻 13:00

実施内容 :

餅つきの手伝下をする:口

~~~~~~~~―……

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

占
ｔ

E予 定 日 2月 3日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 :了 時刻 1   12時
E日 2月 3日   l開始時刻 1   10時 :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。●隣に堆肥置き場の日いを作る。●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 : 指導夏百百名:尾辻、四方田

参加者名 :

開始時亥111000~       1終 了時亥1 11:00

実施内容 :

場所あ移動を行下丁班月酪 天地返しをした。

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
三ラF覆ョ戸ζデ電言デ:E:7EI¬冒li: 田んぼの学

'

占
父

E予定 日 3月 3百 (日 ) 1開始時刻 1   1■時 冬了時刻 1   12時
E日 3戸 0口   1開始時刻 1   9時 冬了時刻 1   10時

作業 : 堆肥切り返し

課題 :

目的 : 堆肥発酵促進

内容 : 堆而匿路場の日いを移動し、堆肥を移動することで、堆肥の切り返しを行う。

要領 : ●堆肥置き場の日いを取り外す。●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 :

服装口装備 :

担当者 :

実施記録 : 石専担当者名 :尾辻、四方田

参加者名 :

開始時刻 1990           1終 了時刻 10:00

実施内容:

場所あ移動補 ξ
l‐班鱚獲期覇画翼死歴:~‐

~~~~一 ―一一一一一一―……

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:

実施予定日 4月 7日 (日 ) l開始時刻 !   9熙 了時刻 1   11瞬
実施 日 4月 7日   l開始時刻 1   13瞬 :了 時刻 1   14熙
作業 : 堆肥切り返し

課題 :

目的 : 堆肥発酵促進

内容 : 確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 :

参加者名:尾辻佐人志

開始時刻 13■0~          1終 了時刻 14:00

実施内容 :

水分が多いようなので、シートをはずした。

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 ユ

父

実施予定 日 4月 7日 (日 ) l開始時刻 1   14時 冬了時刻 1   18時
実施 日 開始醒 :了 時刻
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ーの比較的大きな部屋を環境部にとってもらう。●資料 (野川

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 :尾辻、近藤

参加者名:今年度申込者ほとんどが参加

開始時刻11400           1終 了時刻 17:00

実施内容:

リアド豆畑罠穣拶
~~~~

鳳瀬妻ぎ難 l覇市手互亜蔵拶 夕=耐 豪て藤菌謝I…

乾杯葱函I薇要獅花丁
~~~~~一 ――一

今年度参加者は9000円、昨年度からの継続参加者は5000円 、会員は2000円を

参加費として徴収した。

顧 蔵1穣あ   てて肩
‐
夢 百1終了:~~~…

…

種籾を配布。

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 占

父

実施予定日 4月 22日 (月 ) 1開始時刻 各了時刻
実施 日 開始時刻 各了隅

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℃以下)につけ

準備 : う分けるもち米の種籾を用意する●

用具 :

服装口装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :

開始時刻| ~           1終 了時刻

実施内容 :

各自自宅で行う。

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4 田んぼの1

Ｌ
ｔ

E予定日 4月 27日 (土) l開始時刻 1   10理 冬了時刻 1   12時
E日 覇 27日   l開 始時刻 1   10時 終了時刻 1   12隈

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。●堆肥置き場の日いを移動し、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。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の票ウトを購入する。●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 :

開始時刻110時           1終 了時刻 12時

実施内容 :

南東

"ジ
売夢茂廠げI覇覇議褥る:

1班

肥あ天亜返しを帝芳
~……

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 :

占
父

実施予定日 4月 28日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 冬了時刻 1   12時
実施 日 4月 28日   l開 始時刻 1   10瞬 冬了時刻 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 : ネウト、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 :

参雨著名 :太田、中原、東狐、忍足、竹井、多日、石崎、玉山、渡井、山本、一條、張、

長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 110時           1終 了時刻 12時

実施内容:

百藤 き薫 事天莉じ1百奎頁蓉百廟1罰瓢ミだ:それぞれで発芽き著高 ち栞1ま著話

罰 ¬層石を三百デで蒔百百
~

覇等花T蒔吾す轟 百ようlIプラな高り夢あ落櫛 稲百藤夢テ罰可蒔蘭ば

に 途市働 葱封
=じ

だ:~~~~日
1蘊

高1移す轟 百蘊蔵正蒔て事にした。定量的には面積あたり何グラムというように決

るしかないようだ。

百蒙に葛静荘泳蕗73罰崩咤がぎこ翻蘭層I死ま草蔵 あ覆●下わ 下ぼ贋 百鷹
=

留意事項 :

苗離 1豪不ジF蓬下T膏罰W≡    頂百がら乃π万毛が何度も中に入つてしまつた

力πガモ蘭ミ丁下側あ軍芽 のうえを歩いたためで、なかでだいぶ暴れたようだ。:馬
ス騨 百天荀雪贋種覇TI蔵 1研甕

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 : 田んばの生

色予定日 4月 28日 (日 ) 1開始時刻 1   13圏 :了 時刻 1   15瞬
E日 4月 28日   l開 始時刻 1   13瞬 了時刻 1   16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。

準備 : ●クリーンセンター、佐須児童館に連絡をする。

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 :

参加者名 :太田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一條、張、

長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方日、近藤、尾辻

開始時刻 113時           1終 了時刻 16時

実施内容 :

用水路の清掃を行う。主に大人がゴミ拾いをし、子供は生き物の採集をした。

ゴ薫斑訂淵即覆屁薇0'葛三百議 ぅ7蔓礎I

丁輛罰弼II菅瞬:Uだ夏ぎ物    り、講師の平井さんにお話聞いた。

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 : 田んぼの二

実施予定 日 5月 12日 (日 ) l開始時刻 1   10熙 冬了時刻 1   12時
実施 日 5月 12日 (日 )l開 始時刻 1   10臨 冬了時刻 1   12時
作業 : レンゲ刈り取り

課題 : なぜ、田んぼにレンゲなの?

目的 : 田んぼ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 : 指導彊当者名:尾辻、近藤

参雨署名:太田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一條、張、
長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻110時           1終 了時刻 12時

実施内容 :

1.レンゲ刈り

'「

磋わ薇幅
…
藤   厳 雨雨と西側あ薩あ菰巌 b嗅

~~~~~~~― ―

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
tブ¬直可7ラ戸≡ラ竃Z:爾雇≡¬岡卜: 田んぼの学 :

二
父

実施予定日 5月 26日 (日 ) l開始時刻 1   10時 冬了時刻 1   12時
実施 日 5月 26日 (日 ) I開始時刻 1   10時 冬了時刻 1   13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く。●畦の際に水路を作り、水を引く。

要領 : ●水路に堰を作り√■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 :森田、大田、中原、東狐、忍足、多田、玉山、渡井、一條、張、中野、高橋、

今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 110時           1終 了時刻 13時

実施内容 :

田んぼの荒起こしを行つた。

終わらで ポリド「
=だ

ヨあ種を蒔き、各家族2つずつもちかえる。

盲種類醍1=寵舅若Z喬戸百
~

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
プ百グラム蔀 田んぼの学

ム
父

E予定日 6肩 2日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 了時刻 1   12田
E日 6月 2日   l開始時刻 1   10時 了時刻 1   12熙

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 : ●取水日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 :

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻110時    ~      1終 了時刻 12時

実施内容 :

市薇 り参茄著厖 Uモ扇 ■頂調F誦蒟FI雇丁

1百近薫ぎI穣丁莱革ぼ気を引π蕊
~

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

ム
貧

E予 定日 6月 9日 (日 ) l開始時刻 1   18瞬 終了時刻 1   20時
E日 6月 8日 (土) l開始時刻 1   19隈 終了時刻 1   21時

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 :尾辻、小池先生

参加者名 :森田、太田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 119時           1終 了時刻 21時

実施内容 :

昨年よU夢じ蒔穫    丁うで飛んでいる蛍が少なかつた。

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
三ラF正面戸ζデ電言ラ:E:7E]爾冒『i: 田んぼの学

ム
父

E予定日 6月 15日 (土) 1開始時刻 1   10時 ζ了時刻 1   15田
E日 6月 15日 (土)l開 始時刻 l  _13時 冬了時刻 1   18瞬

作業 : ◎苗取り◎しろかき

課題 : しろかきは何のため?

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っている。

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 : ●結東雨両おらは、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●もち米と梗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 :

服装口装備 :

担当者 :

実施記録 : 指軍覆百著名 :尾辻、四方田、近藤

参加者名:肇田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今日、四方日、近藤、尾辻

開始時刻|~~          1終 了時刻

実施内容 :

=贋薇蒸不夏硼 理瑛百て連絡網に流したが、深夜になつて雷雨が降つたので、急

代掻きをすることにした。しかし、雨が止んだ後は水がなくなり、しろかきに時間がかか

題中で丁葎萬農場あ亜あ羅 蔵流してもらつた。結構効果があつた。

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

'

二
父

E予定日 6E l6E (E) lffiffiffi*[ I 1oE+
Fr \ I EELr- a* *rt I z ^^, "l+

冬了時刻 1   13時
]日 6月 16日 (日 )l開 始時刻 1   1_p暉 終了時刻 1   13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。

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 : D30cm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 :

服装口装備 :

担当者 :

実施記録 : 辻、四方田、近藤

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方日、近藤、尾辻

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

師百蘭 雨あ影警 TIttR蒸が蔵 薦万:葡薩荻勢藻針蕩甚菌万ぼ醐 分な

を入れることができた。

百ぼ平分な素 あろ百贋弓るち米は一部に生育不足のものがあつた。おそらく種の要
)デ

ぎ断蒻列嚢蕗苗頭りあと素 ぞれ葛を取可分1丁扇 ち礎扇 ■司も ミ百葱百活目壼

があつた。

じ郡    1百著ぎ7葦F蔓百万[百万ぼF椰要がでぎ¬I蔵萄雇I

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 i

占
父

E予定 日 7月 7日 (日 ) l開始時刻 1   10瞬 :了 時刻 1   12時
二日 7月 7日   1開始時刻 1   10籠 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 : オタマジャクシ、ミジンコなど生き物でいつばいになる田んIま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 :

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

晴天あ市T天勢あ参茄著て観察会ができた。今年はゲンゴロウの幼虫が多かつた。
)莉

5‐ビ撫 通U嘉夏じ=面ミ更:

罰 両蘭獲 蘭ミ穫わて1菖扇 ミ蔓 I

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 : 田んぼの学材

実施予定日 8月 23日 (金) l開始時刻 1   15時   1終了時刻 1   21時
実施 日 開始時刻 15隈 冬了時刻 21時 30分

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 :

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

雨てデ勁磁踊嗣肥荘が:雨ヒが例軍通り売りITデ薦

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

彙

Ｋ

実施予定日 8月 24日 (土) l開始時刻 1   14時 冬了時刻 1   15時
実施 日 8月 24日    l日伺J治時:亥l1    10隈 :了 時刻 1   14時
作業 : ◎畦草刈り◎田んぼの生き物観察

課題 : 田んぼに何がいる?

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 :

服装口装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方日、近藤、尾辻

開始磁 11          1終 了時亥1

実施内容 :

今年は、身近な川を見守る会の「野川の水生生物調査」に参加する事にした。

当日、雨模様で、中止とされたが、天気が持ち直したので、当会の参加者だけで実施 t

て頂いた。

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 占父

E予定日 8,8 24E(t) IFrflffiH*tJ | 1 sffi
I EE.lf- a* Jhl I a s tal

冬了時刻 1   21時
E日 8月 24日   l開 始時刻 1   15瞬 冬了時刻 1   21醒

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 :

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今日、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

天気が持ち直したので、3000本を完売した。

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 : 田んぼの学 上

父

一

実施予定日 9月 8日 (日 )  l日伺1始 晴:亥11    10隈 冬了時刻 1   11限
実施 日 9月 15日   1開 始時刻 1   10限 :了 時刻 1   12解
作業 : 田んば生き物観察

課題 : 田んばに何がいる?

目的 :

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 :

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一
條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

9月 15日 は雨で中止。

カカシ7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 終了時刻 |

実施 日 始時刻 | 終了時刻 |

作業 : 親子炭焼きキャンプ

課題 :

目的 : 炭焼きの実践を体験し、雑木林の役割を考える。

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 :

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

'力

百面であ百班 再 プができなくなり、後援依頼を出したが却下されて、やむなく

中止した。

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 23日 (月 ) 1開始時刻 冬了時刻 1   17時
実施 日 開始時刻 :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 :

服装口装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 |              1終 了時刻

実施内容 :

中止

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1 田んぼの学 :

ユ
父

E予定 日 10月 5日 (土) 1開始時刻 1   40H 冬了時刻 1   12時
]日 10月 5日   I開 始時刻 1   10時 冬了時刻 1   12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段日は釣り下げにする●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)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

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

もち米の生育が遅れているため、ハザカケは東西方向に作つた。

苓革ほバ丁乃丁覆瓢西T百作ちたが、やはり南北にするべき。太陽がこの時期高く上が:

'面
あ`枷 百じち弱ミリ百死が当層醐瓦瓦

一時、予定を9月 28日 に繰り上げて招集したが、雨で延期となり、最初の予定通りと右

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 :

占
父

実施予定日 10月 6日 (日 ) l開始時刻 1   10瞬 冬了時刻 1   12隈
E日 10月 6日    l局嗣1治晴:亥l1    10隅 冬了時刻 1   12臨

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 :

服装口装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

うるち米だけ稲刈りをした。もち米は、晩生種のため、まだ稲刈り出来ない。
'こ

あ夜:¬師話百ラ雨■ゲが更おれて、翌日にかけ直した。東西方向の支えが足りなか゛

たせいである。

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

ム
父

実施予定日 10月 6日 (日 ) 1開始時刻 1   10瞬 終了時刻 1   12時
実施 日 10月 19日   l開始時刻 1   13時 終了時刻 1   17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 :森田、太田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今日、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

遅れていたもち米の稲刈りをした。多少青い籾もあったが、倒れてしまうため刈る事に

遅くなつた分、量はあるようだ。

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
プログラム名称 : 田んぼの学

二
父

実施予定 日 10月 27日 (日 )1開 始時刻 1   10時 終了時刻 1   12瞬
実施 日 11月 4日   1開 始時刻 1   10時 終了時刻 1   13解
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 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一
條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

10月 27日 が雨で延期となり、11月 2日 にしたが、雨で結局4日 になつた。

今年の秋は、週末によく雨が降つて、予定がずれた。

ずれ込んだため、もち米も一緒に脱穀できることとなった。

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 11月 10日 (日 )1開 始時刻 1   10時    1終 了時刻 1   16時
実施 日 11月 9日 、10日 1開始時刻 1   10時    1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●モーター●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 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 終了時刻

実施内容 :

籾摺り機のベルトの一本がだめになり、何とか修理した。

変わりを探さないといつ壊れるかわからない。

玄米状態で、うるち米74Kg,もち米64Kgでした。

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 11月 17日 (日 )1開始時刻J__  10時 終了時刻 1   14時
実施 日 11月 17日   1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   14時
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。●糎米は7分くらいにする。

要領 : ●

準備 : 所にて行う。●カギは当番のところで借りる。●精米費は30
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 :

服装口装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻|  ~          1終 了時刻

実施内容 :

精米後、うるち米66Kg、 もち米54Kgでした。

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 11月 23日 (土)1開 始時刻 1   10鵬 終了時刻 1   15時
実施 日 11月 23日   1開始時刻 1   10眠 終了時刻 1   15解
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る。

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多田、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開殆時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

曇り空の寒い日でしたが、たくさんの人が集まつてお祝いができました。

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

上
父

実施予定 日 12月 1日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12時
実施 日 12月 15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、日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、 他に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 (10KgX 2)を購入する。

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多日、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

12月 1日 の予定が、再再延期で15日 になつた。今年から堆肥を竹内さんと一緒に

やる事にした。場所が広いので、落ち葉も例年より増やし、ぬかも5袋、乾燥鶏糞も5襲

使つた。

米ぬかは昨年から有機米のものを購入しているが、lヶ月前<らいに注文しないと

手配出来ないといわれた。

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 12月 1日 (日 ) 1開始時刻 1   12時 :了 時刻 1   15時
実施日 12月 1日   1開 始時刻 1   12時 :了 時刻 1   16時
作業 : 「田んばの学校」卒業式 (反省会 )

課題 : 米つくりを終えて

目的 : この9ヶ月で考えたこと、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 :森田、大田、中原、東狐、忍足、竹井、多日、石崎、玉山、渡井、山本、一

條、張、長橋、中野、高橋、渡辺、今田、四方田、近藤、尾辻

開始時刻|  ~         1終 了時刻

実施内容 :

午箭市あ落西葉給百蔽露葛葉が雨に濡れているために延期とした。

佐須児童館の集会室を借りる事ができた。人数的にはぎりぎりでこれ以上(50人 )

はここではむり。

農場を借りる事ができなくなつたので今後場所の確保が課題。

留意事項 :

備考 :



おたより



y田んぼの学校曇おたより
2002年 4月 22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、みなさんが田んばでやったこと、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 22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

つ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つていました。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 ち米で銘柄はコ トブキモチ)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を用意して下さい。

2。 真水(水道水でも可)1リ ットルに塩 140gを 溶かして下さい。この食塩水の比重は約 1。 08で
す。もち米はこの食塩水で塩水選をします。

3。 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、それぞれ水で洗つてください。 (塩分がついたままでは発芽に悪い)

4.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 28日 (日 )が種まきの予定ですが、それより早く芽が出たら (芽 と根が lmm位になったら)、

水を切つて当日まで冷蔵庫に入れておいてください。低温にすることで発芽の成長が一時的に止ま

ります。



y露んぼの学校曇おたより
2001年 4月 27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。田んばでは「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つてください。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、葉つぱが大きくなるようです。昔から田んばで見ることができた「レン

ゲ」はもつ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、田んばでのしごとがはじまります。今回は自由参力日ですができるだけ参加 して下さい。。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。 となりの畑では今年も大きなコイが空を泳いでいるかな ?

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

4月 27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

持ち物その他 : 作業着、軍手、タオル

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、レンゲを刈 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、大きな土の固まりはふるいで選 り分けて手です りつぶします。

畦草刈 り

農家の人にとつて雑草 (正確にはいろいろな野草とい うべき)は天敵と考えられています。雑草は、作

物の栄養分を取つてしまつたり、成長を妨げたりするからです。雑草取 りは農家の人にとつては大変な

重労働なので、除草剤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。 刈 り取つ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ばに漉き込みます。

このように刈 り取つた草は緑肥と呼ばれ、立派な有機肥料です。漉き込まれた草は土の中で腐敗 し

て月巴料になるからです。



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つています。

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.作つ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。 積み替えが終わつたら、シー トをかけておきます。



F田んぼの学校達おたより
2001年 4月 28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

選別はわたしたち人間が水田による稲作栽培をはじめて、経験の中から見つけた技術の一つだと思われ

ます。大昔の人が比重に付いて知る由もなく、おそらくは水田に種籾を直播きしていて気が付いたので

はないでしょうか。やがて、塩が安く手に入るようになって泥水よりは扱いやすい塩水選によるものに

変わっていったと思われます。いまでも、環境への負荷が少ないという理由で泥水選をやつている有機

栽培グループもあります。
・   みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

4月 28日 (日 )の学習

内容 :      苗床作 り、種まき

場所 :      田んぼ

持ち物その他 :  作業着、軍手、昼食 (午後の学習がありますのでできるだけお持ち下さ

い)

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、レンゲを刈 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ふるいにかけて選 り分け、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(も ち米)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、今回は桝 目状の種蒔き用補助具を用意 しますので、 1つの桝 日に 1個の種籾を蒔いて下

さい。皆さんが準備 した種籾はそれぞれ観察しやすいように少 し間隔を空けて蒔きます。

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。 種蒔き用補助具に 1粒づつ蒔きます。

3。 各自準備 した種籾も、それぞれの場所で、一粒づつ蒔きます。

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。(覆土・ふくど)

5.板などを使つてある程度土を固めます。(鎮圧・ちんあつ)

6。 苗床全体にかまばこ状にネット(寒冷紗・かんれいしゃ)をかけます。(防鳥)

7.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。



4月 28日 (日 )(13:00～ 15:00)の 学習

内容 :       用水路清掃、用水路の観察会

場所 :       田んばの用水路

持ち物その他 :   作業着、軍手、履き物は長靴かサンダルなど水路にはいることができ

るものをお持ち下さい。捕獲網、小型の水槽 (ザ リガニなどを持ち帰

る場合)

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つています。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

ちはこの用水によつ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月同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

つ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。 サンダルに履き替えて、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。

3.講師の平井先生に捕れた生き物について解説 していただきます。



「露んぼの学校基おたより
2001年 5月 12日 第 4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。きっと、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 うことがあつたらおしえてください。今年、私たち

の田んばで蒔いたうるち米の品種はキヌヒカリといいます。もち米の品種はコ トブキモチ。

さて、用水路の観察会では、今年もたくさん (詳細は次号)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。講師の平井さんから泥の成分について指摘がありました。水はきれいでも泥に含

まれる不廃物などが棲んでいる生き物に影響を与えているようです。洪水が発生しない人工的な用水路

の問題 といえそうです。

今回は、話題をもう一つ。

わたしたちの田んばでは牧草用のレンゲが満開ですが、近寄つ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。田んばにきている

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つてきて何をして

いるか知っていますか ?田 んぼへいつ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

httpブノwwvLtamagawa.acjp/sisetuノgakttutu/honey/

httpブノwwwemomongaotv/tria11/amu_park/zoo/ae/a97_04s/xaetopehtm

苗床最新情報

種まきを終えた翌日、翌々日に トンネルにカルガモやカラスが入つてしまうということがありました。

寒冷紗 (かんれいしゃ)の張り方が悪かつたせいでしたが、5月 2日 にや り直しをしました。 5月 4日

朝、種籾はもう第 1の葉を出しています。これから第 2,第 3の葉を出し、どんどん大きくなります。

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 りが終わつ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。

それでは、みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

5月 12日 (日 )10:00～ 12:00 の学習

内容 「レンゲの刈 り取 り」 場所 「田んぼ」

レンゲの刈 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。レンゲは昔から田んぼに



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 つそ)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 り取つ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 ンゲの花を使ったいろいろな遊びをしてみましょう。

首飾 り、腕輪、指輪、風車などの作 り方をお父さん、お母さんに聞いてみましょう。

・    2.レ ンゲを草刈 リガマで刈 り取 ります。

3。 刈 り取つたレンゲはそのままにして乾燥させます。



「露んぼの学校達おたより
2001年 5月 26日 第 5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 には終わつてい

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つたよ」とか「あそこはもう終わつていたよ」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、りつぱな実になる必要があります。

稲は、たくさんの葉にたくさんの太陽の光をあびて大きな実をたく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」かによつて

も違つてきます。「二毛作 (に もうさく)」 (わかるかな ?)と の関係もあります。稲刈 りが終わつた後

に、裏作として例えば麦などを栽培 し、翌年刈 り取つた後、田植えするとい う具合です。

4月 28日 (日 )用水路 の観 察会報告

講師の平井先生のお話では、この用水路にはきれいな水にしか棲まない生き物と非常に汚れた水の中で

も生きられる生き物が共存 していることが特徴的とい うことです。また、泥の臭いも気になるとのこと

でした。

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

コカゲロウ、フタツメモンカゲロウ、フタツメカワゲラ、シマアメンボ、ホ トケ ドジョウ

オニヤンマ (ヤ ゴ)

(参考 :昨年の記録 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

ガガンボ、ミナミヌナエビ、カワニナ

(参考 :昨年の記録 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、サカマキガイ、シマイシビル

'  (参 考 :昨年の記録 アメリカザリガニ、ミズムシ、エスリカ、イ トミミズ)

田んぼの野草

先日 (4月 22日 )、
「田んぼの学校」を受講されている中原さんが、私たちの田んぼの野草を調べてく

れました。以下の24種が確認されました。

イヌガラシ、ウシハコベ、オオイヌノフグリ、オオバコ、オニタビラコ、オニノゲシ、オランダミミナ

グサ、カラスノエンドウ、キツネアザミ、キツネノボタン、ギシギシ、シロザ、スカシタゴボウ、スズ

メノカタビラ、スズメノテッポウ、チチコグサ、 トキワハゼ、ナズナ、ノゲシ、ノビル、ハハコグサ、
ヘビイチゴ、ホ トケノザ、レンゲソウ

自然を身近に感じることができる秘訣の一つはこれらの野草の名前を覚えることです。子供は友達を作



る名人ですが、野草の名前を覚えるのも子供は名人です。野草図鑑 (ぜひ購入することをお勧めします )

でこれらの野草を確認 して、田んばで名前を当ててみましょう。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

5月 26日 (日 )(10:00～ 12:00)の 学習

内容 「◎堆肥入れ◎畦草刈 り◎荒起こし◎くろつけ準備◎大豆種蒔き」 場所 「田んば」

堆肥入れ

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

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.堆月巴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、堆月巴や刈り取つたレンゲを土に漉き込みます。

くろつけ準備

畦の整理 (昨年くろつけで持つた土を取り除いたり、崩れている部分を補修したりします)を行ない、

畦にそつて水路の水を引き込み、くろつけの準備をします。

今年は、畦に大豆を植えてみます。そのために南側と西側の畦の幅を広くします。

大豆種蒔き

畦に植える大豆の苗を皆さんにも育てていただきます。田んぼの土に腐葉土をまぜたものをポットに入

れ、種を2つ蒔きます。



「国んぼの学校曇おたより
2002年 6月 2日 第 6号

みなさん、お元気ですか。

柏野小学校裏の田んばも荒起こしが終わり、畦の手入れも始めているようです。このおたよりが届く頃

には田植えが行われているかもしれません。この田んぼは機械植えのため、苗の成長で田植えの時期も

大体決まつてきます。

また、柏野小学校横の田んぼはこれから荒起こしとい うところです。

柏野小学校裏の田んば、ホタル園コーポ前の田んば、柏野小学校横の田んば、そして私たちの田んばに

は大きな違いがありますが、気がついた人はいますか。柏野小学校裏の田んぼは冬の間、田んばに草が

ほとんど生えませんでした。ホタル園コーポ前の田んぼは少 しだけ草が生えていました。柏野小学校横

の田んぼと私たちの田んぼは草でいっぱいでした。草が生えないということは、そこには草の種がまっ

たくといつていいほどないということを意味しています。それでも草の種は飛んできたり、動物が運ん

だりして芽を出し、成長 して、やがて種を落としますが、その前に草を取ることで次の世代を作らなけ

れば草のない畑になります。除草剤の助けがなければ、大変な仕事です。ただ、農薬の害がいわれるよ

うになって、かつての除草剤 と違つてきているようです。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

プデゾゾゾ́ ゾ́ ゾゾゾゾ́ ゾゞ ゾゾ́ ヂゾプデヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂ沐ヂ           慾ヽ         等
～
ππ鯵彬              

…

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。 畦にそつ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口からみて一番奥の部分から仕上げていく。

3。 くろつけが終わつたら、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口を調節する。



「田んぼの学校選糞たより
2002年 6月 8日 第 7号

みなさん、お元気ですか。

田んぼは、苗も順調に育ち、代掻き、田植えを待つばかりです。今年は、例年より2週間ほど早く春が

きて、4月 から5月 にかけて天気の悪い日が続きました。柏野小学校の裏の田んぼは昨日 (6月 1日 )

に田植えが終わりました。上の田んばで水を取つているので、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つてしまう状態です。

昨年も、田植えの直前に降った雨のおかげで田植えができたくらいです。これから、みなさんで雨が降

るように雨乞いをお願いします。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

6月 8日 (土)(19:00～ 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」

集合時刻 19:00(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り||にはホタルがいました。

ホタルがいつのまにかいなくなつて、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。

では、ホタルの乱舞、乞 うご期待 !



「田んぼの学校Jおたより
2002年 6月 16日 第 8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′い配の種です。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 15日 (土)(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。くれぐれも混ざらないよ

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、くろつけの終わつ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。

6月 16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 隔で日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 りの苗を持つて、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、自分の持ち分に植え付ける。植え付ける場所は、組の向こう側に沿つて、日印の

あるところ。

5.自 分の分が終わつたら、一歩下がつて、これから植え付けるところを手でならす。

・    6。 全員が終わつたら、紐を25cm北 側に移動する。

7。 以上を繰 り返 していく。



「露んぼの学校墓おたより
2001年 7月 7日 第 9号

みなさん、お元気ですか。

水不足で、一度は延期と決まったしろかき、田植えが、 15日 午前 2時頃の突然の雷雨で急遠やるとい

うことになり、皆さんには心配やら迷惑をおかけしました。それでも、雨が止むと水はまたなくなり、

しろかきは大変な作業になりました。水があれば、荒起こし下田んぼにたっぷ りと水を入れ、耕転機で

1,2度かき混ぜれば終わるところですが、少ない水をや りくりするために、お父さん方にはたいへんな

ご苦労をおかけしました。ほんとうにお疲れ様でした。その甲斐あつて、翌日の田植えはまったく問題

なく終えることができました。これで一段落です。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、分葉 (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。

できるだけ、子供 と一緒に田んぼを訪れ、稲に声をかけて下さい。そして、よく観察して下さい。

自然が豊かなところはどこでもそうですが、そこに腰を落ち着けてじっくりと観察しているといろいろ

な生き物がいることに気がつきます。私たちの田んぼも生き物がいつぱいです。子供にとつて、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 日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。一言でかたり尽くせない自然

のさまざまな出来事は、子供の好奇心をいやが上にも駆 り立てることでしょう。つきない `好奇心'が

学びの原動力になります。

ホウネンエビとオタマジャクシの大発生

私たちの田んぼでは、 1昨年、昨年とホウネンエビが観察されるようになりましたが、今年は、 6月 2

4日 (月 )9時頃、体長 lcm位のホウネンエビがたくさん観察されました。昨年のホウネンエビが産ん

だ卵が孵つたのではないかと思います。同時にアマガエルと思われるオタマジャクシもたくさん泳いで

いました。いつも、アマガエルの卵が見つからない うちにオタマジャクシが産まれるので不思議に思つ

ていましたが、どうやら、他のカエルのような卵塊(卵の固まり)に ならないで、ばらばらで稲の葉に付

着 しているようです。 (それでも未発見)

ボウフラの大発生

皆さん、ボウフラはご存知ですか。蚊の幼虫です。 6月 26日 (水)6時頃、田んぼの南側に大発生して

いるのが観察されました。これが全部蚊になると一大事です。水田に多く発生するコガタアカイエカか

シナハマダラカではないかと思います。ボウフラは 1週間前後で成虫になるようです。人間の身勝手で

すが、蚊の大発生は困りものですね。

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。「田んば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 7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)

日の細かい魚取 り網 (持つ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、4   
昨年はやりませんでした。今年もやらないでみようと思います。

・   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。

今年は、畦に大豆を植えてみました。最小限の草は取らないと大豆の生育に支障があるかもしれません。

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。いつ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、それらを網ですくつて、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)



「露んぼの学校達おたより
2002年 8月 24日 第 10号

みなさん、お元気ですか。田んばでは稲が元気に育っています。昨年は8月 3日 に穂の出るのが確認で

きましたが、今年は、どうでしょうか。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 7日 )はまだオタマジャクシだったアマガエルは手足が生

えて大人のアマガエルになりました。今年は、オタマジャクシが大量に死んでいるのが見られ、心配 し

ていましたが、やはり昨年のような大発生にはなりませんでした。

`   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 トトンボも羽化したばかりと思われるのが飛んでいます。

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。夏休みの間、できたら早起きをして、早朝の

田んぼを是非観察してください。田んばにはたくさんの感動がありますよ。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

柏野夏祭 り
「田んぼの学校」では、地域の方々との交流を積極的に行 うため、毎年柏野小学校で行われる地域の夏

祭 り「柏野夏祭 り」に模擬店 「焼鳥屋」で参加 しています。今年の日程は以下の通 りです。

8月 22日 (木) 9:00か ら12:00  会場設営

8月 23日 (金)  17:00か ら21:00 夏祭|り

8月 24日 (土) 17:00か ら21:00 夏祭 り

8月 25日 (日 )  9:00か ら12:00  片づけ

夏祭 りへの参加はボランティアで、自由参加ですが、焼き鳥を焼く体験は大変楽 しく、また貴重です。

是非参加 してください。参加の希望は、事前に尾辻 (0424-87-4385、 080-5012-
5327)ま で参加枠記号をご連絡ください。

参力日の時間帯も自由です。特に、24日 の8:30か らはささやかに打ち上げもします。

参加枠記号 日付 時間帯 内容 備考

A 8月 22日 (木) 9:00～ 12:00 会場設営

B 8月 23日 (金) 14:00～ 17:00 仕込み(焼き鳥をボイル します)

C 8月 23日 (金) 17:00～ 19:00 焼き鳥販売(焼きと売 り子)

参加枠記号 日付 時間帯 内容 備考

D 8月 23日 (金) 19:00～ 21:00 焼き鳥販売(焼きと売 り子)

E 8月 24日 (土) 14:00～ 17:00 仕込み(焼き鳥をボイル します)

F 8月 24日 (土) 17:00～ 19:00 焼き鳥販売(焼きと売 り子)

G 8月 24日 (土) 19:00～ 21:00 焼き鳥販売(焼きと売り子)

H 8月 25日 (日 ) 9:00～ 12:00 片づけ



8月 24日 (土)(10:00～ 14:00)の 学習(自 由参加)

内容 野り||の水生生物調査 集合場所  「田んぼ」

持ち物 弁当、水筒、筆記用具、着替え(子供)、 水の中で履く靴(サ ンダルは不可)

野川 の水生生物調査

今回は、「身近な川を見守る会」主催の野り||の水生生物調査に参加 します。一見して、野り||は きれいな

川のようですがその実態はどうなのでしょうか。川の中に棲む生き物を通して野り||の実態を観察 します。

参加を希望する方は 8月 17日 までに尾辻 0424-87-4385ま でご連絡下さい。



「霊んぼの学校達おたより
2002年 9月 8日 第 11号

みなさん、お元気ですか。柏野夏祭 りも終わつて子供達も夏休みの宿題に忙 しい日が続いているのでは

ないでしょうか。今年は例年より熱帯夜が多くて、寝苦しい日々が続きましたが、稲にとつては日照時

間が多いことはいいことです。 ところが、問題はもち米です。8月 27日 現在で、まだ穂が出ていませ

ん。こんなことは今までになかつたことで大変戸惑っています。小池先生に見ていただいたところ、茎

には穂があるので、いずれ出てくるということでした。それでもこれだけずれると、うるち米と一緒に

稲刈 りができそうにありません。予定は追つて連絡 します。

うるち米は順調に生育していますが、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。すずめもこの田んば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つてください。光つたり、音が出たり

するものがあるといいかな ?

追伸

8月 31日 (土)も ち米の穂がでました !

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

9月 8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つてきます。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。家でメダカを飼える人はメダカを捕ってください。

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本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。



F田んぼの学校Jおたより
2001年 9月 29日 第 12号

みなさん、お元気ですか。いよいよ稲刈 りです。 4月 28日 に種まきをしてから5ヶ 月、 6月 16日

に田植えをしてから2ヶ 月半、うるち米はおおむね順調に育ったのではないかと思います。

ただ、もち米は品種が晩生のため、出穂がうるち米に比べて lヶ 月程遅くなってしまいました。そのた

め、例年は一緒にやつていた稲刈 りも今年は 2度に分けてやることになります。

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。

刈つ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 り取つた稲をかけて干す しくみのことです。

日本全国にいろいろな形があります。田んぼの畦に本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 (榛の本)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、はさの心棒にはもつてこいで

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。
「野り||の水生生物調査」お知らせ (チ ラシ同封)

夏に行つた野り||の水生生物調査を 9月 29日 (日 )10:00か ら水辺の生き物調査実行委員会 (実

行委員長 中原さん)が行います。この日の調査結果については東京都環境部、環境省に提出します。

都合がつく方はご参加 ください。 (申 し込みは調布市環境保全課 0424‐8107086)

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

9月 29日 (日 )(13:00～ 15:00)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段掛けのものを東西に 2列田んぼ内に設置 します。

1.最初に足場用の場所 (3個所)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。 (う るち米を刈 り取つた後にもう一列 )

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。

稲メJり

うるち米だけ刈り取りをします。



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。



「露んぼの学校達たたより
2001年 10月 27日 第 13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、それへ稲穂をひつかけて、籾 (も み)を しごき落とします。約 300年前の元禄年間 (168801704)

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つていることがあり、昭和のはじめ頃までは

使つていたのではないかと思います。

3年前まで使つ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、昨年、足踏み

脱穀機 (ミ ノル式)と 唐箕 (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 27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。

延期の場合に日程

11月 2日 (土)(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つ

ていたと思われます。

1。 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、わら屑と籾がいつしょに落ちるので、唐箕にかけてわら屑を分離します。



F田んぼの学校Jおたより
2002年 11月 10日 第 14号

みなさん、お元気ですか。気まぐれな秋雨に悩まされましたが、やっと脱穀を終えることが出来ました。

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

つてしまいます。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

野菜は消費者にとつ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、いかがでしようか。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

11月 9日 (土)(10:00～ 14:00)の 学習

11月 10日 (日 )(10:00～ 14:00)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。



「田んぼの学校瑳薦たよう
2002年 11月 17日 第 15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。今年の収

穫は、玄米でうるち米 74Kg,も ち米 64Kgで した。もち米は青い未成熟の米があるので、味の方

が′心配です。

みなさんは普段どんなお米を食べていますか ?「えつ、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 りによって籾殻 (外皮)が とれた米を「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「白米」の中間に「胚芽米 (はいがまい)」 というのがあります。以前から「白米」を 10分と

して、ぬか部分の削り具合によつて 3分 05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 り取つたものが「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。したがつて、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 「野り||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 2 Kg,も ち米 l Kgをいずれも l Kg5

00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 20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分掲きを目標にします。共同小屋

の精米機は型式が古いため、掲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

11月 17日 (日 )(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。



F露んぼの学校達おたより
2002年 11月 23日 第 16号

みなさん、お元気ですか。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、炊き方によつ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つてくだ

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、作物の収穫を祝つて行 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

神が新嘗祭を行つ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つています。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。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

11月 23日 (土)(10:00～ 15:00)の 学習

内容 「収穫祭」 場所 「田んぼ」 持ち物 お椀、はし、飲み物、お皿

会費 大人(中学生以上)250円、子供(小学生)100円 (食材費に当てます)

酒代(お酒を飲む人)

その他 当日が雨の場合、 24日 (日 )に順延 します。

収穫祭

田んぼで取れたもち米 (約 24Kg)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。二日日からはいろいろな具といつしょに皆さんで味わつていただ

きます。お餅の他には豚汁、やきいも、バーベキューを用意する予定です。

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

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。

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。

もち米を蒸す

2.

3。

1。



浸けおきしたもち米はざるで水を切つた後、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 し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.引詩く

十分にこねたら、掲き始めます。臼の中の餅は掲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、つけすぎると水つぽくなるので、

注意が必要です。

掲いた杵がもちから反発力を感 じるようになれば掲き上がりです。

・    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つつくので、のし台に米粉や片栗粉でまぶします。

以上



『露んぼの学校達おたより
2002年 12月 1日 第 17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。「田んばの学校」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、 9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、農協で購入する鶏糞、取れたお米

を精米 した時に取れる米ぬかです。これまでは、田んぼに堆肥を作る場所を確保 していましたが、今年

から竹内さんの堆肥置き場を使わせていただくことになりました。これまで毎年 5月 に完熟 していない

堆肥を田んぼにすき込んでいましたが、これからは専用の置き場で完熟 した堆肥を作るようにします。

落ち葉、鶏糞、米ぬかは、水分を補給 して混ぜ合わせて寝かせます。発酵が順調に進むように適当に天

地返 し作業をします。来年の 5月 はここで作った完熟 していない堆肥をいれますが、再来年は完熟堆肥

に切 り替える予定です。完全な有機栽培にはこのような「土つくり」が何より大切です。農業の基本は

土つくりといつてもいいくらいです。

今年の収穫は ?

気になる今年度の収穫は、もち米 5 4Kg,う るち米 6 6Kg(と もに精米後)で した。もち米の品種のた

めに味や出来が′い配でしたが量も何とか確保できたようです。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 1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つ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。

2.

3。

4。

リヤカーに堆肥をつめる袋(米袋など)、 竹ボウキをつんでカニ山へいきます。

竹ボウキでカニ山の落ち葉を集め、用意 した袋に詰めて、堆月巴置き場に運びます。

堆肥置き場では、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。

積みあがつた堆肥にはシー トをかけておきます。

12月 1日 (日 )(12:00～ 16:00)の 学習

内容 「修了式」 場所 「佐須児童館集会室」

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)、 取 り皿、はじ

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。)

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赤飯を炊き、それぞれが持ちよつたおかず

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。



ξ露んぼの学校瑳たたより
2003年 2月 8日 第 18号

みなさん、お元気ですか。「田んぼの学校」補習のお知らせです。「田んばの学校」は「野
川で遊ぶまちづくりの会」が主催する事業ですが、同時に「ちょうふ環境市民懇談会」の
プロジェクトでもあります。「ちょうふ環境市民懇談会」は市民、行政、事業者がパー トナ
ーシップのもと調布の自然を保全するために意見交換や、情報交換、活動支援などを行う
「場」として1999年 に発足して今日に至っています。今回の補修では、「ちょうふ環境
市民懇談会」の年一回の全体会に参加して、調布市全体の自然について学習していただき
ます。お忙しいこととは思いますが、私たちの活動が様々な人の理解と支援によって支え
られていることをご理解いただき、参加することで、「ちょうふ環境市民懇談会」をすこし
でも支えていただければ幸いです。

市内の様々な活動団体の活動報告とあわせて「田んぼの学校」の活動報告もあります。
基調講演やパネルディスカッションでは、雑木林がテーマとなっています。雑木林の魅力
について貴重なお話や、体験談などを聞くことが出来ます。この機会にぜひ雑木林の魅力
にもふれてみませんか。
また、調布の自然を守る活動紹介などもあり、それらを一度に知ることが出来る大変い

い機会でもあります。

みなさんのご意見、お便りをお待ちしています。
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2月 8日 (土)(13:00～ 16:30)の 補習

日寺亥J  13 : 00
13:30

内容  シンポジウム

受付開始

開会

「調布の自然にふれてみませんか」

基調講演 横山 譲二先生
パネルディスカッション 「今なぜ雑木林なのか」

場所 調布市民センター4F(市役所横) 第 2, 3集会室



参加者感想文集



「田んぼの学校」

渡井 利夫、明子、康太

あま り家族 3人で出掛けることのない我が家の家族 レジャーになればと思い参加 させて

頂きま した。最初は渋々だつた主人が実はいちばんはまったのではないかと思います。会

社以外の人間関係 を築けたのがとてもうれ しかつたようです。普段はあま り動かさない体

をたくさん動かす ことができ、普段はほとんど触れることのない土にたくさん触れること

ができました。子供にとつてもたくさんのお兄さんお姉 さん達 と用水路をかけまわ り、ザ

リガニやメダカ獲 り。 自分は昔やっていたはずなのに、すっか り忘れていた色々な事を体

験出来、とても楽 しかつたようです。

田んぼのある朝はみんな早起きで、とても楽 しみにしていました。 このまま毎年田んぼ

に触れ させて頂き、息子をはじめ家族全員にとつて 「田んぼ」があた りまえに身近にある

存在になれば うれ しいです。

「田んぼの学校」

石崎 多門、美英、藍

感想は藍 (子 ども4才)は「どろに足をいれて、草を入れるのが楽しくありませんでした。

楽しかったのはみんなでお肉やおもちを食べたのが楽しかったです。」とのことです。

私はとにかく最初から自分で種の段階から収穫まで体験でき、米作りの大変さと現在の機

械の便利さを知ることができたのが収穫だったと思つています。

妻の感想は「昔の人は米作りをすべて手作業でしていたなんて大変だっただろうなと思い

ました。顔も知らない祖先たちの苦労がしのばれました。」

1年間大変お世話になりました。ありがとうございました。

「田んぼの学校 に参加 して」

多田征治・京子・大希

今回、田んぼの学校に参加させていただくきつかけとなったのは、"子供と一緒の時間を

たくさん持ちたい!"と いうことからでした。しかしながら当初は毎週日曜日にたんばに拘

束されるのではないかと少々不安で一度はお断りをしたのですが尾辻さんからお電諾をい

ただき、きつとこれも何かの縁だろうと思い参力日を決めた次第です。

普段、日曜日に予定がなければどうしても仕事をし始めたり、だらだらと過ごしてしま

いがちですが田んぼの学校に参力日させていただきとても充実した、またあっという間の 1

年を過ごすことが出来ました。最近の日常では、季節というものに鈍感になっていた私た

ち家族であつたように思えますが"田んぼの学校"に参力日させていただくことによつて季

節ごとの花や虫、また稲の成長を通して人間らしい感覚を少し取り戻せたような感じがし

ます。

保育園の帰りによく子供と"たんばに行こう"と 言つては稲の成長を見にきたものです。

子供と共に私たち大人も楽しませていただき、多くのみなさんとお知りあいになることも

出来、地域のお祭りに参力日させていただいたり、最後までケガもなくたのしく参加できた

ことと、ご指導いただきました尾辻さんをはじめスタッフの方々に心から感謝いたします。

また来年も子供とともに参加したいと考えております。これからもよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。



「田んぼの学校」

太田祥子
田んぼの学校もついに卒業式になってしまいました。昨年調布に引つ越してきて野り|1沿い

を散歩中に三鷹のホタルの里を見つけ、そちらの田んぼに参力日願いをしたのが今年の早春、
そんな時、調布市の広報で「田んぼの学校」を知り、喜んでこちらに参力日変更をした次第
でした。申し込みをした時には、調布に田んばがあることさえ知りませんでした。

この活動を通じて、いちばんよかったことは調布が「わたしのまち」と思えるようにな
つたことです。昨年は駅の近くに住んでいたこともあり、季節の変化が感じられず、寂し

く思っていました。それが、「田んぼの学校」に入学し、佐須の田んば、かに山、神代農場
・   と、いろいろなところを知り、また、活動するうちに、調布もいいなと思うようになりま

した。自分の住んでいる所を好きになることは大切なことだと思います。

`   自給自足できたらいいなと、実体験もなくただ夢のようにあこがれていた私には、稲作
りを教わることができたのはいい経験でした。尾辻さん方に準備、片付け、平日のお世話
とすべておんぶされて、いいとこどりしていても、なかなか大変でした。それですから、

現実、農業をやつていくのはとても大変なことだと思います。いろいろ難しい状況ですが、

農家の方には、田畑を残して作物を作り続けていって欲しいと思います。
そうです。私にとつて「調布のいいところ」の一つは野菜スタンドがあることなのです。

我家は地場野菜で暮らしています。
この学校で、土や、農作業が好きな方々にお会いできたことは幸せでした。これを機会

にまたいろいろご一緒させていただきたいと思います。

尾辻様、皆様、どうもお世話になりました。ありがとうございました。

「田んぼの学校」

太田あい り

田んぼの学校に行つていちばん楽 しかったことは、どろあそびができたこと、

いろいろな生き物が取れたことです。

どろあそびでは、土をなげた りぶつけられた りしたので、家に帰る時はいつも ドロ ドロ

で した。でも学校ではそんなことができないので楽 しかったです。

もう一つの、生き物が取れたとい うのでは、ザ リガニやメダカをあみでつかまえて家に
・  持つて帰れて飼えたのが楽 しかつたです。ザ リガニは野川に、にが してしまったけれ どメ

ダカはまだ飼っています。
'   田んぼは夏休みにもよく見に行きました。いねのかんさつ記ろくをつ くりました。それ

を見たらいねの育ち方がよくわか ります。

ホタルを見に行つたときに、ホタルブクロに入れたホタルを見せてもらいました。きれ

いだなと思いました。

おもちつきのときはたきびがおもしろかつたです。たくさん、本を入れてあそびました。

来年 もや りたいと思います。

「田んぼの学校」

竹井摂津子、紫音

前半は、かなり参加できた田んぼの学校も、楽しみにしていた稲刈りには残念ながら参

加できませんでした、



農業は、本当に天候次第です よね。人間の都合などおかまいなし。 どんなにがんばって

も最後は自然にまかせるしかない、正直な反応の農作業 とその奥深 さにとても魅力を感 じ

ています。

深大寺に住み、まだまだ自然を身近に感 じる機会があると思っていたのですが、実際は

地域のことをほとんど知 りませんで した。農業高校での蛍の自生には感激。最低限の自然
の生態を壊 さぬ配慮 さえあれば、まだまだ取 り戻せるものもあるとわかつたと同時に、そ

の難 しさを、水路の掃除を通 して実感 しました。

最近は危ない!と 言つて子供たちだけで、自由、気ままに遊ぶ機会が少なく、世の中の情

報や、物に囲まれて、人間が本来持ち合わせている五感が鈍る一方です。 この田んばの学

校を通 して、娘が感 じとったことを一つあげるとすれば、自分が、栽培にかかわったお米

は、だれがなんと言お うと、なんだかおい しい! あまい! とい う実感だと思います。うれ

しそ うな笑顔をみて、いつしょに参力日できたことに感謝 しています、ありがとうございま

した。

「田んぼの学校に参加 して」

忍足由子

私が田んぼの学校に参加した動機は、実はあまり純粋なものではありませんでした。夫が

土日も不在がちなので、私と子供で自然にふれあえる場所を探していたのです。実際に始

まってみると子供よりも私が楽しく、子供は勝手にその辺で遊んでいることの方が多かっ

たと思います。また、夜型のお父さんが休みの日に朝 10時から田んばに出ることも多く、

我が家にとつては大変革でした。

くろつけの泥の感触、田んぼにおたまじゃくしやめだかだけでなくエビもみつけたこと、

炎天下で軍手を介してでも害虫を手で触つて取つたこと、ヒバカリという小さな蛇に触つ

たこと、刈つた稲をはざ掛けしたときの妙な満足感、脱穀機や唐箕などの音の道具との出

会い、初めてのことばかりでした。楽しかつたと同時にお米作りの大変さも実感しました。

普段、子供に知識や情報としてしか与えていないこと、例えば「川や道にごみを捨てて

はいけない」「お茶碗についたご飯つぶもきれいに食べなさい」などが、この活動を通して

体験として子供の中に残つてくれればいいなあと思います。この感想文を書く傍ら6歳の



息子には、「田んばの学校で一番楽 しかったことを絵に描いてみよう」と誘いました。彼は

いろいろ迷った末に、自分の肩まで伸びた稲穂の森にもぐつたところを選びました。私が

子供の頃には、原つぱのススキの繁みに分け入つて基地を作ることなどは 日常の遊びで し

たが、今の子供には特別な事だとい うことを改めて知 らされました。

夏にファイルの整理をしていたら、息子がまだ乳児の頃に掲載 された尾辻 さんや田んぼ

のことが出ていた新聞記事の切抜きをみつけました。その時は子供が歩けるようになった

ら、こんな活動に参力日してみたいと思い切 り抜いたもので したが、そのことはすっか り忘

れていました。偶然にこの活動に参加できたことを嬉 しく思 うと同時に、さまざまな段取

りをしてくださつた尾辻 さんをは じめとした皆 さんにお礼を申し上げます。

「田んぼの学校終校式によせて」

東狐貴一・美紀・佳穂・成穂・瑞穂

気がついたら、もう11月 末でした。田んぼはきれいに刈り取られ、夕募れの残照が物悲
しい気持ちにさせます。なんとなく、今年も終わつたなあ・・とか、あっという間だつた

なあ・・とかいろいろ感じながら、田んぼを見つめてしまいます。

今年は、めずらレく5月 からきちんと、ほぼ皆勤で参加しました。一家全員で参加する

数少ないイベントだつたので、近場ということもありせっせせっせと足を運びました。子

どもはともかく、親はいろいろ知り合いも増えて十分収穫ありだったかと思います。

特に子どもと共に楽しめたのは、田んぼの虫たちの観察でした。ちゃんとメモをとって

いなかったので、すでに名前や形はすつかり頭から抜け落ちていますが、専用のルーペを

購入して、虫を見つけてはいちいち覗き込んだり、その他にも花や葉っばなどを見ては、

小さな生き物達の息吹を感じたものでした。

自分達が植えて育ててきたお米を収穫して食べる…そんな体験から子供達が何かを身体

で感じてくれれば嬉しいなと思つています。来年もまた、よろしくお願いします。

夏、日んぼにて 鬱L

「一年間の感想 (田 んぼの学校 )」

山本 忠・恵美・紘生・眸未

母の感想 :

とても楽しい一年間でした。家族の誰かしらかが風邪などひいて、参加できないことも
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あ りま したが、来年はもつとがんばって参力日します。 自分たちで作つたお米は、とてもお
い しかったです。

子供の感想 :

幼稚園のお友達に、僕 ここで田んぼをやつているんだと言 うと、みんなに 「すごいな !

おれもや りてえよ !」 と言われて、とてもうれ しくな りま した。ぼくのお米は、おい しか

った。

父の感想 :

仕事などで参加が出来ないことが多々あ りま したが、子供 と共に汗をかいてお米作 りが

出来、大変感謝いた してお ります。最近の子供たちは、泥まみれになって遊ぶことも無 く

な り、大変良い経験が出来る機会だと感 じました。また、お米が出来るまでの大変 さを、

遊びながらも経験できたのではないかと思います。来年 もぜひ参加 させていただきたく、

よろしくお願いいたします。

「田んぼの学校 (二年 目)を終えて」

一條恵子
10年ほど前、"農事暦"と いうものをはじめてじっくり見る機会があった。小学生の頃、

野山を駆け回つて遊んでいた私は、大人になっても自然が大好きで、野原や林のそばを通

るだけでも心が和む人間なのだが、なぜかこの"農事暦"だけは、今ひとつピンと来なか
った。細かく記された仕事、同じパターンの永遠の繰り返し.… 。その時の私には、なんと

なくそれが息の詰まる退屈なものに思え、自分は自然に包まれて遊ぶのは好きでも、「農」

というものには馴染まない人間なのかもしれないと、少し残念に感じたのを覚えている。

その後、子どもが生まれ、いのちの成長に毎日、直接関わる日々が始まった。その中で、

(都市空間は確かに快適だけれども、子どもを育てるには不毛な場所だ〉と肌で感じる様

になつた。ずつと以前から、もつと自然が豊かに残る場所に移り住みたいと思い続けてき

た気持ちが爆発しそうになった。しかし人生はそれほど思い通りには進まない。結局、さ

まざまな理由から、東京での生活を続けることになった。でも、いつかは自然と共にある

暮らしに帰りたい、帰つていこう。せめてそのための準備として出来ることはしておこう
一そう思うようになった。私の子育ては、そんな思いを胸にたたんで今も続いている。

そんな中で、ふとしたことから出会つたのが、この「田んぼの学校」である。こんなグ

ループがあったのか。そして家の近くにこんなにすばらしい場所が残つていたのか一今更

ながらに驚き、力づけられた出会いだつた。崖線の雑木林と湧き水。その下に広がる畑や

田んぼ。そして野川。そこで働き、遊びながら、巡り来る季節の中で、実に多くのことを

学ぶことが出来た。今年は二年目であり、去年ははじめての体験であつたものも、もう一

度、繰り返しじつくりと体験することが出来た。実は二年目にしてはじめて実感できたこ

とがある。それは、こうした農作業が「繰り返し」でありながらも、決して「単調な」繰

り返しではないということ。毎年、それぞれの季節は、懐かしくも新しい気配とともにや

つてくる。それを迎え、身体と直感を働かせて自然に沿つて動いてゆくこと。それは「退

屈な繰り返し」などではあり得ない。どこかなつかしく、それでいて実に新鮮で創造的な

営みなのだ。同じことの繰り返しに見えて、本当は一回一回、すべてが違っている。そし

て、さまざまな違いを内包しつつも、ゆるやかな繰り返しの中で、季節は無数の生き物た

ちとともに息づいている。

10年前の私にはただの「予定表」のようにしか見えなかつた"農事暦"の本当の意味

とその深さが、今年はじめて私にもしみじみと理解されるものとなり始めた。毎年、ふぞ

ろいのらせんのように、リングを描きながら時は流れ、それぞれの季節は巡つてくる。自



然 と共に暮 らし、働 くことの味わいは、この永遠のようにも見える繰 り返 しの中で、一年
一年、深まってゆくものなのだ。今なら私にも、農事暦のむこうに、それぞれの季節の光

と風、鳥や昆虫、や さしい花々、水の温感など、自然のさまざまな息吹きを感 じ取ること

が出来る。"農"と い う営みが身近になってきた。これが、参加二年 目の 「田んぼの学校」

での、私にとつては一番大切な発見であり、収穫ではないかと思 う。

本当に深 く実感 したことは、人を変える大きな力 となる。少女の頃、私が駆け回つてい

た野や畑は、もうほとんどコンクリー トに覆われて しまい、どこに行つても故郷を失つて

しまったような淋 しさを感 じることが多いが、だからこそ、今後のことは何 よりも大切な

のだろ う。調布に来て四年。娘も九才になった。都会にいても、自然を身近に感 じて暮 ら

すには大きな意味がある。子 どもたちのためにも、積極的に行動 してゆきたい。

「田んぼの学校をふ りかえつて」

いちじょう さやか

この一年いろいろなことをしてと

ても楽しかった。たとえば、田んぼ

に水を入れるとき、たいへんだった

けど楽しかった。その日の楽しかっ

たことは、おけらがたくさんいたこ

と。その日につかまえたおけらの数
は二ひきぐらい。その日は家に帰っ

てもまだ足に土の感 しょくがのこっ

ていた。
ほかに楽しかったことは、田うえ。

とちゅうで足がかゆくなって列から

出て休けい。しばらくしてまた列に

入るというのをくり返してやった。
去年は動くのにしつぱいしてどろに

足をとられて、ころびそうになった

けど、今年は平気だった。田うえの

たのしいところは、うまく動いて、

たおれないようにすること。
ほかにももつと楽しかったことが

ある。こん虫さい集もそのひとつ。
いろいろな虫の動きがわかつてとて

も楽しかった。だっこくも楽しかっ

た。だっこくは、昔のきかいでやっ

たのが楽しかった。そしてさお後し

ゅうかく祭。その日はその日全部が

楽しかった。そしてこの一年全部と

ても楽しかつた。



「田んぼの学校」

森田玲子

今回、初めて「田んぼの学校」に参加させて頂きました。都会育ちで30年以上 (?)
過ごしてしまい、土に触れる機会も少なく、野菜の栽培も今までしたことがありませんで

した。 ですから「田んばの学校」での 1回、1回がとても新鮮で大きな驚きでした。 こ

んなにも変わり行く季節を自分の日ではつきりと実感したのも本当に久しぶりの事でした。

秋本番、稲の穂が美しい黄金色に豊かに実り、収穫となりました。でも、私にとつての

収穫は単にお米の事だけではありませんでした。ここまでの過程を目的、日標を持って長

期間農作業に触れることが出来ました。メンバーの皆様と温かい雰囲気の中、友好を深め

る事が出来ました。それが何より大きな収穫となりました。子供と一緒に参力日させて頂き

ましたが、同じ調布にこの様な「ふるさとの景色」がある事を共に味わう事が出来、よい

経験となりました。

子供にとつては親、親せき以外の同じ地域の大人の方々と触れ合えたことは貴重なこと

だつたと思います。尾辻様を中心としたメンバーの皆様のご好意により楽しく参加させて

頂きました。本当にありがとうございました。

「田んぼの学校」

森田利也

今の子供は、「地面はコンクリー ト」という環境で育っています。「土」に直接触れて楽

しめる機会、新鮮な体験でした。それに「虫」と言えば家の中にいて皆にきらわれる害虫

としか普段は見られなかったのですが、ここでは自然の中にいる地球上の生き物の一員と

して見られる様になりました。

田んぼの学校には四月の「苗床作り」から参加しました。裸足で土に入つて何かをする

なんて久し振りの事です。種まきの時には自分達が蒔いた種籾に「元気に大きくなれよ」

と心の中で声を出して蒔きました。用水路の清掃では子供と一緒に水に入リザリガニを採

りました。今でも一匹は元気で我が家にいます。レンゲの刈り取りの時には子供と一緒に

草笛を作り遊びました。最初は何も知らなかつたので、「この畑で本当にお米が作れるの」

等と変な疑間を持つていました。初夏の頃、「くろつけ」や「しろかき」ではぬかるみ (?)
の中で文字通り泥だらけになつて汗を流して活動しました。翌日、慣れていないので、腰

が痛かったなんて言うまでもありません。ホタルの鑑賞会では初めてあの輝きを見て感動

しました。台風で風が強く吹いた日には「穂が倒れていないか」心配しました。稲刈りで

は子供と夢中になつてカマをふるい刈り取りました。先日の収穫祭では、九ヶ月間一つの

生命を育て上げたという満足感を持つて「米」を見ました。力をこめてついた「もち」は

とてもおいしかつたです。

この「田んぼの学校」に参加して、自然に親しみ、物を作るという充実感を一杯持つて

すごす事が出来ました。又、来年参加できたらうれしいです。





「田んぼの学校」感想に代えて
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ところは国分寺崖線の谷戸に拡がる佐須4丁目の一角。一面に咲<■ ll it,

レングが畑が「田んぼの学校」の教室です。4月7日午後雨上がりの i:i二

のとかな日差しの中、今年で10年目を迎える田んぼの学校の開校式 量

が8家族の参加で行われました。さわやかな風に話われ、つい畑をか

けまわる子どもたちや犬:幼虫から羽化したばかりのテントウムシや

レンゲの花にはせつせと蜜を集めるミツパチ.まさに書真つ盛り。サ

クラの開花同様に、日んぼの春も2週間ほど早いと晨地を提供して<翼

ださる竹内さん.今年はエルニーニョの発生も予測され、長梅雨に

冷夏てお米の収穫が懸念されます。 (受講生兼通信員 中原)

_.ぢ事うふ DE■ん膠日記モ013「審― 庫停 納崚卜rJ

田んぼの学校もいよいよ本格的に始まりました。各反家で種籾

の準備をし、4月 28日に畦の草刈り、苗床作り、1～2mm芽 を

出した籾の種まきをしました。外敵を防いだり、乾燥を防ぐ寒冷

紗という網をかけ、苗床のまわりに水を張つて一段落。すかさす

カルガモのつがいが飛来し、餌をついばんていました。心配され

たカモによる被害も最小限におさまり、5月 12日のレングの刈

り取りのときには発芽した苗も無事5cm程に成長していました.

6月中旬の田植えまでには、堆肥を入れて荒起こし、畦からの水

漏れを防ぐための畦塗りの<ろつけ、底からの水漏れを防ぐため

のしろかきと作業が続きます。荒起こしの真似事ですでに音をあ

げている通信員は少尺及び腰です。  (受 講生兼通信員 中原)

中原  義 之
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苗床に種を蒔いている様子
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梅雨入りしたがまとまつた雨は降らず、佐須用水の水不足は深刻。

ドジョウの稚魚もどこへやら。しろかき (代掻き)と田植えは、前

日まで延期せざるをえない状況でした。ところが天変地異か、関係

者の願いかなつてか、深夜に突然の雷雨。天からの恵みの水を田ん

ぼにヨ|き入れ、6月 16日無事に田植えを終えることができました。

15日、泥と格闘すること日没まで約5時間のしろかきとは打つて

変わり、受講生全員が横―列に並んでの田植えは笑みや歓声に包ま

れた晴れやかな雰囲気。アッという間に整然と植えられてい<餅米

とうるち米の苗に、受講生もホッと一息。お百姓さんの苦労を思い

つつ、稲の成長を神に祈りたい気分でした。(受講生兼通信員 中原) 田植えの様子

開校式の様子

″ :ぢめ ふ DE■ん膠日配に015『■ね目臓聾響■の楽■に rJ

梅雨空の下、稲はす<す<と育つています。昔からお百姓さんは「稲を

つ<る、米をつ<る」とは言わず、「稲ができる、米がとれる」と表現、

稲を育てるのは人間だけでな<、 日の光や雨・水路の水や上の力だとわ

かっていたからです.田んぼの学校も田植えが終わつて一段落、革が生

えない水田は季節はずれの農閑期といつたところ。一方、水が張つた田

んぼは生き物たちにとっては格好のすみかです。7月 7日の生き物観察

の下見に行けば、浮き革やボウフラや豊年エビが異常発生。あわててボ

ウフラ退治にメダカやモツゴを放流するが、自然界の平衡作用でボウフ

ラは大量に死滅。観察日には、オタマジャクシ、ガムシやゲンゴロウの

幼虫、豊年エビ、ミジンコを観察することができました。ホウネンエビ

が、ガムシに食べられる様子に驚きを見せる受講生。いまだにハイイロ

ゲンゴロウの捕獲失敗が悔やまれてなりません.(受講素 信員 中原)

観察会の様子→
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.ちょうふDE田ん豚日記者の 17「脚 p季節がやってきたJJ

″ 天高<馬肥ゆる秋、いよいよみのりの季節です。稲のみのりを待

:二真:撃垣鼻看モ雲長貫2霧裏馨普::E4墨思曇璽種覆表署I舞
躍ていたスズメも、この時期だけはお百姓さんの敵。アイディア盛り

'だ<さんの案出子も道行<人の目を楽しませるばかりで、スズメは
こどこ吹<風とお構いなし。元来案由子は、日の神を迎えて豊穣を祈

:呈L言轟電:慮墨庭Z3零客警埴豪姦墨基忌:案今了ξ通低お定L
lに放流したメダカとモツゴの救出大作戦でてんやわんや。モツゴに

:混じつていたフすが何と2 5cmにまで成長していたのにはびっ<

:り。メダカは蒙に持ち帰って観察です。黄金色に輝<日んぼは10
1月上旬の稲刈りを待つばかり。     (受 講生兼通信員 中原)

山田の中の一本足の案山子

天気がよいのに簑傘つけて

朝から晩までただ立ちどおし

歩けないのか山田の案山子

))〕
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i節となりまし
‐
ごしやすい琴ようや<つ

史

ようや<すごしやすい季節となりました。

芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋…と人それぞれ。何か新しいことを始めるにもいい季節です。

今回は、今年初めて田んぼの学校てお米づ<りに挑戦したNさんにインタビューしてきました。
1子 1..'卜 :`|=|二 41 :暑 il :|二 邊::|:::111ド 1.liti=′ :::｀:::11:11  ::: |_11: 1を ,ォ ら

=

◆ 田んぼの学校に入学しようと思つたきつかけは?  けど、太陽と水と主が稲を育てて<れる。自然の恵み
・親の実家が震家で、かねがね農業を体験したいと思  をとても感じた。それと田んぼの生物の多様性にビッ

つていた。特に米作りに興味があった。        クリした。田んぼ日記にも書いたけど、日んぼの生き

◆ なぜ米作りなのですか?
・小学校の時 1度だけ田植えを手伝い

に行つたことがあった。だけどその時

は全<といっていいほど役に立てな

<、 それが<やし<て…。だって毎日
/~卜

ている米だしれ

物がめまぐるし<変わつてい<。 生まれて初めてミズ

カマキリと対面したし、テントウムシの幼虫も見た。

とにか<楽しかった。驚きの連続だった。今までの人

生の中で 1番楽しかったかも…。

◆ そのことがずつと頭にあったんですね。

・他にも、一昨年の環境モニターの調査の時、調布に

は意外に田んぼが多いなあ～と感じた。反面、日んぼ

だつた場所にどんどんマンションが建つていく様子

に「田んぼ存続の危機 !」 を感した。

と、おりこうさんの答えだけど、ほ

んとは「土に接していたい願望」か

らかな。

◆ 何ですか、それ?
・農耕民族のDNAとでも言うのかな。30代半ばご

ろから、それがうすき始めた。だから保全云々とか大

それた者えはないんだよね。

ぷ 理 翼 畠 霞 凛 lとこ ぉ百

姓さんの苦労がわかつた。活動しているのは主日だけ

だけど、それも天候に左右されて思うように行かない。

◆ 体験を通して、自分の中で何か

変化がありましたか?
・脱皮をして成長した感じ。自然の中で素直になれる

自分を発見できた。「日本人だな～」って感じた。子ど

もの頃から米を食べて育つた私たちの主食はやっぱ

り米。けどこれからはパンが主食となる時代が来るの

かな。このことをきっかけに、

もっと日本人を追究したい。

先人たちの考えを知りたい

と思っている。
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ちょうふ DE■たFE記者の冒8「さあ颯穫の季餞

関東直撃の台風の影響もな<無事うるち米の稲刈りを 10月
6日に行いました。前日に刈り取つた稲を乾燥させるはさ(稲架)

を準備し、当日は受講生総出の稲刈りです。

今年植えたもち米は品種が晩生で約 lヶ月の遅れがあるため、 1

うるち米のみの稲刈りは 1時間もしないうちに終了。大人が稲を

東ねてる間、子どもはアマガエルやイナゴやコオロギに夢中。何

と懐かしや、はざ掛けした稲から立ちこめるワラの乾燥する香り。

佐須用水の水不足に始まり、ポウフ

ラの大量発生、告知してないけど晩

生のもち米の異常成長と、予期でき

ない出来事に、だからやめられない

んだよと関係者の弁。

稲刈りが終わつた田んぼには、春

にすき込んだレングが既に芽を出し

ています。(受講生兼通信員 中原)

～田んぼの学校「収穫祭」のお知らせ～

田淘ぼで収穫しにお米を使つて もちつきをし

誡
=だ

麟Faのま資受ヲ壼震rttGみ言■払ノい?
日 時 :11月23日 001000～

場 所 :1捌護涸日ま

持引肛 お椀tお箸tコップ

参加貢:250円
間含せ:野 |に適]3はちづくりの会 Q

TE_042■87-4385

ぢ事うふ DE■たFE記その言9「颯覆饉0餞
稲刈りが終わリー患ついたらもう本格らしの季節の跳 短

い秋を偲びつつ 11月 4日に脱穀作業を行いました。ますは足

踏み式の脱穀機と唐箕 (と うみ)による言の作業の体験です。

稲穂を組と薬に分けるミノル式脱穀犠底 踏み方を違えると

逆回転する臥 稲を持つ力が弱いと機械の中に巻き込まれたり。

葉の混じつた組は唐箕で選別。ハントルを回し風を起こしての

仕分けは、風鮮を一定に保つのが難しく、作業は思うように捗

らない。改めて言のお百姓さんの苦労と大変さを実臨

このままでは日が暮れてしまうので、自走式脱穀機の登場で

す。稲藁の自煙飛び散る中、子どもたちが楽しそうに走り回る

脱穀作業は 1時間余りで終了。組の収穫はうるち米ともち米含せて約180キロ。次の玄米にする籾摺
りと五分揚き精米の過程を経て、何キロ穫れるか楽しみです。佐須の農家の脱穀もあと一軒を残すのみ。

稲の切り株がさびしそうな田んぼは,cに冬支度の気配。(受講生兼通信員 中原)

春ず勝鵬穀から rJ

稲刈ιlだ r」

足踏み式脱穀機 籾摺り機 手動籾摺り
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総括報告

「野り||で遊ぶまちづくりの会」

代表 尾辻 義和

昨年から当会の 9年間続けてきた当会の 「米つくり」をリニューアル して、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。今年は 2年 目となりました。参加者も昨年は 5組だつた親

子が 10組 (募集枠一杯)と なり、今年から本格的に 「米つくり」に取 り組みたいという

大人のために設けた部門にも一人参加者があり、大変盛況でした。昨年参加 された方もほ

とんどの方が継続する事になり、にぎやかな一年になりました。

田んぼの作業は毎年同じ作業の繰 り返 しですが、同じようにできる事は滅多になく、日

が離せません。田んぼの生き物では、田植え直後にボウフラが大発生 してあわてました。

オタマジャクシの死んでいるのも日立ちました。そのせいなのかわかりませんが、アマガ

エルは昨年ほどたくさん発生しませんでした。

昨年のもち米があまりおいしくないとの評判だつたので、新 しく種籾を購入 したところ

これが晩生種の 「コ トブキモチ」という種類でした。購入時には、それに気づかずに、い

つも通 リー緒に田植えをしたにもかかわらず、穂が出る頃になっても穂が出ずに背が伸び

る一方で、病気にでもなったかと心配 してしまいました。後で考えれば、種籾の事を調ベ

もせずに選んでしまつた事は実際に農業をやつている人からすればとんでもないことでし

た。これまで、たまたまうるち米 ともち米のできる時期が一緒だっただけで、種類が違え

ば、色々な事が違 うのが当たり前で、たいへん反省させられました。

今年も、参加 して頂いた方々には感想を書いて頂きましたが、「田んぼの学校」の開催趣

旨がきつちり伝わっている事にびつくりしています。ほとんどの皆さんが継続 して田んぼ

をや りたいと言つておられ、来年度の事が′い配になっています。来年度も基本的には 「田

んぼの学校」を継続する予定で、あらたに親子 10組を募集 しますと、とても今の約 10
0坪の田んぼではみんなに体験 していただくことが難 しくなります。田んぼの耕作面積を

増や したいとい うのは、当面の課題なのですが、会としても、近所の農家の方にご協力を

お願いするつもりですが、.行政のお力添えもお願いしたいと考えています。

さらに、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。皆様のご指導、ご協力をお願いして、総括 とさせて頂きます。
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