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1.企画書

「田んぼの学校」

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り||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)力 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

なつてしまいます。

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、野り||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:〃ww‐ asahi‐ netoo■jp/―kp5y‐ o可ノ)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ば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。野り||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「田んばの学校」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10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、一

昨年、昨年 と本件 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。



2.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」
「田んばの学校」2003年 日程表

作成日2004/3/131054

日付 開始時刻 了時刻 業・行 事 目的
4月 6日 (日 ) 9時 11時 月巴切り返し 堆肥発酵促進 参加
4月 6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
つ。

4月 21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 26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 27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 27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。

5月 11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。
5月 25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
なぜか鳥がやってくる?

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 1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
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

運動会のため繰り
上げ

6月 8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 14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。

6月 15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。

6月 22日 (日 ) 補植

7月 6日 (日 ) 10時 12時 ◎一番革 (車取り、根掻き)◎畦革刈
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つぱいになる田んぼでなに
が起こつているか考える。

8月 22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 23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。

9月 7日 (日 ) 10時 11時 田んぼ生き物観察 田んぼに何がいる?
9月 7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つて鳥が来る。人も鳥も生きていることを

考える。
9月 14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。
9月 15日 (月 ) 17時 親子炭焼きキヤンプ
10月 4日 (土 ) 10田 12時 ハザ掛け準備◎稲刈り
10月 5日 (日 ) 10熊 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 26日 (日 ) 10時 12時 脱穀

11月 9日 (日 ) 10時 16時 籾摺り
11月 16日 (日 ) 10時 14時 精 米 玄米、胚芽米、精米の違いは 一粒の米に託されたものを考える。
11月 23日 (日 ) 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 7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 7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 作成日2004/3/131054

「野川で遊ぶまちづ くりの会」
2003年 日程表

プログラム名称 日付

始

刻

開

時
了
刻

終

時 作業・行事 課 題 目的 内 容 要領 準備
1 田んぼの学校 1月 ‖ 日 (土 ) 9時 11時 堆肥切り返し 堆肥発酵促進 堆肥を移動することで、堆肥の切り返

しを行う。
●堆肥を堆肥置き場の空いているところへ移動する。そ
の際、積んであつた堆肥が天地が逆になるようにする。
●水分が足りないようであれば、バケツで水をかける。●
必要であれば 鶏ヽ董 来ヽ魅など弁補布する̂

田んぼの学校 1月 11日 (土 ) 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

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
から準備をしているn

田んぼの学校 2月 2日 (日 ) 10時 12時 堆肥切り返し 堆肥発酵促進 堆肥を移動することで、堆肥の切り返
しを行う。

●堆肥を堆肥置き場の空いているところへ移動する。そ
の際、積んであった堆肥が天地が逆になるようにする。
●水分が足りないようであれば、バケツで水をかける。●
必要であれば 鶏ヽ量 米ヽ織などを補充する̂

2月 14日 (金 ) 「田んぼの学校」募集原稿
締め切り

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
てやりだいと者テている^

環境保全課と連絡を取る。

田んぼの学校 3月 2日 (日 ) 10時 12時 堆肥切り返し 堆肥発酵促進 堆肥を移動することで、堆肥の切り返
しを行う。

●堆肥を堆肥置き場の空いているところへ移動する。そ
の際、積んであった堆肥が天地が逆になるようにする。
●水分が足りないようであれば、バケツで水をかける。●
必要であれば 鶏ヽ量 来ヽ触など弁補布する_

3月 20日 (木 ) 「田んぼの学校」募集市報
幅戯

田んぼの学校 4月 6日 (日 ) 9時 11時 堆肥切り返し 堆肥発酵促進 堆肥を移動することで、堆肥の切り返
しを行う。

●堆肥を堆肥置き場の空いているところへ移動する。そ
の際、積んであった堆肥が天地が逆になるようにする。
●水分が足りないようであれば、パケツで水をかける。●
必要であれば、鶏糞、来糠などを補充するA

田んぼの学校 4月 6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。花見は会着弁徴

●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

●今年は佐須児童館にて行う。●
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 )

田んぼの学校 4月 21日 (月 ) 種籾準備 (水に浸ける) 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)。 ●一度洗って、きれいな水に漫け
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。●租蒔の前
旦1二量差していない場合、風呂の残り湯 (30℃ 以下)に

●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 26日 (土 ) 10時 12時 ◎苗床作り◎堆肥切り返し
◎畦革刈り

●苗を育てるための苗床を作る。●
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5m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。

●農協で100mのネットを購入す
る。●湿つた土では上が固まりやす
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ハ(直

田んぼの学校 4月 27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、普から苗作りが
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。

●もち米と根米の種籾を半々の割合で、区別(もぢ栗正
根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)上をかける。
●かまばこ状にネットをかける。

田んぼの学校 4月 27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 ^ノk緯 動物存精維 l´で観察会を行

●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 児ヽ童館嘉に置かせて1,ら うハ

●クリーンセンター、佐須児童館に
連絡をする。

田んぼの学校 5月 11日 (日 ) 10時 12時 レンゲ刈り取り なぜ、日んぼにレンゲなの? 田んぼにレンゲが植えられる意味を考え
る。

尊刈り鎌でレンゲを刈り取る。 ●革刈り鎌でレンゲを根元から刈り取る。●渕|うだの 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、根粒薗を確盟する。

5月 20日 (日 )

田んぼの学校 5月 25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?

雑木林から落ち業を集め、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*1

との違いは何か存者える^

●堆肥を田んぼに均等に撤く●撒い
た堆肥を耕運機で漉き込む●畦の革
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ヽ 水を引

●水路に堰を作り、田んぼに水を引きいれる●畦σ際百
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 1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 8日 (日 ) 18群 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 14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
が粘土状になっている

^

●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、
難揮機で代幡青存する^● 秦面葬太

●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

●結東用のわら●籠を用意する



野川で遊ぶまちづくりの会 作成日2004/3/131054

「野川で遊ぶまちづ くりの会」
2003年日程表

プログラム名称 日付

始

刻

開

時
終 了
時刻 作 業・行 裏 課題 目的 内 容 要領 準 備

田んぼの学校 6月 15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。人力t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 22日 (日 ) 甫植

田んぼの学校 7月 6日 (日 ) 10時 12時 ◎一番革 (革取り、根掻き)

◎畦革刈り◎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つ
ぱいになる田んぼでなにが起こっているか
者える^

メダカの学校 7月 20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
機子などキ学ぶ ^

8月 21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。

●焼き鳥台 (60om)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)●プロバンコンロ大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 焼ヽき鳥用タレ)●俣濡用彙泡

田んぼの学校 8月 22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 |十付ける●

田んぼの学校 8月 23日 (土 ) 14時 15時 ◎畦革刈り◎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、
日んぼの牛能系存輝燿する^

田んぼの学校 8月 23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、開封してなべでポイルする。●
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 24日 (日 ) 9時 夏祭り片付け
田んぼの学校 9月 7日 (日 ) lo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 7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つて鳥が来る。人

11鳥 +,生 きていること存者える^

9月 13日 (土 ) 景子 炭 蜂 きキ ャンプ (塗

9月 14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 15日 (月 ) 7時 見子 炭 焼 きキ ャンブ

田んぼの学校 10月 4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 目は的り下げにする●梁の竹は細ければ2本
組にする

●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
幾●鯖費用稲わ島

田んぼの学校 0月 5日 (日 ) 10眸 ◎稲力|り ◎レンゲ種まき 刈った稲を干すのはなぜ? 干すのはなぜなのか考える。 ・の網を張る。
田んぼの学校 10月 26日 (日 ) 10時 12時 脱穀 ●稲穂から種籾を取る●来年の種籾

弁確保する^

佐須地区の共同脱穀機 (自 走式 )を

借り、日んぼへ絡動する^

田んぼの学校 11月 0日 (日 ) 10時 16時 籾摺り ●種籾から籾殻を取る ●籾摺り機●モーター●みの●米
磐 10枚

田んぼの学校 11月 16日 (日 ) 10時 14時 精 米 玄米、胚芽米、精米の違いは
何 ?

一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。●
梗米は7分くらいにする。

● ●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

田んばの学校 11月 23日 (日 ) 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。

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奮館で借り

田んぼの学校 12月 7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。 カニ山で落ち葉を集め、田んぼにベ
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。

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6袋
(15KgX 6)を 購入する。また、農
協 (神 代支店)で鶏糞6袋 (10KgX
6)存目蓋入する^

田んぼの学校 12月 7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。●● ●佐須児童館が使えないため、つ
つじヶ丘児童館分館を借りた。● 1

1時頃から一部の人で菫備する^



野川で遊ぶまちづくりの会 作成 日2004/3/131054

プログラム名称 日付

始

刻

開
時

了
刻

終

時 作 業・行 事 用 具 服装・装備 担 当者 備 考
田んぼの学校 1月 11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 11日 (土 ) 11時 13時 佐須地区どんど焼き

田んぼの学校 2月 2日 (日 ) 10時 12時 堆肥切り返し

2月 14日 (金 ) 「田んぼの学校」募集原稿
締め切り

市報原稿締め切り

田んぼの学校 3月 2日 (日 ) 10時 12時 堆肥切り返し

3月 20日 (本 ) 「田んぼの学校」募集市報
格戯

市報で参加者募集

田んぼの学校 4月 6日 (日 ) 9時 11時 堆肥切り返し 自由参加

田んぼの学校 4月 0日 (日 ) 14時 18時 ◎「田んぼの学校J開校式
◎第一部 脱明会◎第二部
懇親会 (花見 )

●花見 (バーベキューセットX2、 焼
鳥台、ブルーシート)

田んぼの学校 4月 21日 (月 ) 種籾準備 (水に浸ける)

田んぼの学校 4月 26日 (土 ) 10時 12時 ◎苗床作り◎堆肥切り返し
◎畦車刈り

自由参加

田んぼの学校 4月 27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 )、 ふる
い

田んぼの学校 4月 27日 (日 ) 13時 15時 ◎用水路清掃◎生き物観
察

●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-
3408、 03-3666-3327)

田んぼの学校 5月 11日 (日 ) 10時 12時 レンゲ刈り取り 車刈り鎌 10本。

5月 20日 (日 ) 10押

田んぼの学校 5月 25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、運
動会のため繰
り上げ

田んぼの学校 6月 1日 (日 ) 10時 12時 くろつけ 運動会のため
繰り上げ

田んばの学校 6月 8日 (日 ) 20時 ホタル鑑雪会
田んぼの学校 6月 14日 (土 ) 10時 15時 ◎苗取り◎しろかき



野川で遊ぶまちづくりの会 作成日2004/3/131054

プログラム名称 日付

開始
時刻

了
刻

終

時 作業・行事 用 具 服 算・勢 借 担当者 備 考
田んぼの学校 6月 15日 (日 ) 10時 13時 田植え

6月 22日 (日 )

田んぼの学校 7月 6日 (日 ) 10時 12時 ◎一番革 (草取り、根掻き)

◎畦革刈り◎田んぼの生
去物相奪

師

６８

講

３４
平井氏(042-383-
03-3666-3327)

メダカの学校 7月 20日 (日 ) 10時 12時 魚の生け捕り作戦

8月 21日 (木 ) 9時 12時 夏祭り準備 柏野夏祭り準備

田んぼの学校 8月 22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 23日 (土 ) 14時 15時 ◎畦革刈り◎田んぼの生
青物

“

奪

田んぼの学校 8月 23日 (土 ) 15時 21時 柏野夏祭り参加 (焼 き鳥 ) 自由参加

8月 24日 (日 ) 9時 夏祭り(片 づけ)

田んぼの学校 9月 7日 (日 ) 10時 んぼ生き物観察
田んぼの学校 9月 7日 (日 ) 11時 13時 カカシ作り

9月 13日 (土 ) 親 子 炭 焼 青キ ャンプ (

9月 14日 (日 ) 10時 親子炭焼きキヤンプ

9月 15日 (月 ) 7時 子 炭 焼 きキ ャンブ

田んぼの学校 10月 4日 (土 ) 10時 12時 ◎ハザ掛け準備◎稲刈り

田んぼの学校 0月 5日 (日 ) じJ◎レンゲ組まき
田んぼの学校 10月 26日 (日 ) 10時 12時 脱穀

田んぼの学校 ‖月9日 (日 ) 10時 16時 籾摺 り

田んぼの学校 11月 16日 (日 ) 10時 14時 精 米

田んぼの学校 11月 23日 (日 ) 10時 15時 収穣祭 (餅つき、豚汁 )

田んぼの学校 12月 7日 (日 ) 10時 12時 落ち葉拾い(堆肥作り)

田んぼの学校 12月 7日 (日 ) 12時 15時 「田んぼの学校」卒業式 (反

省会 )



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 1ユニ旦量立  1開始時刻 | ___重壁_  1終 了時刻 |  ~11時
実施 日 1月 12日   1開始時刻 |  _≦菫[   1終了時刻 1   而蒔
作業 : 堆肥切り返し

課題 :

目的 : 堆肥発酵促進

内容 : 堆肥を移動することで、堆肥の切り返しを行う。

要領 : ●堆肥を堆肥置き場の空いているところへ移動する。その際、積んであった堆肥が天
地が逆になるようにする。●水分が足りないようであれば、バケッで水をかける。●必
要であれば、鶏糞、米糠などを補充する。

準備 :

用具 : くい打ち用木製ハンマー、フォーク、バケツ

服装口装備 : 作業着、軍手、長靴

担当者 : 尾辻、近藤

実施記録 : 指導担当者名 :尾辻、近藤

参加者名 :

開始時刻 19Ю0 終了時刻 110■ 0

実施内容 :

場所の移動を行い、堆肥を天地返しして水分を補給した。

BH=FIE:

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 1月 11日 (土) 1開始時刻 1   11時 終了時刻 1   13時
実施日 1月 12日   1開始時刻 1    10時 終了時刻 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 : 佐須地区どんど焼きにて餅つきを手伝う

要領 :

準備 : 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時頃から準備をして
いる。

用具 :

服装・装備 :

担当者 : 尾 辻

実施記録 : 指導担当者名 :尾辻、近藤

参加者名 :

開始時刻 110ЮO           I終 了時刻 13:00

実施内容 :

餅つきの手伝いをする。

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 : 田んぼの学，ユ父

E予定 日 2月 2日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12時
実 二日 2月 2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 : 堆肥を移動することで、堆肥の切り返しを行う。

要領 : ●堆肥を堆肥置き場の空いているところへ移動する。その際、積んであった堆肥が天
地が逆になるようにする。●水分が足りないようであれば、バケツで水をかける。●必
要であれば、鶏糞、米糠などを補充する。

準備 :

用具 :

服装口装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :尾辻、近藤

参加者名 :

開始時刻 11000           1終 了時刻 11:00

実施内容 :

場所の移動を行い、堆肥を天地返しをした。

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
プログラム名称 : 田んぼの学

二
父

実施予定 日 3月 2日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12時
実施日 3月 2日   1開始時刻 1   9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 : 堆肥を移動することで、堆肥の切り返しを行う。

要領 : ●堆肥を堆肥置き場の空いているところへ移動する。その際、積んであった堆肥が天
地が逆になるようにする。●水分が足りないようであれば、バケツで水をかける。●必
要であれば、鶏糞、米糠などを補充する。

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :尾辻、近藤

参加者名 :

蘭殆時刻 19ЮO           I終 了時刻 11:00

実施内容 :

場所の移動を行い、堆肥を天地返しをした。

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
プログラム名称 : 田んぼの学 ユ

父

実施予定 日 4月 6日 (日 ) 1開始時刻 1   9時 終了時刻 1   11時
実施 日 4月 6日   1開始時刻 1   9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 : 堆肥を移動することで、堆肥の切り返しを行う。

要領 : ●堆肥を堆肥置き場の空いているところへ移動する。その際、積んであった堆肥が天
地が逆になるようにする。●水分が足りないようであれば、バケツで水をかける。●必
要であれば、鶏糞、米糠などを補充する。

準備 :

用具 :

服装・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :尾辻、近藤

参加者名 :

開始時刻 1990           1終 了時刻 11:00

実施内容 :

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
: 田んぼの学校

実施予定日 4月 6日 (日 ) 1開始時刻 1   14時 冬了時刻 1   18時
実施 日 4月 6日   1開始時刻 1  13時 30分 冬了時刻 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 : ●今年は佐須児童館にて行う。●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X2、 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 :

開始時亥111380          1終 了時刻 17:00

実施内容 :

調布市から小豆畑氏挨拶

今年度地域通貨の導入を検討したが、準備不足のため見送りとした。

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 : 田んばの学校

実施予定日 4月 21日 (月 ) 1開始時刻 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 : ●参加者に一握りづつ分けるも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 :

開始時刻 |             1終 了時刻

実施内容 :

各自自宅で行う。

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
プログラム名称 : 田んぼの学

上
父

実施予定日 4月 26日 (土) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12時
実施 日 4月 27日   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5m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のネットを購入する。●湿つた土では上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。天候によっ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 :尾辻

参加者名 :

開始時刻 110時           1終 了時刻 13時

実施内容 :

田んぼの南束のレンゲを刈り取り、苗床を作る。

堆肥の天地返しを行う。

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 : 田んばの学校

実施予定日 4月 27日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12時
実施日 4月 27日   l開 始時刻 1   10時 終了時刻 1   13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、音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半々の割合で、区別 (もち米に梗米が混ざるともちにならな
い)して蒔<。 ●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 :

開始時刻 110時           1終 了時刻 12時

実施内容 :

苗床をさらに手入れして、全員で種籾を蒔いた。

今年もカルガモがやつてきた。

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

∴
父

実施予定日 4月 27日 (日 ) l開始時刻 1   13時 終了時刻 1   15時
実施 日 4月 27日   1開 始時刻 1   13時 終了時刻 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・装備 :

担当者 : 言毒自雨:月ニチキFι (043-383-3468、 03-3666-3327)

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :

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。

ゴミの量は例年並み (リヤカー3台分)だつた。

15時から、採集した生き物を観察しだUT講師の平研著ん1百お話蘭Uヾ薦

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 11日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12時
実施 日 5月 11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、日んばにレンゲなの?

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。

服装口装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :尾辻、近藤

参加者名 :

開始時刻 110時           1終 了時刻 12時

実施内容 :

1.レンゲ刈り

2.畦の拡幅 畦の補修をかねて南側と西側の畦の拡幅をした。

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
プログラム名称 : 田んばの学

上
父

実施予定日 5月 25日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12時
実施日 5月 25日 (日 ) 1開始時刻 1    10時 終了時刻 1   13蒔
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立る。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、田んばに水を引きいれる●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 :

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。

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 6月 1日 (日 ) l開始時刻 1   10躍 終了時刻 1   12時
実施 日 6月 1日   1開始時刻 1   10解 終了時刻 1   14時
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●くろつけが終わったら畦際の水路に水を
引きいれ、<ろが乾かないようにする

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 :

開始時刻 110時           1終 了時刻 14時

実施内容 :

昨年よりきれいに仕上がった。

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 : 田んぼの学校

実施予定日 6月 8日 (日 ) 1開始時刻 1   18時 終了時刻 1   20時
実施 日 開始時刻 1    19時 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、近藤

参加者名 :

開始時刻 119時           1終 了時刻 21時

実施内容 :

昨年より少し時機が早かつたよ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
プログラム名称 : 田んぼの学校

実施予定日 6月 14日 (土) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   15時
実施 日 6月 14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。昔から田んば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・装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :尾辻、近藤

参加者名 :

開始時刻 110時           1終 了時刻 15時

実施内容 :

今年も水が豊富というわけではないが、タイミングが良く、順調にしろかきが行えた。

絵堂のしろかきと重なると水は厳しくなる。

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 : 田んぼの学 ユ

父

実施予定日 6月 15日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   13時
実施日 6月 15日 (日 )l開 始時刻 1   10時 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1ま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 :尾辻、四方日、近藤

参加者名 :

開始時刻 110時           1終 了時刻 13時

実施内容 :

人数が多かつたので、あつという間に田植えが終了した。

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 7月 6日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12時
実施 日 7月 6日   1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12蒔
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 : 田んぼに何がいる?

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 : 言毒自雨:1ニヂキFι (042-383-3468、 03-3666-3327)

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 :

晴天の中、大勢の参加者で観察会ができた。今年はゲンゴロウの幼虫が多かつた。

ホウネンエビも例年通り発生していた。

草取りは必要がないのでやらなかつた。

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
プログラム名称 : 田んぼの学校

実施予定日 8月 22日 (金) 1開始時刻 |  _三二壁 __ ⊥鍾 _時刻 1   21時
実施日 3月 22日 (金)1開始時刻 |   _量墨三_  1終了時刻 1  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 :

開始時亥11          1終 了時亥1

実施内容 :1師
裏   Iげ 薩 あlT末売繭て販議

=西
I石57=

留意事項 :

備考 : 自由参加



野川で遊ぶまちづ<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，一父

実施予定日 8月 23日 (土) 1開始時刻 1   14時 終了時刻 1   15時
実施 日 8月 23日   1開 始時刻 1   14隈 終了時刻 1   15時
作業 : ◎畦草刈り◎田んばの生き物観察

課題 : 田んばに何がいる?

目的 : 田んばの豊かな生物層を観察することで、日んぼの生態系

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 :

開藉時刻|             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
プログラム名称 : 田んぼの学

二
父

E予 定 日 8月 23日 (土) 1開始時刻 1   15時 終了時刻 1   21時
実施日 8月 23日   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 :

参加者名 :

開始時刻|             1終 了時刻

実施内容 :

あて商蔵蒟禾赫 画彊I

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 : 田んばの学 ユ

父

実施予定 日 9月 7日 (日 ) l開始時刻 1   10時 終了時刻 1   11時
実施 日 9月 7日   l開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12時
作業 : 田んぼ生き物観察

課題 : 田んぼに何がいる?

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 :

開始時刻|             1終 了時刻

実施内容 :

肇 物観葉会あ後丁   乃両シをつくり、水路沿いに展示した。

留意事項 :

備考 :



野川で遊ぶまちづ<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 14日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 終了時刻
実施 日 9月 14日 (日 )1開 始時刻 1   10時 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 :

開始時刻 |  ~         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
プログラム名称 :

実施予定日 9月 15日 (月 ) 1開始時刻 終了時刻 1   17時
実施 日 9月 15日 (月 )1開 始時刻 終了時刻 1   13時
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 :

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 : 田んばの学

ム
父

実施予定日 10月 4日 (土) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12時
実施 日 10月 4日 (土)1開 始時刻 1   10時 終了時刻 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)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 :

蘭殆時刻110時   ~       1終 了時刻 13時

実施内容 :

うるち米の刈り取りを終了した。

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 10月 5日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12醒
実施 日 10月 5日 (日 )1開 始時刻 1   10時 終了時刻 1   12躍
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 :

開発時刻110時          1終 了時刻 13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ル
プログラム名称 : 田んぼの学 ユ

父

実施予定日 10月 26日 (日 )1開 始時刻 1   10時 終了時刻 1   12時
実施日 10月 26日 (日 )1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   13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 :

服装口装備 :

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 13時

実施内容 :

繭 蒔蕉群 丁り下磁 てお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 : 田んぼの学校

実施予定 日 11月 9日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   16時
実施 日 11月 9日 (日 )l開 始時刻 1   10時 終了時刻 1   16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 :

開始時刻 110時           1終 了時刻 16時

実施内容 :

昨年修理したベルトが調子よくて、順調に籾摺りが完了した。

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 終了時刻 1   14時
実施 日 11月 16日 (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 : 一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 :

開始時刻110時           1終 了時刻 13時

実施内容 :

うるち米61。 7Kg、 もち米59.8Kg(昨年はうるち米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 ユ

父

実施予定日 11月 23日 (日 )1開 始時刻 1   10時 終了時刻 1   15時
実施日 11月 23日   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 :

服装口装備 :

担当者 :

実施記録 : 指導担当者名 :

参加者名 :

開始時亥1110時          1終 了時刻 15時

実施内容 :

昨年よりも多くの人が参加し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 7日 (日 ) 1開始時刻 1   10時 終了時刻 1   12時
実施 日 12月 7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、 他に山田屋お米館で有機栽培米糠6袋 (15KgX 6)を
購入する。また、農協 (神代支店)で鶏糞6袋 (10Kg× 6)を購入する。

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 110時           1終 了時刻 12時

実施内容 :

有機の米糠は6袋注文した。

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

二予定日 12月 7日 (日 ) 1開始時刻 1   12時 終了時刻 1   15時
二日 12月 7日 (日 )l開 始時刻 1   12時 終了時刻 1   16時

作業 : 「田んぼの学校」卒業式 (反省会)

課題 : 米つ<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 : ●佐須児童館が使えないため、つつじヶ丘児童館分館を借りた。●11時頃から一部
の人で準備する。

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 112時           1終 了時刻 16時

実施内容 :

一年を振り返つて、皆さんの感想を聞くのが一番の楽しみとなつた。

留意事項 :

備考 :



3.おたより



F田んぼの学校Jおたより
2003年 4月 21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」とみなさんとのお互いの架け橋として創 られます。内容は、「田んぼの学

校」からのお知らせや、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、お知らせください。私たち「田んぼの学校」のスタッフも3年 目になりまし

たが、まだまだ不慣れですので、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。わからないことも質問してください。

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。そ

の日にあつたこと、学んだことをお子さんと一緒に振 り返ることで、体験がより充実したものに

なります。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

4月 21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つていました。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。これを「塩水選」といいます。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、子供といつしょに考えましょう。

それでは、開校式でお渡しした (一部の方はおたよりに同封)種籾 (も ち米で銘柄はマンゲツ

モチ)で塩水選をやつてみましょう。

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)200ccに 塩 28g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。種籾全体をこの塩水につけ、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

に別々に水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。 20℃な

ら5曰 くらいになります。水の温度が高いと早く発芽 します。4月 27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。 くれぐれ

も芽や根を伸ばしすぎないようにしてください。

以上



「田んばの学校」おたより
2003年 4月 26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なので、葉っ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 「レング」はもつと背の低いものでした。

いよいよ、田んぼでのしごとがはじまります。今回は自由参加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 26日 (土 )

内容 :

場所 :

の学習 (自 由参加 )

持ち物その他 :

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、 6

m長の広さで苗床用の場所を東西方

向に 2本確保 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

苗床作 り、畦草刈 り、堆肥切 り返 し

田んぼ

作業着、軍手、タオル

´

ｆ
僣

】



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 して肥料になるからです。

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)置き場の堆肥を積み替えまづ。

2。 乾燥 しているようであれば、水をかけます。

3.積み替えが終わつたら、シー トをかけておきます。

のがねDEさんぼ
<野り||のおいたち>大昔、多摩り||は武蔵野段丘 (調布市内の深大寺地区)を流れていて、

その大地を削り取 りました。(浸食 という)その結果できたのが国分寺崖線 (崖が線状に連

なっている)で、立川段丘と呼ばれる大地 (現在、調布駅、甲州街道があるところ)がで

きました。その後、多摩り||は南に移動 して立川段丘を浸食 して府中崖線をつくりました。

調布は比較的多くの緑が残つているといわれますが、その理由の一つが、国分寺崖線 と府

中崖線の 2本の崖線にあります。崖線は他に比べて開発が困難なために残つているのです。

一度、多摩り||か ら深大寺地区にかけて散歩することをおすすめします。さて、野り||ですが、

武蔵野段丘に降った雨はその一部が地下にしみこみ (浸透 )、 国分寺崖線から湧き出てきた

ものが集まつてできた川です。現在、普段の野り||に流れている水は、その湧き水ですから、

大変にきれいな川 と言つていいでしよう。 (つづく)



「田んぼの学校」おたより
2003年 4月 27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つていつたと思われます。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づ。

4月 27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、6m長の広さで苗床用の場所を東西方向に2本確保し、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、用水の引き込み口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、ちょうど良く

蒔く (?)のがいちばん。昨年は写真のよう

な升目状のものを用意 して升目一つに 2, 3

個蒔くようにしようとやつてみましたが、時

間がかかりすぎるので、やめました。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 (南側 )、 うるち米用 (北側)にわけます。

2.用意 した種籾を厚すぎず、薄すぎず、ちょうど良く蒔きます。

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± 0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 27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 :       田んぼの用水路

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。

用水路の清掃範囲は、本流の佐

須街道から野り|1合流部までと、

分流です。

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。

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)

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。

1。

2。

3.

4.



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。

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。

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。

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。

1.

2.

3.

のがねDEさんぼ
<野川のおいたち>野川沿いを散歩していると、野川に面した部分にほとんど窓がない家

が多いことに気がつきませんか。最近の新しい家では、野り||に面したところにテラスを設

けている家もありますが、多くはありません。これには理由があります。窓がない家は野

川がどぶ川だつたときに建てられたのです。昭和 30年頃から調布市内にも都市化の影響

が現れ、住宅が増え始めました。急激な都市化により、下水道の整備が追いつかないまま、

住宅がどんどん増えたため、家庭雑排水はやむなく川に流されたのです。悪臭を放つ野り||

が見えるように設計される家があるはずがありません。逆に、野川に面した方を庭にして、

家から庭越しに野川が見えるようになつている家は最近造られた家といってもいいでしょ

う。野川のきれいなせせらぎを見ていると時間が経つのを忘れてしまいます。今、散歩に

いい季節です。ぜひ、野り||を散歩してみてください。 (つづく)

芦■

ゝ
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「田んぼの学校」おたより
2003年 5月 11日 第 4号

みなさん、お元気ですか。種まき、用水路の清掃、用水路の観察会も無事終わりました。あれ

から苗床は見に行きましたか。時間がありましたら、できるだけ田んばに足を運び、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 うことがあつ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。もち米の品種はマンゲツモチ。

さて、用水路の観察会では、今年もたくさん (詳細は以下)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。

今年の用水路で採集できた生き物は、シマイシビル、カワニナ、ヒメモノアラガイ(殻 )、 ミズム

シ、ミナミヌマエビ、アメリカザリガニ、コカゲロウ属(幼 虫)、 シオカラ トンボ(幼虫・成虫)、 オ

ニヤンマ(幼虫)、 フタツメカワゲラ属(幼虫)、 オナシカワゲラ科(幼虫)、 ヤマ トクロスジヘビトン

ボ(幼虫・成虫)、 ユスリカ科(透明・幼虫)、 シマアメンボ(成虫)、 ホ トケ ドジョウ(成魚)(平井先生

の報告より)で した。金魚もいたようですが、これは、飼つていたものを誰かが放流 したもので

しょう。多くの生き物が棲める環境は豊かであるとい うことがいえますが、本来そこにいなかつ

た生き物を人為で放すことは生態系のためにいいことではありません。

苗床最新情報

昨年、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 り方が悪かったせいでした。今年は大丈夫のようで

す。 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、日に日

にどんどん大きくなります。

レンゲは、次の世代の準備 (種作 り)を

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。田んぼに行つたら、種を採

集 して、自宅でレングを育ててみません

か ?

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 2日 撮影 カルガモのつがい

lι
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4月 27日 レンゲが満開の田んぼ

レンゲに囲まれて楽しいお昼

5月 11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グとも今 日でお別れとなります。 レングは昔から

田んばに栄養を与えるために植えられてきました。前回にも見ていただきましたが、レングを抜

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。

レングは種を作 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 ンゲの花を使つ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。

以上

,r.~
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「田んぼの学校」おたより
2003年 5月 25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、りつば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」かによつても違ってき

ます。「二毛作 (に もうさく)」 (二期作なんてのも習いましたね。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。

田んぼの野草

先日 (5月 10日 )、
「田んぼの学校」スタッフの中原さんが、私たちの田んぼの野草を調べて

くれました。最後のページの表にあるように32種 (ちなみに昨年の4月 22日 には24種)が
確認されました。

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。

種をつけた レンゲ

5月 25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 「田んぼ」

恥T

|      :



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肥を田んばに漉き込みます。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.堆肥をリヤカーで 2杯分田んぼに運んできます。

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。

今年も、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。

レンゲ刈 りの様子



「田んぼの学校 」春の野草 観 察 2003/4/XX (受 講 生 :中 原 )
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鬼 田平子

鬼野嬰 粟

阿 蘭陀 耳菜

傍食

烏の碗 豆

烏麦

川 百

関東嫁 菜

狐繭

狐 の牡 丹

羊蹄 (漢名 )

胡瓜草

毛狐 の牡 丹

透 し田牛芳

雀 の帷 子

雀の鉄砲
立犬の陰襄

父子 草

常磐櫨

齊
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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ってきます。

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

田んぼ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づ。

6月 1日 (日 )(10:00～ 15:00)の 学習

内容 「くろつけ」 場所 「田んぼ」

服装 どろんこになってもいい服装にしてください。子供は着替えを持つてきてください。

足で泥をこねたりしますので、長靴ではできません。基本的には裸足、地下足袋、

靴下でや ります。

持ち物 タオル、昼食

くろつ け

一「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」おた
号６第日１月６年３
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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。柏野小学校の裏の田んぼは、

機械植のため、この 2, 3日 中に田植えが行われるようです。あいかわらず、水の心配がなくな

りませんが、思いがけない、台風 4号のもたらした雨は恵みの雨といえるかもしれません。昨年

いちばん苦労したのが、代掻きの時期に水がなかつたことでした。柏野小学校裏の田んぼは水を

入れ続け、他の 2つの田んぼは、手植えのため、私たちの田んぼと時期が重なるためです。少な

い水での苦労は、おそらく、何百年とあつたのではないでしょうか。同じ水で米作 りをするみん

ながなかよくできることができないか、市民の力が問われているような気がしています。

昨年は、農業高校の池の水を放流 して頂いたおかげで何 とかできましたが、今年はそれが期待

できません。普段ならうつとうしい雨も、米作 りに必要だと思 うと雨が恋 しくなるものです。こ

の感覚は、田んぼをはじめてやる方ならよけい実感できるのではないでしょうか。田植えまで 2

週間あまり、たくさん雨が降ってくれるように、お祈 りをしましょう。

環境フェアのお知らせ

6月 は環境月間です。調布市でも、調布市主催による「環境フェア」が下記の通 り開催 されま

す。この機会に、調布市や、企業、市民の環境への取 り組みを見て頂きたいと思います。

同時

場所

6月 7日 (土)10:00か ら15:00(雨 天決行 )

調布駅南口駅前広場

2003年 16月 7日 13時 30分～ 16時
たづ くり10F 10o2学 習室

300円
40名 (会場の都合により申し込み順にて、定員で締め切 らせていただ
きます )

電話 0424-87-4385 尾 辻

尾辻  義和  TEL 0424-87-4385
携 帯  080-5012-5327
メール kp5y‐ o可@asahi‐ net。 0巧p

「田んばの学校」を支援 して頂いている「ちょうふ環境市民懇談会」や、私たちの 「野川で遊

ぶまちづくりの会」も参加 しています。皆さんのお越 しをお待ちしています。

地域通貨体験イベン トのお知らせ

近年、日本各地で地域通貨が話題になっていますが、いよいよ調布でも地域通貨が始まります。
この催 しは、その第一歩となるもので、今後、普及に向けてさらに活動を活発化させる予定です。

地域通貨体験イベン ト開催

テーマ 「未来を開く希望のお金 ―「地域通貨」って何 ?―」

時
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問い合わせ

「田んぼθ おたより
2003年 6月 8日 第 7号



主催

「田んぼの学校」

はあります。ぜひ、

みなさんのご意見、

大脇 正昭 メール m虚 。owakenttyCOm
調布地域通貨懇談会

でも地域通貨を取 り入れた実験を準備中です。 日からうろこの世界がそこに

ご参力日ください。

お便 りをお待ちしています。

6月 8日 (日 )(19:00～ 21:00)の 学習

内容 「ホタル鑑賞会」 場所 「調布市野草園」

持ち物 懐中電灯

今年のホタル鑑賞会は、農場での見学ができないため、調布市が飼育しているホタルの鑑賞

会に自主参加することとしました。 したがって、決まった時刻に集合 して頂く必要はありませ

ん。ただし、開催 同時は、まだ決定していませんので、上記の日時は変更される可能性があり

ます。決まり次第、連絡網にてご連絡いたしますのでご注意ください。

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」おたより
2003年 6月 14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。

子供も一緒にクロツケ 今年もたいへんよくできました

柏野小学校裏の田んぼは田植えが

終わりました。

子供 も大人もどろんこあそび ?

苗も順調に育っています。

“ 輛

1111111111iill・

|“
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6月 14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 「かなり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」 持ち物 子供の着替え、タオル、昼食、水筒

(注意 午前中に作業が終わる可能性があります)

苗取 り

苗代から苗をとります。

1.苗の結東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ばに水を入れ、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. 1次 に細かく1井す。

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 15日 (日 )(10:00～ 13:00)の 学習

内容 「田植え」 場所 「田んぼ」 服装 「かなり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」 持ち物 子供の着替え、タオル、昼食、水筒

(注意 午前と午後に分けて作業をします。)

田植 え

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

最初にもち米 (全体の約半分)、 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本くらいで、大きな苗を植えるようにします。

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、紐の手前側に、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。



「田んばの学校」おたより
2003年 7月 6日 第 9号

みなさん、お元気ですか。

今年も、しろかきに必要な水が確保できるか心配でしたが、絵堂 (佐須街道より北側の地域 )

の田植えと重なるようだつたので、しろかきを急遠 6月 12日 (本)に繰 り上げて行いました。

その甲斐あって、日曜 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。私たちの田んば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 19日 (本)朝、体長 lcm位のホウネンエビ

が昨年よりもたくさん観察されました。昨年のホ

ウネンエビが産んだJFが孵っ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(JF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)

モグラの穴 ?

た。モグラだとしてもおばれないのでしょうか ?

じていて、水も流れていましたが、もう一つは、

れていきます。 ???

田んぼの水が田んぼに空いた穴から大量に

漏れていました。とりあえず、 2カ所見つけ

て泥でふさぎましたが、翌日同じところから

やはり漏れていました。今日 (7/1)はた

くさんの泥を穴に入れてしつかりふさぎまし

また、 2カ所の穴の内、1カ所は隣の畑に通

出口が見あた らないのに水が どん どん吸い込ま

Ｈ
Ｈ
コ



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 6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 「田んば」

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

田植えが終わつて、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、けつこう草が生えてきました。毎朝の見回りで少しは

取つているせいか、昨年ほど草がありません。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)

今年もホウネンエビが大発生。



「田んぼの学校」おたより
2003年 8月 23日 第 10号

みなさん、お元気ですか。なかなか梅雨が明けず、つめたい雨が続いています。これだけ寒い

日が続くとさすがに生育に響いてくるような気がします。ただ、私たちの田んぼは水を深めに張

つていますので、保温効果があるように思つています。 8月 は天気が続くという予報ですから期

待 したいと思います。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、 2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

足が生えて大人のアマガエルになりました。

昨年と同様に今年も、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、やはリー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3cmほ どに成

長 しています。ヤゴの抜け殻も既にあります。

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。トンボの脱

皮を見ることができるかもしれません。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。

6日 )はまだオタマジャクシだったアマガエルは手

7月 6日 畦の草取 り

田んばの生き物観察会

柏野夏祭 り

「田んぼの学校」では、地域の方々

地域の夏祭り「柏野夏祭り」に模擬店

す。

との交流を積極的に行 うため、
「焼鳥屋」で参加 しています。

毎年柏野小学校で行われる

今年の日程は以下の通 りで



8月 21日 (本) 9:00か ら12:00  会場設営

8月 22日 (金)  17:00か ら21:00 夏祭 り

8月 23日 (土)  17:00か ら21:00 夏祭 り

8月 24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。夏祭 りの子 ども向け模擬店もゲーム、綿飴、かき氷、など盛 り

だくさんで、子ど1)に なかなかの評判です。参加の希望は、 8「115目 までに尾辻 (0424-
87-4385(留 守録も可)、 080-5012-5327)ま で参加枠記号をご連絡ください。

参加の時間帯も自由です。特に、 23日 の8:30か らは花火を見ながらささやかに打ち上げ

もします。また、両日とも、簡単な食事 (カ レー)を 用意する予定です。

参加枠記号 日付 時間帯 内容 備考

A 8月 21日 (本) 9:00～ 12:00 会場設営

B 8月 22日 (金) 14:00～ 17:00 仕込み(焼き鳥をボイル します)

C 8月 22日 (金) 17:00～ 19:00 焼き鳥販売彼:き と売り子)

D 8月 22日 (金) 19:00～ 21:00 焼き鳥販売傲:き と売り子)

E 8月 23日 (土) 14:00～ 17:00 仕込み彼:き 鳥をボイルします)

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

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

H 8月 24日 (日 ) 9:00～ 12:00 片づけ



「田んぼの学校」おたより
2003年 9月 7日 第 11号

みなさん、お元気ですか。柏野夏祭 りも終わつて 2学期も始まりました。今年はすでにご承知

の通 り、冷夏でした。出穂も少 し遅れ、全部枯れてしまう穂もあつたり、穂の中に黒ずんだ稲粒

が目につくなど影響は必至です。また、稲粒が十

分に大きくなるかどうかは稲の葉に十分な太陽

の光が当たるかにかかつています。雨が多くて日

照が不足 した場合、その分だけ粒が大きくなりま

せん。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。今年は、例年に比べて 10%以上の減収になるよ

うな気がします。

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。光ったり、音が出たりするものがある

といいかな ?

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

9月 7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」

持参するもの 虫眼鏡、虫捕 り網、虫かご、案山子の材料 (垂木以外のもの)、 大工道具

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つています。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。

例年に比べて 10%以上の減収になるよ



みなさん、お元気ですか。今回はカニ山でキャンプをします。カニ山は、田んぼの用水が湧き

出ている谷の雑木林で、昔、たくさんの湧き水があつて、沢ガニがたくさんいたのでこの名前が

付いたようです。コナラ、クヌギといつた武蔵野の雑木林を今も残 しているところです。雑木林

は、堆肥にする落ち葉や薪にするシバ、炭や薪にする材木を取るために、人が入つて管理 してい

た自然 (二次自然ともいう)の森です。そのため、切 り株からまた枝をのばして大きくなる (萌

芽更新 とい う)コナラやクヌギの仲間が残され、本の背丈も10m位 に維持されていました。ち

ょうど薪にしたり、炭焼きにするのにいい太さで切 られるためにいつもそのくらいになるわけで

す。現在、都会にある自然を残すために、雑木林が残されることがありますが、その多くは、人

間が手を入れないため、コナラ、クヌギなどが大きくなりすぎて、昔の 「武蔵野の雑木林」の面

影を残 してはいません。カニ山も残念ながら、本が大きくなり過ぎ、人もたくさんはいるので、

地面が固くなつています。本来の雑木林は、その地面にたくさんの水を含んで貯める保水機能も

持つていて、湧き水が枯れない要因にもなっています。

「野川の水生生物調査」お知らせ

秋の野川の水生生物調査を9月 28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。今年の夏は雨が多く、普段の夏には水が無くなる野川も今年

ばかりは水量に恵まれています。水生生物調査はきれいな水とはどうい うことを言 うのかを学ぶ

上でいい体験 になる と思います。ぜひ ご参加 くだ さい。 (申 し込みは調布市環境保全課

0424‐ 81‐ 7086)

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

9月 14日 (日 )10:00～ 15日 (月 )10:00)の 学習

内容 炭焼きキャンプ 場所 カニ山

持ち物 ロテン ト (家族が泊まれるもの)、 □寝具 (シュラフや毛布など)、 日懐中電灯 (夜

は全く電灯がありません)、 □食器 (は し、コップ)、 □調理器 (包丁、まな板 )、

□着替え、□おやつ (飲み物はこちらで用意 します )、 □空き缶 (鉄板でできた茶筒

やせんべいの箱などで、しつかりふたができるもの。炭焼きに使います )、 □炭材 (炭

にしたいもの。マツボックリ、 ドングリ、栗、割 り箸、花など)、 □弁当 (14日 の

昼食 )、 日段ボール (寝具の下に敷く)、 □差 し入れ (自 由です。おやつや酒の肴な

ど歓迎)、 □お米 (一人 1合 )

(□ はチェックのためにお使いください。)

参加費 大入 1000円 、小学生以上の子ども 300円 、幼児 (無料 )

お酒を飲む人 1000円
スケジュール

9月 14日 (日 )

10:00 集合

テン ト張り

昼食

火起こし

炭焼き

12

13

14

00
00
00

カニ山キャンプ場 (かまどがあるところ)

「田んぼの学校」おたより
2003年 9月 14日 第 12号



15:00
16:30
18:00
19:00
21:00

9月 15日 (月 )

8:00

9:00

10:00

夕食準備開始

炭焼き終了

夕食

雑木林懇談会

子 ども就寝

起床

朝食準備

朝食

後かたづけ

解散

(た き火を囲んで、語 り合いま しょう)



「田んぼの学校」おたより
2003年 10月 5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 27日 に種まきをしてから5ヶ月、 6月

15日 に田植えをしてから2ヶ 月半、冷夏に見舞われた割にはうるち米、もち米ともおおむね順

調に育ったのではないかと思いますが、予想では 1割減とみています。

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。もち米はマンゲツモチとい う

品種です。

刈 り取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本。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。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしてい

ます。

昨年の刈 り取 りの様子

10月 4日 (土)(10:00～ 12:00)の 学習

10月 5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.最初にはざの足場用の場所 (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。

4。 10m前後の竹竿を 3本くらい東ねて丈夫な 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。



稲メリリ

4日 はうるち米、 5日 はもち米の刈 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東を濡らした稲わら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。



「田んぼの学校」おたより
2003年 10月 26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。

一昨年、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)を知人の実家から手

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。

稲刈 りの様子

10月 26日 (日 )(10:00～ 12:00)の 学習

内容 「脱穀」、「藁杭き」 場所 「田んば」

服装 「作業着、ぼうし、マスク」

なお、当日が雨天の場合、翌週の土曜 日に延期 します。

11月 1日 (土)(10:00～ 12:00)

脱穀 (だつ 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。

ー

″
．



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。

藁杭 き (わ らす き )

農家では、昔から、稲藁 (いなわら)でわらじを作つたり、蓑 (みの)を作つたり、縄をなっ

たりしてきましたが、いまでは全くと言つていいほど行われていません。「田んぼの学校」では、

援農 として 「米作 り」のお手伝いをしていますが、稲藁を利用するための最初の作業である稲藁

を統 く作業も行います。

0    1。
稲藁の束の穂先部分を持つて、足踏み式脱穀機にかけます。

2.脱穀機にかけることで稲藁の外皮を一枚取 り除きます。

.    3.天 日Tしをします。



みなさん、お元気ですか。脱穀の当日は天気予報が見事にはずれて、暑い位の天気の中、やつ

と脱穀を終え、藁剥きも半分ほど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。

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 りによつて籾殻 (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 1

0分 として、ぬか部分の削 り具合によつて 3分・ 5分 07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・ 5分・ 7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。

「調布の新米を食べる会」お知らせ

谷戸と田んぼの会主催

第 7回 「調布の新米を食べる会」を開きます。カニ山の紅葉を見ながら調布のお米と、野菜や蕎

麦を使つた深大鍋などを味わつてみませんか ?お釜でお米を炊く体験もできます。おかわり自由

で、子どもはジュースやお茶、大人はお酒が一応のみ放題です。差 し入れは大歓迎です。

食事の合間には、農家の方や図書館の方など昔の農業を知っている人からお話を伺いたいと企画

しています。

● 日時 :11月 15日 (土)炊飯体験は9:00か らカニ山キャンプ場

●場所 :深大寺自然広場

●会費 :中学生以上一人 1000円 です。

●用意するもの :食器 とお箸 (お茶碗 と汁椀、その他おかず用のとり皿 )

● 参加申し込みと問い合わせ :

谷戸と田んぼの会

杉山 lh/fax0 4 2 4‐ 88‐ 4863
近藤:ЪL/faX0 4 2 4‐ 88‐ 0021

小雨決行 します。参加お待ちしています。

以上

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしています。

「田んばの学校」おたより
2003年 11月 9日 、 16日 合 併第 15号



脱穀の様子

11月 9日 (日 )(10:00～ 16:00)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。

答えは田んばで。

11月 16日 (日 )(10:00～ 15:00)の 学習

内容 「精米」 場所 「佐須共同精米小屋」

精米

籾摺りが終わつた状態のお米が玄米と呼ばれます。玄米から胚芽米や自米にすることを「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。精米所では、場所が狭いので見学だけの授業となります。時間内のどこかで見学するように

してください。

ち
ヽ .



「田んぼの学校」おたより
2003年 11月 23日 第 16号

みなさん、お元気ですか。私たちの作つ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時間浸けおきをやつてみてください。

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

謝の日に行つてきましたが、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。

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。

藁くずを燃や して藁灰を作ってみました

ついでにおいしい焼き芋も
識

11月 23日 (日 )(10:00～ 15:00)

籾摺 りの様子

ハウスでカッパを着て傘を差 しているのはなぜ ?

の学習



内容 「収穫祭」 場所 「田んば」 持ち物 お椀、はし、飲み物、お皿

会費 大人(中学生以上)300円、子供 C/Jヽ学生)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 (月 )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。二日日からはいろいろな具といつしょに皆さんで味わ

っていただきます。お餅の他には豚汁、やきいも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

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.掲 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

ぱくなるので、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

追伸

今年の取れ高は、うるち米 61.7 Kg、 もち米 59。 8 Kgで した。ご希望する方に 1家族 う

るち 2 Kg、 もち l Kgを lKg5 0 0円 で販売 します。

また包丁、まな板を持ってこられる方はお願いします。 (当 日調理用)



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、 10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、田んばに

堆肥を作る場所を確保 していましたが、昨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 していない堆月巴を田んば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

月はここで作つた完熟堆肥に切 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。

宿題

今回の学習には、宿題が 2つあります。忘れずに持つてきてください。

ひとつめは、この 9ヶ月間に田んぼで学んだことの感想文 (長 さは自由です。後日報告書とし

てまとめます。)です。おとうさんも、おかあさんも、こどもたちもみんな書いてください。 (書

けない子どもは、おとうさん、おかあさんが代筆してください。)卒業式に読み上げていただきま

す。

ふたつめは、調布 の 自然 を守 るために、 自分にできることを一つ書いてきてください。

難しいことよりも、簡単で、続けられることをお願いします。修了式欠席の場合も12月 7日 ま

でに宿題は提出してください。

出欠席の確認

修了式の出欠席を 12月 1日 までに尾辻までFAXし て下さい。

みなさんのご意見、お便 りをお待ちしていまづ。

12月 7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つていました。落ち葉も雑木林の恵みの一つです。

一んばの学校」 より
03年 12月 7日 第 1 7号

た

２。

お



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

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、堆肥置き場に運びます。

3. 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。

4. 積みあがつた堆肥にはシー トをかけておきます。

12月 7日 (日 )(12:00～ 16:00)の 学習

内容 「修了式」 場所 「つつ じヶ丘児童館上ノ原学童分室」 (上 ノ原小学校裏、柴崎公園隣)

持ち物 お昼のおかず (参加 される家族の人数分より少 し多めにお持ちください。)

飲み物 (御茶など)取 り皿 (一人 2枚 )、 はし、カップ

(分室には炊事場がありませんので基本的には洗い物ができません)

修 了式仮 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。田んばで取れたお米でお赤飯を炊き、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。乾杯用に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。

大根ピクルスのレシピ (中村さんより)

収穫祭で人気のメニューでした。ぜひお試 しください。

(1)大根 1本を3cmく らいの拍子切 りにする。 (2)昆布 10cm四 方一枚を水に浸して、

柔らかくなつたら細切 りにする。 (3)ユズの皮を細切 りにする。 (4)酢 160cc、 砂糖 24
0g、 塩 45gを あわせて漬け汁にする。 (5)好みで トウガラシを入れる。 (6)タ ッパやピク

ルス容器に大根、昆布、ユズをつける。大根から水分が出て十分につかります。

以下の用紙に記入 してFAX(0424-87-4385)し てください。12月 1日 まで必着。

切 り取 り線

2003年  月  日

「田んぼの学校」宛

12月 7日 修了式に出席・欠席 します。

出席者氏名記入欄



4.参加者名簿

参加家族申込者 参加人数 住所 備考

阿部 秀樹 4 調布市西つつ じヶ丘 今期生

池崎 卓次 3 調布市布田 今期生

一條 恵子 2 調布市深大寺東町 1期生

浦 美樹子 2 東京都三鷹市中原 今期生

太田 祥子 3 調布市調布ヶ丘 2期生

忍足 由子 3 調布市東つつじヶ丘 2期生

尾辻 義和 2 調布市富士見町 スタッフ

楓 千夜 3 調布市入間町 今期生

春 日原 智子 4 調布市染地 今期生

近藤 光広 3 調布市調布ヶ丘 スタッフ

今田 元 3 三鷹市中原 1期生

高橋 信一郎 4 調布市調布ヶ丘 1期生

多田 京子 4 調布市布田 2期生

田辺 洋子 3 調布市仙川町 今期生

張 一枝 2 調布市深大寺東町 1期生

東狐 貴一 5 調布市多摩川 2期生

中野 耕二 2 狛江市東野り|| スタッフ

中原 義之 調布市西つつ じヶ丘 スタッフ

中村 晶子 3 調布市染地 今期生

長谷川 美智子 2 調布市柴崎 今期生

林 保 調布市調布ヶ丘 スタッフ

比良田 素子 4 調布市西つつ じヶ丘 今期生

村田 真奈美 2 調布市深大寺元町 今期生

森田 玲子 3 調布市布田 2期生

四方田 清 1 小田原市栄町 スタッフ

渡井 利夫 3 調布市小島町 2期生

千葉 秀子 2 調布市柴崎 今期生

計 74



5.参加者感想文集



田んばの学校 に参力日して

阿部江里子

今年初めて田んばの学校に参加 しました。4月 当初長女裕里香は 2歳 4ヶ 月、次女遥菜は

新生児でした。幼児二人を連れて農作業なんてできるのかなと、心配もしましたが、自然

の中で子 どもたちを育てたいとい う私たち親の考えで、参加 させていただくことにしまし

た。

開校式に来てみると、小さい子 どもをつれての参加者も多く、うれ しかつたです。農作業

はあまり労働力としては役に立てなかつたのですが、米作 りや生きものについて勉強させ

ていただきました。一粒の米から芽が出て、稲になって、穂をつけて…と米の持つ生命力

に驚かされました。また、農作業もたくさんの段階を経てやっと米ができるのだとい うこ

とも良く分かりました。「一粒の米も無駄にしないように」と、昔、親から言われてきたこ

とがこの年になつて身をもつて理解できました。今では子どもが食べ残 した米を拾って食

べるほど0つです。

裕里香ははじめ泥で汚れることを嫌がり、田んばに入ろうとしなかったのですが、徐々

に田んぼに親 しめるようになり、お友達と一緒に遊べるようになったことが何よりの成長

で、親 としてとてもうれ しいです。新生児だつた遥菜も今ではつかまり立ちが出来るまで

に成長 し、来春の田んぼデビューを待つばかりです。

収穫祭で食べたお餅のおいしかつたこと。冷夏だったにもかかわらず、なかなかの収穫

だつたそ うで、指導して下さつたスタッフの皆さんのおかげだと思いま.す。ありがとうご

ざいました。来年もぜひ参加 したいと思います。

田んぼの学校 に参力日して

阿部秀樹

今年初めて田んばの学校に参加 してみて気付いたことがいくつかあります。第一に食ベ

物を作る大変さがあげられます。我々は日常生活では食べ物がどうやって作られるのか、

どこから来たのか意識することはほとんど有 りません。生産と消費が完全に切 り離されて

いるのが現代です。 しかし、今回苗代作 りから田植え、稲刈 りまで体験 して、様々な農家

の苦労があって初めて一粒の米ができることが身をもつて体験できました。今年は夏場の

天候が不順で、米の生育がとても気になりました。食べ物の有 りがたさを再認識するとと

もに、食べ物がどこから来たのか、またどうやつて作られたのか、一層関心を持つていき

たいと思いました。

第二に稲作 りの中のいろいろな工夫に感心しました。肥料 とするために.田 んばにレンゲ

を植えてそれをすきこんだり、くろつけや しろかきをしたり、かかしをつくつたり、足踏

み脱穀機を使つたり、刈 り取つた稲を干 したり、様々な知恵が使われていることに気がつ

きました。

第二に田んぼや用水路の生き物の豊かさです。東京にこんなにいろいろな魚や昆虫など



がいるとは思いませんでした。調布で暮 らしている多くの人は生き物の多様性に気付いて

いないでしょう。農薬を使つていない田んぼだとい うこともあるでしょうが、まだまだ、

東京の自然も捨てたものでないと思いました。

第四に長女の裕里香の変化です。最初は汚れること虫を見ることを怖がつていたり、他の

お子さんと遊ぶのをためらつていた面が有 りましたが、少 しずつ慣れてきたように感 じて

います。もし来年参加できるとしたら、きつともつと積極鮒に参加 して多くのことを感 じ

てくれると思います。

最後になりましたが、尾辻さんを初め、参加者の皆さんには大変お世話になり、ありが

とうございました。小さな子 ども連れであまり労働力 としては貢献できず、ご迷惑をおか

けしましたが、貴重な体験が出来ました。これからもよろしくお願いいたします。

「田んばの学校」 に参力日した感想

浦 美樹子

初めてお米を作ることを体験 させて頂いて楽 しかったです。今までの感覚としては、ご

飯は「米」を炊いたものと言 うだけでした。それ以上は何も考えたこともありませんでし

た。 しかし、今回の体験を通 して年間のたくさんの作業やその時の苦労、喜びを実感 とし

て持てた事は親子ともども感謝の気持ちで一杯です。

また、お米以外にも野菜を育てることに興味をもてましたし、お肉や魚が食卓に上がる

前は生きていたことも考えられるようになり、人も自然の循環の一部であり、調和を保つ

ことが大切なんだと実感としてもてました。ありがとうございました。

自然 を残す ために、 自分 にで きること

私たちの住む町を自然の残る住みよい環境にする為には、自分たちの町を好きになるこ

とだと思います。まず、自分の町の好きなところを考えて(出 してみる)、 次に昔はあつてよ

かつた風景や場所、雰囲気を考えてみる。 自分の町のことを考える時間を持つことは、自

然を守ることに繋がっていくと思います。そこから生まれるアイディアが実現できたら素

敵です。

普段は、ベランダや庭で土に触れる。来年も是非お願いします。

「田んぼの学校」に参力日した感想 (母代筆 )

浦 なおと

たくさんの虫などが川にいることを知りませんでした。林の中も楽しかつた。ホ トケ ドジ

ョウもつかまえて、その後にがしたのは、うれしかつた。田んぼのどろが気持ちよかった。

自然を残すために、 自分にできること

ツリーハウスを作って自然の中に住みたい。



田んばの学校 に参加 して

池崎卓次

元々は自らこの活動に参加 したのでは無く、妻 と子供が既に参加 してお り “チョット来

てみない"の一言で参加 しました。

幼少から31歳までを調布で過ごし、当時、人雲台小学校に通つていた事もあり “佐須の

田んぼ"や “かに山"(当 時、僕等は “はげ山"と 呼んでいた?)は とても懐かしい響きでし

た。特に “かに山"や “佐須の田んぼ付近の小川(用水)"はすつかり忘れていて、いまだ

に昔の面影があるのにびつくりしました。

当時は “かに山"でクワガタやカブ ト虫を捕まえたり、雪が降ればソリをしたり、佐須

の用水(当 時は柵などなかつたし、底もJで “えび"や “ドジョウ"も とりました。マムシ

も山かがしもいたけど。子供の遊び場でした。そんな思いから “田んぼの学校"に参加 し

てみて、現在の “佐須の田んぼ"や “かに山"が どんな変化を遂げ、どんな状況にあるの

か実感でき、出来る限 りこの自然を残さねばと思いました。また物を作る事は元々大好き

で物を作る喜びは知っていましたが、農作業は生まれて初めて体験 し作物(米)を作る事は自

然と共生し、その恵みを巧みに活用し育てて行く事なのだと少 し体験できました。

また特に男性は社会参加 といつても会社関係がほとんどであり、全く別の社会参加が山

来、色々な人のお話や体験が聞けた事も自分には良い経験でした。 とにかく東京にいてこ

んな貴重な体験を出来た事に感謝 します。

調布 の 自然 を守 るために 自分 で出来 る事

調布に限らず今までも実行 している事ですが、釣 りが大好きで色々な沼や湖、川に行つ

て、日の前に “ごみ"が落ちている事が多い事にビックリします。そんな時は拾って自分

のごみと一緒に持ち掃ったり、所定のごみ箱に捨てたりしています。

最近休 日は子供と遊ぶ事が多く遠出はできませんが多摩川などに子供と一緒に釣 りに行

くと直ぐ隣の釣 り人が “たばこの吸殻"を川へ捨てた り、自分の食べたパンやおにぎりの

ビニール袋を捨てたり、手が届くので私が拾っても知らん振 り。こんな大人の行為を “子

供"に如何説明すれば良いのか? いくら良くない事と言つても、たびたびこんな事をされ

ると !自 然の中で遊んでいるのに自然を守らない…自分勝手な人が多い事。

僕が拾い続ける事できつと理解 してくれると思 うので少なくても自分の子供や知つてい

る子供達には自らが汚さない、捨てない、ゴミは拾 う事を実践 して行こうと思います。

また自然の素晴らしさを子供達に体験させる事で、それを守る事が大切なんだと自ら理

解させていきたい。



「たんばの学校」平成 15年度 の終 わ りにあたって

中村晶子

今年の 3月 にあるはずのない転勤で兵庫県西宮市から調布市に越 してきた当初、正直言

ってかなり落ち込んでいました。知 り合いや友人もなく、途方にくれていた春休み前の市

報に「たんぼの学校」入学案内を見つけ、すぐに問い合わせ申し込みました。

最初の説明会に参加するまで小学生高学年から中学生あたりが中心かと思つていました

が、以外 と小さい子供の家族もおられてほつとしました。たんばやお米については、れん

げが咲き乱れたたんぼの後に稲が植えられていることや、おたまじゃくしを水田でおいま

した幼いころのぼんや りした思い出と、主婦になつて生協を利用するようになってから得

た知識がないまぜになつていました。それが全部きちんと理路整然 と順を追って体験する

ことでより確かなものになって行きました。柏野小学校での夏祭 り、キャンプあたりから

ようやくメンバーの名前や顔を覚え、積極的に参加 しました。顔なじみになったメンバー

と話が弾むにつれ、調布でも田畑が少なくなってきていることを知 り、佐須や野り||や力二

山の自然をできるだけ守っていきたいと思 うようになりました。

調布の自然を守るために、自分にできることは、親子で野り||・ 多摩川・カニ山など自然

が多く残つているところで休みの日をすごすことです。次の世代に自然の大切さを知識 と

して教えるのではなく、体感 してほしいと願 うからです。 自然の大切さがわかれば、それ

を守る方法もおのずから出てくると考えています。

「たんばの学校」で学んだこと

中村朱里

あんまりよくわからないことがたくさんあったけど、家でたんぼの学校のおたよりを見

て、少し思い出しました。貝やえびをとつたときは楽しかつたです。キャンプも楽しかつ

たです。

夏まつりのときもやきとりをはじめてたくさん食べれたからうれしかつたです。

ちょうふのしぜんをまもるに、自分にできることは、たんぼや山などのしぜんのなかでご

みをすてないことです。

「たんぼの学校」のこと

中村萌乃

たんぼやカニ山やお祭りやキャンプにつれてきてもらってたのしかったです。『たんぼに

行くよ』ときかされるとそれだけで『わ～い』とはしゃいでました。

ちょうふのしぜんをまもるために、じぶんにできることは、おねえちゃんとおなじで、

しぜんのなかにゴミをすてないことです。



「田んばの学校」感想文

田辺 和夫

「田んぼの学校の誘いを受けたときは、自宅近くの田んばで、「いね」を育てる事ができ

るのならば、それは良い事だと思い申し込みをしました。なぜなら、私が小学生の時の昭

和 40年頃は、中央高速の建設工事や土地買収の影響も有 り、耕作されていない田んばが、

各所に荒れた状態で放置されていました。特に、調布市深大寺の深大寺城趾の東側の底な

し田んぼと呼ばれた所では、ザ リガニは、当たり前のように獲れました。また、湧き水の

水路では、ハヤや くちばそを獲 り、珍しい物では、マス釣 り場から逃げてきたマスを獲つ

たりもしました。他では、三鷹市の中仙川田んぼで、ザ リガニや どじょうの数を競って獲

つたものでした。この時期においては、遊び場としての田んぼは知っていましたが、実際、

作付けし育てて収穫する本来の姿は、調布市北東部では、佐須街道に隣接する地域や野り||

沿いに見られただけでした。

この事を思い出し、私自身、艮い機会と思い、作付けに携わってみようと心動かされま

した。 しかし、妻は、東京下町の都会育ちで 「どろ」に対 して戸惑いを隠せませんでした

が、田んぼでの子 どもの笑顔や私の笑顔を見て、妻も、回を増すごとに楽しみにしている

のが感 じとれ、一緒に参加 したことは良かったなと思いました。

いねを育て始め、成長 と共に、私の仕事の他に、稲に対 して心配事が増えた様にも思え

ました。それは、今年の夏の天候があまりにも曇 りがちで高温にならなかった事であり、

水の温度の方が気温より上回つているようであれば「田」に水を入れなければと心配 して、

現地に見に行つた事も数回となくありました。

作業内容や天候に、一喜一憂 しながらも、収穫にこぎ着け、収穫祭も盛大に取 り行えた

事は、なにより携わった者の同士、苦労を癒 し合い、それぞれが、目的を達成感から心が

豊かになつた結果だと思います。

日ごろ、家族のみで行動 していた私たちにとつて、「収穫する」という目標に集まった家

族同士が、それぞれ協働 し一つ一つの過程を達成 していくたびに、家族 とい う枠にとらわ

れず、二つの大きな助け合いの人の輸になっていたことを感 じながら、「いね」を題材に一

年を通 して携さわれた事は、私たち家族にとつても良い経験であり、また良き財産になっ

たと思います。

最後に、私ごとではありますが、母が、本年 11月 9日 に急に他界しました。いつも生育

状況を聞いては、楽 しみにしていた孫の作る東京・調布産の米を、家族みんなで食べられ

なかつたのが、唯一、残念でなりません。存命であれば、きつと、「おいしいよ」と言いな

がら、笑みを浮かべながら「よくがんばったね」と褒めた表情が思い浮かびます。

調布 の 自然 を守 るために

本音から言えば、一人では無理であると思われます。やはり行政の協力や税制の優遇措

置及び農地所有者や農協の協力を取 り付けた上で、市民の意見も取 り入れた農業・ 自然保



全地域を策定し「農業・ 自然公園」の構想をしなければならないと思います、

市民と農業を結ぶ媒介 として、そして実習を提供する場を併設 し、ここに集まった人が

様々な体験を通じて、自然と触れ合 うことができるように出来ればと思います。

その点で、佐須地域は、山・ 田んぼ・畑・湧水があり景観も私の覚えてる限 り、むかし

に見たままであると思い、適切な地域ではないかと思つています。また、農家の事情から、

市街化が進む前に手を打たねばならないと思います。

まずは、集団での活動に参加 して、アピール し行政に訴えていくことが、今、私に出来

ることではないかと思つています。

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、今年ももう11月 末でした。田んぼはきれいに刈 り取られ、夕暮れの残

照が物悲 しい気持ちにさせます。なんとなく、今年も終わったなあ・ 0と か、あつという

間だつたなあ・ 0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、7月 あたりまでは、ほぼ皆勤で参加 しましたが、その後は全然参加できず、でも

きつちり収穫祭ではたらふく食べさせていただきました。数少ない参加のうち、特に子ど

もと共に楽 しめたのは、田んぼの虫たち観察でした。ちゃんとメモをとつていなかつたの

で、すでに名前や形はすつかり忘れてしまいましたが、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ぱなどを見ては、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。

◎調布の自然にむけて、できること

できることはあまり浮かばないのですが、自宅の近くが多摩り||な のでもつと自然を楽 しむ

生活を意識 してやつていきたいと考えています。

田んばの学校 :卒業作文

忍足 和彦

昨年に続き田んぼの学校に参加 して 2年目が終わります。

以前から、

・ 自分が食べている「米」はどのように育つのか? 何をしなければならないのか ?

・ 自分が一年間に食べる米を作るにはどれくらいの広さの土地が必要なのか ?

・田んばに棲んでいるさまざまな生き物たちの間にはどのような関係があるのか ?

など、米と田んばに対する興味があつたことと、それを単に情報として得るのではなく、

実際に一年を通して体験 したいとい う思いが「田んぼの学校」に参加 した動機でした。

何も知らずに始めた 1年 目。米作 りに必要な一つ一つの作業を知ることはもちろん、



・米作 りにはとても作業がたいへんな時期 と、比較的楽な時期があること。

・稲の生長を見ることが単純に楽しいこと。

・水の確保が必要なことから、天気に感謝することや近所の農家との関係の難 しさ

・生き物観察を通 して、生き物そのものの不思議と調布 という土地の豊かさ

などを知ることができました。

そして田んぼのことをもつと知 りたくなった二年目には、また別の発見がありました。

・天候による稲の生長の違い

・市内で米作 りをしている別のグループとの情報交換で新たな知識を得ると共に、「田んぼ

の学校」の特徴を再確認 したこと (例 えば、他では農薬を使っていること)

です。特に天候に関しては、全国的に冷害に悩まされた中で例年に近い収穫量を得たこと

は、水温管理などに尽力された尾辻さんのおかげと感謝 しています。 (本当は私たちもお手

伝いしなければならなかつたのですが000)

「田んぼの学校」ではほとんど害虫も問題になりませんでしたが、他の田んぼのことも

思えば農薬についてももつと考えなければならないでしょう。

一年を通 して米を育てる知識も技術もまだまだ不十分ですが、いつかは自分の力で自分

の田んぼを耕せるようになりたいと思います。

そのためには田んぼ (土地)が必要です。その環境を得るためには稲を育てる技術だけ

ではなく、行政のことにも関心を持つていきたいと思います。
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2003年度 「田んばの学校」で学んだ こと

楓.慎一・干夜・あかり・かほる

子ども達に自然の生き物(動植物双方)と 触れ合 う機会を作ろうと参加 したのですが、自分

としても米作 りについての苦労と喜びを体験できて大変有意義な 9ヶ 月間でした。

苗床作 りから、くろつけ、代掻き、田植え、稲刈 り、脱穀など、稲作に具体的にかかわ

る事により、農作業の大変さの一端 と収穫の喜びを親子ともども体験する事が出来たと思

います。

自分自身、環境に関する仕事を一部担当してお り、自然環境についてはある程度頭で考

える事は少なくないのですが、今年の活動を通 じて、自然の力の大きさと、米に限らず農

作物全般の大切さを体験を通じて深く再認識できました。

子ども達にとつても、米がどうして出来るのかを実感 したり、田んばでの生き物観察を

通 じて様々な生き物と触れ合 うことで、普段の生活では経験できない何かを感 じ取つてく

れたと思つています。

尾辻さんをはじめとする事務局の皆様、9ヶ 月間お世話になりました、どうもありがとう

ございます。

「田んばの学校」 に参加 して

長谷川 美智子

私は子供の頃、よく親に 「ごはん一粒だつて残さないようにしなさい。たつた一粒作る

のだつて、お百姓さんは大変な苦労をしているんだよ。」と言われて育ちました。 しばらく

そんな言葉は忘れていたのですが、子供を持つようになつて、やはり同じようにそ う言つ

て、子供をしかることになりました。

しかし、はたと農村出身の親たちはともかく、自分はその苦労を本当に知っているのだ

ろうかと思つたとき、お米は毎日食べているのに、実際稲が実る様子もよく見たこともな

いし、「苗代」とか 「田植え」など言葉の上では知っていても、本当のところはよくわかっ

ていないとい うことに気がつきました。そしていつか、そんな体験ができないだろうかと

考えていたとき、この 「田んぼの学校」を知ることができました。

「田んぼの学校」に参加 してからは、全てが新鮮な驚きでした。水はどこから来てどこ

へ流れていくのか、という基本的なことから始まり、どんなささいなことでも深く考えて

みると、その背後には大きく豊かな世界が広がっているのだということに気がつきました。

土のあたたかさ、草のにおい、生物の世界の面白さ、そして何よりも、子供たちがどろ

んこになつていきいきしている。子供はまだ深いところで、自然 0万物 とつながっている

のだということを実感 させ られました。

今まで見るのもイヤだつた、みみずもこんな小さな体でも土をたがや してくれているん

だと思 うと、かわいくさえ思えました。

風景を見る日も変わ りました。 さぎが舞い降 りるのも、へびがはい出てくるのにも全て



意味があるのだと思 うようになりました。

子どもは、昔話やわらべ唄が好きなのですが、その背景にはよく田んぼがでてくるので、

子供にとつて昔話の世界も、ぐつと身近になつたようです。わらべ唄にも、作物の収穫を

感謝する祭 りの唄などが残されていますが、それらも体験をともなってより楽 しむことが

できるようになりました。

こんなに豊かな世界が、すぐ身近にあることに感謝するとともに、そのことを知るまだ

ほんの入 り口にやつと立つことができたので、これからも、まだまだいろいろなことを学

んで生きたいと思いました。

最後になりましたが、私達がこんなに楽 しい体験ができるのも、農地を快 く貸 して下さ

った農家の方、そして尾辻さんをはじめ、スタッフの方たちのたいへんな時間と苦労があ

ってのことだと思います。本当に有 り難 うございました。

「調布 の 自然 を守 るために 自分 にできるこ と」

尾辻さんが収穫祭の時に「私達は種をまいて、田植えをしただけです。あとは自然の力

がやつてくれたことです」とおつしゃつていましたが、本当に改めて、自然の 「恵み」の

大切さを知 りました。

かと言つて生きているだけで自然を汚 していまい、かつ怠惰な私にできることがあるの

だろうがと思い悩みました。たいへん基本的なことで申しわけないのですが、「食べものに

感謝すること、感謝する気持ちを育てること」を忘れないようにしていきたいと思います。

「田んばで学 んだ こ と」

小西 聡

子どものころから「田んぼの隣の住宅地」で育ち、母の実家が農家だったこともあり、

田んぼには親 しんでいたつもりでしたが、実際に米作 りを体験 してみて、見ているのと実

際にやるのとは、まったく違 うと言 うことを体感 しました。すべてが新鮮で実 りの多い九

ヶ月でした。

四月にレングの咲いた田んばに飛び込んだときは、心が躍 りました。息子と同じかそれ

以上に喜んで走 り回つていたのをおぼえています。それからは毎回楽 しみで、今年の生活

の大事なリズムになりました。

独身のころは、会社 と寮を往復するだけの点と線のような生活でした。子 どもが生まれ

て、地域へも目を向けた面の生活になり、そして今回遠くは佐須用水の水源にまで意識は

つながり、田んぼの水が地下水となることで、面から立体的な方向へ広がりました。まさ

しく地域に根をおろすとい う感覚を養 うことができました。

私が子どものころ、蓮田に入つて遊び、貯水池でザ リガニ釣 りをしたのと同じ体験を、

二人の息子に体験させてやれたことは、何にもかえがたいことです。この活動を支えてく



ださった方々に深 く感謝申し上げます。

「調布 の環境 のためにや ること」

ゴミの減量 (資源ゴミの分別と、リデュース・ リユース)

「この九 ヵ月 をふ り返 って」

小西 葉子

夫と同様、私も幼い頃から、里山とその谷間を利用 した 「谷津田」が遊び場でした。

「田んぼの学校」に入学 したのも、同じ楽 しさを子 どもたちに体験させてや りたい、と

言 う軽い気持ちからでした。毎回届く「おたより」を拝見するうち「援農」を通 じて、地

域の環境問題、生活者 としてのあり方を考える、とい う会の主旨が徐々にわかってまいり

ましたが、「このような高邁な理念についていけるだろうか。」と、少々とまどいを感 じた

のも事実です。

しかしながら、この九ヵ月間で経験 した作業、行事などは本当に楽 しく、地域で生活す

る充実感 といつたものを感 じられました。また、代表の尾辻さんをはじめ、どのご家庭で

も「お父様方」がたいへん熱心に取 り組んでいらつしゃるのが、印象に残 りました。地域

社会、家庭での男性、父親の不在がいわれて久 しくなりますが、地域に根をおろし、そし

て家族と真貪1に 関わろうとする男性が、こんなにたくさんいらっしゃるとい うことにたい

へん感動いたしました。

これから、この調布で育っていく我家の男の子二人に、このような父親たちの姿を見せ

られたこともすばらしい収穫だったと思います。

「調布の 自然 を守 るために」

ゴミの減量 (資源ゴミなどをきちんとする。生ゴミの水きりをし、日干しで少し乾燥させ

てから出す)

「たの しかった田んばの学校」

こにし みのる

いままで田うえやいねかりや、せいまいやおもちつきとかいろんなことがあって、たの

しかつたです。おもちつきのおもちがおいしかったです。こんどうさんからもらったメダ

カもいきていますが、えさが水そうにのこっています。そのりゆうはふゆがきたからでは

ないかとおもいます。

いままでたのしかったです。



「田んぼの学校」

こにし とおる

おもちつきがたのしかったです。きなこもちがおいしかったです。ざりがにをいつぱい

とりました。

「田んぼの学校 」 に参力日して

森田 利也

今回は 2回 目の参加 と言 うことで、去年より少 し余裕を持つて農作業に臨みました。 (と

言 うと主催者の尾辻さん、近藤さん、四方田さんに笑われてしまいそ うですが)

入学して、年間の日程表を最初に見た時、活動 日が土曜 日、日曜 日の十数 日だけなので、

「米づくり」は一時期は重労働ではあるが、反面楽な仕事ではないのかと錯覚に陥 りまし

た。

しかし気難 しい自然を相手にして 「米」とい う生き物を育て上げるという作業は、大げ

さに言えば「子育て」と同じで少 しでも親が気を抜けばその生物をダメにしてしまう、気

を使 う作業だと思いました。 (今年は活動の無い日に何度か 「稲」の育ち具合を見ました)

今まで調布に住んでいても、余 り自然に触れる・土に触れる・水に触れる・生き物に触

れる機会が無かつたものなので、この九ヶ月は貴重な体験 となりました。スタッフの方々

に感謝致 します。有難 うございました。

調布の自然を守る為に出来る事は、やはリゴミを出来るだけ出さなくする事。又、手間

をかけてもキチンと分別する事だと思います。

それと用水路の清掃の時に感 じましたが、人はきれいな場所にはゴミを捨て難く、きた

ない場所にはゴミを捨てがちになりますので、やはり自然の中にゴミを捨て難い環境を作

る事が大切だと思いました。

来春、又成長 した皆様のお子様達と娘が一緒に過ごせたら良いなと感 じます。

「田んぼの学校 に参加 して」

森田 玲子

今年度は二回目の体験 となりました。参加 される方々との楽 しいふれ合い、佐須のゆっ

たりとした自然残る風景が大好きで「二年 目の農業体験」にチャレンジさせて頂きました。

今年度は炭焼きキャンプにも参加 しました。調布市内において、この様な環境があるこ

とを有 り難 く思います。テン トで寝泊 り、夕食の後、少ないあか りの中、たき火を囲んで

の会話も弾みました。心残る貴重な 「一泊」となり、家族にとつても良い思い出となりま

した。

小学生の子供も地域・学校行事があり参加回数が少なく申し訳ありませんが、スタッフ

の方々に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。

調布の自然の為に出来ることとしましては、母親 としては、子供に自然とのふれ合いの



素晴らしさを伝え、自然の大切さ、自然を守ることを教える。主婦としては、ゴミの原料

を心掛ける。ゴミ分別をきちんとする。環境にやさしい石けん等を使用する。

私に出来ることは、小さな事ですが、この会を通 して学んだことが多い分、この学びを

生活に生かし、少 しずつでも「お返 し」をして行けたら・・・ と思つています。

又、皆様の素敵な笑顔にお会い出来ることを願い、春の再会を楽 しみにしております。

「田んぼの学校のかんそ う」

森田 未央

今年も生きものかんさつが楽しかったです。いねかりは、二回目だつたから、上手にで

きました。

キャンプはテントでねた子と、いつしょにあそべて楽しかったです。またやりたいです。

ありがとうございました。

「田んぼの学校」

親子コース 2003年度第 3期生 村田 真奈美

1、 感想

はじめは、“田んぼ"について、ほとんど無知識だつた為、春～夏の期間、あれ程Jltし く

なるとは、思つてもみませんでした。

又、“田んば"と は、常に水がある所 (田植え～のイメージのみでした !)だ と思つてい

た為、いきなり “レンゲ畑"であつたり、靴をはいて土を踏みしめられる所だつた事に最

初は驚きました。

作業的にも “田植え"と “稲刈 り"以外は、全くわからず、言葉の意味を調べることか

らはじまり、日程表を見て、唯驚くばかりでした。

そして、体力的にもかなリキツくて、春～夏は、平 日も大変忙 しい日々でしたので、土・

日も “田んぼ"に来ると、帰宅後はグッたりして、非常に機嫌が悪くなりました。 (時に、

田んばに全く理解を示さない夫に対 して、相当腹が立ち、当り散らしていた様に思います。

そうして、夏のお祭 りに参加するまでは、「来年はやめよう !」 と考える程でした。)

しかし、“夏祭 り"で皆さんと打ちとけてお話 しするうち、再び “やる気"が出てきまし

た。 (“ 田んぼの学校"と 言えどもそんな田んぼ以外の"夏祭 り “や"炭焼きキャンプ “等

が子供達には一番楽しかつた様子です。)

その後、稲刈 り前の稲の美 しさには、本当に感動 しました。刈 り取る際には、“美人に育

つた娘を嫁に出す時の気持ち"つてこんなかしら?!と思 う程でした。

そのかわいいかわいい稲ちゃんがお米になり、家で"ご飯 “になった時、しばし"感動

“で胸が一杯になりました。 (で も、しつかり食べました !やはり、親バカでと―ってもお



いしく頂きました。「これが、あのお椀で発芽させた稲ちゃん ?」 なんて 。・・米を研ぐ間

にも時々混ざつていた稲わらのクズ等も「かわいい～ !」 と思えました。)

最後になりましたが、この様に素直に感動できる場所と気持ちを提供 して下さつたスタ

ッフの皆様、本当にどうもありがとうございました。

特に尾辻様から頂戴致 しましたラブレター (田 んぼへの愛がとてもよく伝わってきまし

た !)が とてもうれ しかつたです。メールや FAXではなく、素敵な切手を貼って下さり、

ご送付頂いた事がまたして感動でした !(ちなみにどちらも我が家にはなくて、ご迷惑を

お掛けしているかも知れませんが、まだ々我が家は、アナログ生活に甘んじるつもりです。

申し訳ありませんが、どうぞ今後供、おつき合いの程よろしくお願い致 します。)では、ま

た来年もよろしくお願いします。

2、 調布の “自然"を守るために、自分にできること

現行 :子供と共に自然を楽しむ→次世代につないでいく事。

(実際には、昨日も野り||ク リーン作戦に参加 したり、地球環境を考えた、洗剤の使い方、

ゴミの出し方、生活スタイルを続けていこうと思つております。)

今後も、子供と楽 しみながら自然を通 して、遊び、学んでその “大切さ"を心に留められ

る様になれたら。・ 0と 思います。

「田んぼの学校」

村田 智洋 (小 2 8才 )

1、 田んぼでまなんだことのかんそう。

田んばでオケラとゆう虫がいたとゆうことがわかつたし、さいしょのお花見で食べたさ

んまがおいしかった。イネかりが思つたより、楽 しかつたです。楽しかったです。

2、 ちょうふのしぜんをまもるために、自分にできること。

ゴミをポイすてしない。

水 (り ||)を よごさない。

虫をたくさんつかまえない。

「この 9ヶ 月 を振 り返 って」

渡井 明子

昨年にひき続き親子で楽しませて頂きました。以前に比べお天気や季節、生き物等に敏

感になってきたように思います。

昨年泥を嫌がって田んぼに入れなかった息子が、今年は少 しですが田植えをすることが

出来る等、子供の成長も感 じることが出来ました。

田んぼを始めてから、調布のことがよりいつそ う好きになったように思います。



田んぼの感想

全部楽 しかつたです。

渡井 康太

「調布 の 自然 を守 る為 に 自分 にで きるこ と」

自分の身近な人達に、自分が田んぼの活動等で得た色々な事を、少 しずつでも伝えてゆ

けるようにす
｀
ること。

川にゴミを捨てない

「一年 をふ りかえつて」

比良田 祐都

一年をふりかえつてみるとたのしかつたものは、くろつけ、おやこ炭やきキャンプ、や

きとり、しゅうかくさいがたのしかつた。くろつけは田に水を引く時、あちこちにふかく

ほった、おとし穴のような物をつくつたり、めいろのようにほりすすんだり、水をとめて

ダムのようにして水をせきとめたりした。おやこ炭やきキャンプは、まずてんとをはつた。

それからすみをつくつたそのあいだに、ばんごはんをつくつてたべた。やきとりのときは、

やきとりをやいた。たまにおちたやきとりをあらってほしいとき「あらってきて」と言わ

れたから、あらつているとやくばしょがとられていたりした。すこしやいたやつをたべた。

おいしかつた。しゅうかくさいはおもちをついた。まんなかにあたると、ぺつたんという

おとがなつた。とてもおもしろかった。

さいごのときにおつじさんが

「たいようのめぐみで、おこめができたんだよ」

と言つた。ぼくは、たいようの日の光がないとおこめがそだたないとしった。ぼくはこな

いだのべんきょう、おこめは中国のほうからきたと知った。さいしょは九州のほうからつ

たわったらしいけど、東京、ほつかいどうのほうにつたわるまでなん年もかかつただろう

けれど、いまは日本のどこでもでなくぜん国で、おこめづくりがおこなわれている。日本

人のしゅしょくはおこめだ。いまはのうかの人がへつているというけれど、のうかの人が

いなくなつたらたいへんだなと思つた。

またらいねんもして、もつとおこめのことはしりたいなと思つた。

あのねたんぼのがっこうはぜんぶたのしかったけど、くろつけとしゅうかくさいがとく

におもしろかつた。くろつけはどろどろのところでいろんなことをしたのがたのしかった。

しゅうかくさいは、おもちをつくのと、ひのぼうがたのしかった。



「
=ん

ぼ●学校J● 1年を振り返つて
2003. 12.7. 比良田 啓介

・沢山の気づき
私どもは、今年初めて「田んぼの学校」こ参加させていただきました。妻が「申し込んだか

らJと言つてきたときには正直なところ目惑しました。“昨年サ

イクリングで通りがかつたときに見かけたあの集団か。まさか、

新興宗教じゃあるまいな。"などという不安がよぎったからで

す。もちろん、参加してみるとそんな不安は一掃されましたが、

ある意味私どもののめり込み具合は、遠からず宗教がかつ

ていたやも知れません。

私がのめり込んだ原因は、沢山の気づきがあつたから

だと考えています。それは、かかわりの場が沢山あったか

らに違いありません。土とのかかわり、水とのかかわり、

様々な生き物とのかかわり、作物とのかかわり、家族との

かかわり、そして、今回ご一緒させていただいた皆さんと

のかかわり。沢山の場面で沢山の気づきがありました。土

の温かさや柔らかさ、水の生き物を育む力やありがたさ、

懸命に命をつなぐ生き物たち、力を尽くして作る作物の愛

おしさとありがたさ。身近な場所で自然に触れたと一言で語れない得るものが多かつた「田

んぼの学校Jでした。

・育ててくれました
しろかき、くろつけ。_初 めて聞く言葉ばかりでした。脱穀機。_も

ちろん教科書では見ました.あたらしい、知識、体験が新たなコミュニ

ケーションを結びました。会社の関係都署の者が半農で田んぼを持つ

ていたのです。なにげなく話すと、話にのってきて彼はとうとう数による

くろつけの講習まで始めてしまいました。仕事に役に立てば良いのだ

けれど。もちろん「日んぼの学校」の`皆さんと、沢山の作業やキャンプ

そして祭など様々な場面で力を合わせたり、飲んだり、飲んだり._田んぼはコミュ尋ケー

ションを育ててくれました。

収穫の喜びは、ひとしおでした.ほぼ毎週、子供と田んぼの見壼りを

して日々の成長や自然の移り変わりを見てきたのです.しかし、横を

見ると子供も成長していました。作物も、子供もすくすく育ててくれた田

んぼが、そこにありました。

・ありがとうございました
最後になりましたが、尾辻さん、近藤さん他の中心になつて会を支え

てこられた方にお礼を申し上げます。大変お世話になり、ありがとうご

ざいました。

l           ~下 i

―
■



「田んばの学校 に入校 して」

初めて田んばに訪れた時、調布にこんなのどかな風景があるのかと、どこか別の場所に

来てしまつたような驚きを感 じました。 うまれて初めて田んばに入 り、 うまれて初めて土

をさわり、みみずをさわりました。田んぼの中で虫や風景を見ていると、自然は全てつな

がつていて、人間も含めてひとつの世界なんだと感 じました。全工程参加はできませんで

したが、体験をしていく中で昔の人達の農業の大変さを空想 したり、自然と折 り合いをつ

けて一緒に生きている風景に思いをはせたりしました。田んばの作業や、イベン トを通し

て皆さんと交流することができ、楽 しい時間を過ごすことができ感謝 しています。ありが

とうございました。

「自分 にで きるこ と」

ゴミのことや、生活用水 (洗剤を含めた)を 自分のこととして考える。

ｌ
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6.総括報告



「野り||で遊ぶまちづくりの会」

代表 尾辻義和

「田んぼの学校」という形で再スター トした、「野り||で遊ぶまちづくりの会」の 「米つく

り」も第 3期を終えることになりました。今年度は新たな参加者 11組に加えて、昨年、

一昨年に参加 した親子で続けたいという10組を含めて総勢 70名以上とい うことになり

ました。募集枠をはるかに超えることになりましたが、皆さんの熱意に応えて参加 してい

ただくことにしました。

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。今年度は、 8月 に天候不順が続き、日本中が不作とい う事態になりました

が、私たちの田んぼは例年より1割位の減収にとどまり、ほつとしているところです。

田んぼの生き物では、オタマジャクシの死んでいるのが今年も日立ちました。そのせい

なのかわかりませんが、アマガエルは一昨年ほどたくさん発生しませんでした。また、ホ

ウネンエビが昨年よりたくさん発生したようです。

今年度も、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」の趣旨

がきちんと伝わっている事にたいへん嬉 しく思つています。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、かといつて、新 しく応募 される方にも加わっていただ

きたいとも思つているので、耕作面積は何 とか増や したいと今後も行政など関係する方々

にお願いする次第です。多くの市民が集まって行 うため、以下のような問題も放置できな

くなりつつある状況にありますので、行政に少 しでもご配慮いただければ幸いです。

(1)手洗いや トイレ (現在は、竹内さんの設備を使用させていただいている)

(2)休憩場所 (竹内さんの敷地や道路を使用 している。特に道路は子どもたちが遊ん

だりするため、通行する車に迷惑を掛けている)

(3)道具類の置き場所 (現在は、竹内さんの納屋などを使用させていただいている)

他にもあいかわらずの水不足の問題や、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。

以 上
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