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NPO 法人 山野草の里づくりの会
6 月の活動、出来事
山野草の保護
4 日、8 日、15 日、18 日

ササユリ・ユウスゲ・リンドウ・タムラソウ・カワラナデシコなどの自生す

る「くろ」の草刈実施

くろがり

※くろがり（畔がり）
くろ（畔）は「田のふち」という意味で、山が田
に接する（道や川を挟む場合もある）高さおよそ 7ｍ迄については、所有権は
山の持ち主にありますが利用権は田の所有者にあり、その部分の雑木・雑草の
刈り取りは田の所有者が行います。
この地域では「くろがり」と呼びますが、地域によって「かわがり」と呼ぶな
ど異なります。
「くろ」にはさまざまな山野草が自生していて、それらを保護するには手で草

を刈る必要があります。
ところが休みの日に農作業をしておられる兼業農家の皆さんが手で草を刈る
ことは困難ですので、特に貴重な山野草の自生する「くろ」の草刈を「山野
草の里づくりの会」で行っています。
畑作業
4日

野菜畑の施肥、サトイモ・南京の定植、桃の摘果と袋掛け

8 日

里芋・ピーナッツ・大豆・黒豆・トラマメ・南瓜・花唐辛子・白ゴ

桃の摘果･袋掛

マ・粟・人参・牛蒡・ハヤトウリの種蒔き、定植
11 日

トマト・サツマイモの定植とわら敷き、トウモロコシの施肥、藍畑

の草引き
15 日

草刈、藍畑の草引き、イチゴ・エンドウ各種の収穫

18 日

エンドウ収穫、バジル・モロヘイヤ・セロリ植付け

23 日

地這ウリの定植、キュウリのつる固定

30 日

トマトのわき芽かき・誘引（苗が風などで倒れないように、支柱を

トマト、サツマイモの定植

立てて茎を結びつけること）
蛍の夕べ準備
11 日

6 月 25 日(土)開催の「蛍の夕べ」の運営について共催の「桜井市

国際交流協会（SIFA）
」と打合せ及び当日提供のカレー・たこ焼き・焼きそば
の試作と試食
15 日
18 日
SIFA 打合せ

蛍観賞路の補修・草刈り
○蛍の夕べに設置する竹灯篭用の

竹の切り出し

○山野草園内の草引き

の夕べの散策コース確認

○蛍

○活動資金づくり

として販売する漬物・たけのこ煮付け・桑の実のジャムの準備
23 日

○竹灯篭約 90 本作成

○山野草園内の草刈・草引き
蛍観賞路の補修
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第 14 回 花の宴～自然を楽しむ会・初夏～蛍の夕べ
25 日

開催

今回は桜井市国際交流協会の「里山体験」との共催で行い、読売・毎日･産経･朝日各紙の奈良版や桜

井ジャーナルで紹介されたこともあり、アジアやヨーロッパからの留学生なども交えて総勢 200 人ほどのイベ
ントとなりました。
竹灯篭づくり、棕櫚を使ったバッタやハエたたきづくり、あるいはスケッチの手ほどきを受けたり、ユウスゲ
やホタルブクロの咲く山野草の里を散策したりと、それぞれにひとときをすごした後「初瀬太鼓

麟角舎」によ

る和太鼓演奏を聞き、蛍の出るのを待ちました。
夜 8 時より竹灯篭の灯を頼りに蛍観賞。皆さんしばしの間、蛍の光の幻想の世界に引き込まれておられました。

竹灯篭づくり

棕櫚バッタづくり

スケッチ教室

ホタルブクロ

ユウスゲ
山野草の里散策・小夫を望む

麟角舎の演奏

理事会・総会開催
19 日

NPO 法人山野草の里づくりの会の 2005 年度総会を控えて理事会開催。総会提出議案について審議

しました。
25 日

正会員 31 名中

出席 21 名、委任状 6 通をもって 2005 年度総会を開催し、2004 年度事業報告・

収支決算、2005 年度事業計画・収支予算、新役員について承認されました。
【新役員】理事長・福岡定晃

副理事長・芳原和夫、久保元秀

理事・池田一郎、岩崎行人、植田逸男、大

倉正夫、小山芳司、中森正昭、福島義二、増田元照（以上 11 名再任）、福井正樹（新任）

監事・芝房治（新

任）、中森隆二（再任）
※

監事の佐藤みちよさんは一身上の都合により退任されました。

新メンバーご紹介
今月より桜井の森田さん（男性）と奈良市内の田中さん（女性）・小野さん（女性）がボランティアに加わら
れました。皆さんテレビで山野草園を知ってこられたとの事です。
撮影：芳原
オオヤマレンゲ

コアジサイ

ゴイシシジミ

ノシメトンボ
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7 月・8 月のスケジュール
7 月 2 日（土） 古代米の田植え・菜種刈取り
6 日（水） 放置水田湿地帯の測量（ビオトープ化に向けて）・草刈・竹薮伐採
9 日（土） 畑仕事
13 日（水） 山野草自生地保全作業
16 日（土） 畑仕事
17（日）・18（月） 三重「しぜん文化祭・2005」（なら自然情報ネットのブースに写真等展示とチラシ配布依頼）
20 日（水） 植生調査・草刈
24 日（日） 花の宴～自然を楽しむ会・夏～ ※詳細は末尾のチラシをご参照願います
27 日（水） くろがり （田畑に接した山裾）の雑木･雑草の刈取り
30 日（土） 畑仕事
その他
22 日（金） シニア自然大学そら組 山野草の里づくりの会の活動や山野草の里の植物の観察等研修に来園
8 月 3 日（水） 藍の刈り取り（予定）
6 日（土） 環境フェアー出展・畑仕事（野菜の手入れ）
10 日（水） 畑仕事（野菜の手入れ）
13 日（土） 活動休止
17 日（水） そば畑種蒔き準備など
20 日（土） そば畑種蒔き準備など
21 日（日） 里山自然体験 （奈良県との協働事業） ※スタッフ応援をお願いします
24 日（水） そば畑種蒔き準備など
27 日（土） キッズ自然体験 in 山野草の里 （子どもゆめ基金助成事業） ※スタッフ応援をお願いします
31 日（水） そば種蒔き
・天候などの都合により活動内容を変更又は中止する場合もあります。参加いただける方は、
当日午前 8 時頃までにお問い合わせください。なお、前以て参加の連絡をいただいた方には当方から
ご連絡します。また山野草の里作りの会の HP でもスケジュールを掲載しております。
・時間指定の無いスケジュールについては、午前９時３０分に山野草園へ集合願います。
・電車ご利用の方はお迎えに参ります。９時１５分近鉄長谷寺駅集合です。前以てご連絡下さい。
・平日は弁当ご持参願います。
土曜・日曜は、ボランティアしてくださる方の昼食はご用意いたしますので予めご連絡下さい。
・服装は、作業のできる服装で。ゴム長靴もご用意下さい。
・シャワーをご利用いただけます。
・いずれもご連絡は下記までお願いします。

NPO 法人 山野草の里づくりの会

〒633-0102 桜井市三谷５２８番地 福岡定晃内

TEL/FAX 0744-48-8105(福岡)
E-mail fukuokasadateru@hkg.odn.ne.jp
山野草の里HP http://www105.sakura.ne.jp/~spirit/sanyasounosato/
文責 大倉
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第１5 回

花の宴

山野草

やまゆり・ゆうすげ・里の夏

と き

平成１7 年

７月２4 日（日）

午前１１時 開場
ところ

もよおし

雨天決行

山野草の里 桜井市三谷 山野草園

正午 12 時より食事・歓談の後、
やまゆり・ゆうすげ群生地を散策していただきます。
お気軽にお越し下さい。

※ 会 費 ： 無 料

但し、各自料理または飲物を一品ご持参下さい

※ 準備の都合がありますのでご参加の方は 7 月 13 日までにご連絡下さい。

主催

NPO 法人 山野草の里づくりの会

お問合わせ

TEL／FAX

0744-48-8105（福岡）
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