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平平成成 1188 年年度度年年間間計計画画  

33 月月 1188 日日、、正正会会員員 1100 名名（（大大倉倉夫夫妻妻・・澤澤井井・・福福岡岡夫夫妻妻・・福福島島夫夫妻妻・・松松実実・・芳芳原原夫夫妻妻各各氏氏））ととボボラランンテティィ

アア会会員員 55 名名（（粟粟津津・・石石井井・・植植田田（（哲哲））・・小小杉杉・・西西田田各各氏氏））でで平平成成 1188 年年度度のの年年間間計計画画をを以以下下のの通通りり打打合合せせ

ままししたた。。  

  

  活活動動内内容容  催催        しし    活活動動内内容容  催催        しし  

44 月月  

炭焼き、山野草手入れ、 

山林整備、ため池整備、 

畑作業 

野草料理、 

花の宴・春、 

アースデー出展

1100 月月  

草刈作業、山林整備、 

畑作業、山野草園手入れ 

花の宴・秋、 

キッズ自然体験

55 月月  

草刈作業、山林整備、 

畑作業、山野草園手入れ、

あい種まき 

理事会、総会、

動 植 物 調 査 、

（５・１２ シニア自

然大学・そら組） 

1111 月月  

草刈作業、山林整備、 

畑作業、そば刈り取り、 

脱穀、山野草種まき、 

山野草園手入れ 

 

66 月月  

草刈作業、山林整備、 

畑作業、古代米田植、 

菜種刈り取り、茶摘（中旬ま

で）、山野草園手入れ 

花の宴・初夏 

1122 月月  

草刈作業、山林整備、 

畑作業、そば刈り取り、 

脱穀脱穀、 

山野草園手入れ 

 

77 月月  

草刈作業、山林整備、 

畑作業、山野草園手入れ、

そば園地耕し 

花の宴・夏、 

キッズ自然体験 11 月月  

山林整備 新年茶会 

88 月月  

草刈作業、山林整備、 

畑作業、山野草園手入れ、

そば園地耕し 

 22 月月  

山林整備、炭焼き準備 

 

99 月月  

草刈作業、山林整備、 

畑作業、古代米刈り取り、

そば種まき、 

山野草園手入れ 

動植物調査 

33 月月  

炭焼き、山林整備 

 

33 月月のの活活動動  

先月に引き続き夕田（赤いそばの畑地）に接したくろがりの手入れを 3 月 1 日、4 日の二日間実施しました。 

またイベントにそなえた厨房拡張に竹を利用した庇が、芳原副理事長をメインに造営されました。（左写真） 

12 日、めばえ幼児才能学園「元気っこコース」の 4 歳から小学生の子供 41 名が塾スタッフ 12 名と訪れ、雨

にもかかわらず自分たちで採集した野草の料理や餅つきを楽しんでくれました。（中・右写真） 

昨年来切倒したままになっていて手のまわらなかった間伐材の整理に着手しました。 
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そのほか、ユウスゲなど山野草自生地の草刈（左写真）、復元した池の転落防護柵設置（中・右写真）、山野

草園内の清掃などを行いました。 

 

3 月の活動予定のメインであった炭焼き窯作りと炭焼きへのリベンジは、悪天候と庇造営に伴う人的な面から

中止となり、前出の平成 18 年度年間計画にありますように来年に取り組むこととなりました。 

外外部部団団体体ととのの交交流流ななどど  

11･12 日の二日間大阪市立自然史博物館で開催された“大阪自然史

フェスティバル”に出展しました。この催しは参加団体が 80 を超える大々

的なもので、活動への取組み姿勢・活動結果の蓄積などいろいろと学ぶ

ところがありました。 

そそのの他他  

・・三三宅宅柾柾年年氏氏作作品品展展  44 月月 2200 日日～～    詳詳細細  ちちららしし添添付付  

・・福福島島理理事事夫夫人人小小枝枝ささんんよよりり    5500 号号のの作作品品（（墨墨絵絵））22 点点がが寄寄贈贈さされれままししたた。。  

・・吉吉田田会会員員よよりり    皿皿、、食食器器、、ププラランンタターーななどど寄寄贈贈さされれままししたた。。  

・・匠匠原原会会員員よよりり    仮仮設設トトイイレレ、、パパイイププななどど寄寄贈贈さされれままししたた。。  

 

 

111555 日日日（（（土土土）））山山山野野野草草草園園園にににててて   第第第１１１３３３回回回花花花ののの宴宴宴開開開催催催      

各各各自自自一一一品品品持持持ちちちよよよりりりパパパーーーテテティィィーーー   

参参参加加加費費費無無無料料料（（（飲飲飲みみみ物物物又又又ははは 444～～～555 人人人分分分程程程度度度ののの料料料理理理をををごごご持持持参参参下下下さささいいい）））   

111111 時時時集集集合合合、、、111222 時時時開開開宴宴宴         ※※※雨雨雨天天天ののの場場場合合合ははは屋屋屋内内内ででで実実実施施施   

 

 

 

 

 

 

昨年の宴 権現桜が見ごろかも･･･ 



4 月・5 月の活動日 

 

 

 

 

4 月 1 日（土） 炭焼き・畑作業 

  5 日（水） 畑作業・山野草の苗の手入れ・３年前に植樹した桜の手入れ 

8 日（土） NHK 取材（男性：環境保護作業、女性：野草料理） 

12 日（水） 花の宴準備、畑作業、山野草自生地の手入れ 
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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/   

15 日（土） 第第第１１１３３３回回回花花花ののの宴宴宴開開開催催催   各各各自自自一一一品品品持持持ちちちよよよりりりパパパーーーテテティィィーーー   

19 日（水） 畑作業、ため池整備 

22 日（土） 畑作業、ため池整備 

２３日（日）  アースデー in 平城京 2006 ほかに出展 

26 日（水） 畑作業・山野草自生地の手入れ 

29 日（祝） 畑作業 

5 月 3 日（祝） 山野草園整備 

  6 日（土） 山林整備・畑作業など 

10 日（水） 山林整備・畑作業など 

13 日（土） 管理地の草刈、畑作業など 

17 日（水） 管理地の草刈、畑作業など 

20 日（土） 管理地の草刈、畑作業など 

24 日（水） 山林整備・畑作業など 

27 日（土） 山林整備・畑作業など 

31 日（水） 山林整備・畑作業など 

  ＊随時、山野草の種まき、育苗を行います。 

 

・天候や作物の生育状況など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。（9 時 40 分

より朝礼、作業説明します） 

・電車ご利用の方は長谷寺駅又は桜井駅までお迎えの車を手配しますので予めご連絡下さい。 

・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。軍手・ゴム長靴もご用意下さい。 

・ いずれもご連絡は下記までお願いします。 



■  宅 柾 年 作  

水彩画 春 の 花  

日時4朋。。（木）～日映）  
午前11時～午後6時（最終日は4時閉場）  

会場 ギャラリー香  

〒542－0071大阪市中央区道頓堀1－10－7  

’駄 06－6212－7750  

地下鉄なんば駅⑭出射ヒへすぐ  

t ＿■才  

▼ √ 
ぶ、川舟  1－ハンショウズル  

野や山に春を待ちかねていた 花の便りが聞かれる軌こなりました  
植物園や山歩きで見つけた花 散歩の途中をこ眺めた花  
これまでに措きためたスケッチを 作品にして展示いたします  
ご同好の皆さまのご高覧を お願い申しあげます  

三  宅  柾  年  
女都府八践市西山丸尾15－9  
’駄 075－982－2781  

お花やお心遣いの晶は 会親の都合によりご遠慮申しあげます   


