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ＮＰＯ法人 山野草の里づくりの会

第２０回花の宴

〜自然を楽しむ会・秋〜

赤いそばと里の秋

キッズ自然体験ＩＮ山野草の里
１０月２１日 好天のなか秋の大きなイベントを開催しました。キッズには２７名の子供が集まり、そば券の販売
も予定を超え、全体では２００名を上回る人出となりました。参加されたみなさん ありがとうございました。
キッズ・クラフトの横山先生、泉北そば打ち普及の会の６名のみなさん、歌唱指導の脇坂さん、しいたけや野菜を
届けていただいたみなさん、準備に参加されたみなさん、２３名のスタッフのみなさん おつかれさまでした。
写真を中心に一日をふり返ることにいたします。
準備 草引き、そば園の開園、竹食器作り、テント張り、テーブルといす作り、バザー用のジャム作り、ハナナス
やハヤトウリの収穫、模擬店のヨシズ張りなどを行い、当日の朝にもテント張り、模擬店、のぼり立て、駐車場案
内設置、拡声装置、テーブルといすの配置、竹食器洗い、ガスコンロ、おにぎりと副食づくり、そばの薬味などき
りきり舞いでした。一番のバスを向かえる前からお客様が来られ、じょじょにお祭り気分となりました。

竹食器づくり

切り、割り、油抜き

間伐材のいすづくり

テントの設置、移動

クラフト用テント設置

開会 泉北そば打ち普及の会の車が到着、１０時半頃からそば打ちが始まり最初のバスが到着するとにわかに活気
がみなぎりました。理事長が会の始まりを告げ“キッズ“参加のみなさんが子ども探検基地に向かいました。一般
の方々には赤い花のそばを見てもらい、クラフトは材料と道具を出して自由に作ってもらうようにしました。

準備整う

「キッズ」開会

そば打ち「水回し」

そば打ち「切り」

赤いそば園への道

キッズ自然体験 （収穫の喜び）芋掘りと焼き芋 ピーナツ掘りと湯がき
（子ども探検基地）はしご作り

ブランコ遊び

ターザン遊び

はしご作り

お芋がこんなに！

丸木橋わたり

虫取り

ターザン遊び

はしごを登る

丸木橋わたり

模擬店

ハナナス、ハヤトウリ、大豆、クルミ、ぎんなん、大根などの野菜、米、シイタケ、ジャム、花の苗、缶
ジュースと品数豊富でした。

1

そば打ち実演 そばとおにぎりの販売を１１時４０分頃から始めました。熟練されたそば打ちを見ながら、食券
を持って並んでいただきました。
うたの広場 急にお願いしたのですが、脇坂さんが「いい日旅立ち」と「なだそうそう」を歌ってくださいまし
た。二人の女性と男性が飛び入りでいっしょに歌われて、口ずさむ方が多かったようです。

模擬店と受付

そば打ちを見ながらそばを待つ

おにぎりの販売

歌の広場（１）

歌の広場（２）

挨拶 １時前 福岡理事長が２０回目を迎えた「花の宴」の過去をふり返りながら挨拶しました。次いで泉北そば
打ち普及の会の脇家事務局長を紹介し挨拶をいただきました。脇屋さんは最初の年からご参加いただいています。
クラフト どんぐりの笛作り トンボのブローチ シュロバッタ 自由にクラフトを楽しんでもらいました。
自然探索 １時４０分 理事長の家の上を回り、池に下り、そば園周辺を回り、山道と里道を歩きました。刈り取
りの終わった田には三谷独特のススキが見られました。道を歩くとバッタやトンボが少なくなり、網を持った子ど
もたちはちょっと退屈だったかもしれません。主にタデ科の植物とキク科の植物を見ました。

福岡理事長の挨拶

脇屋さんの挨拶

クラフト（１）

クラフト（２）

自然探索

そば畑

刈取り後のススキ

参加者の感想
聞き書き
○バスの停留所に立てたのぼりが分り易く効果的だった
○赤い花のソバ初めて見ました、かわいくてきれいですね
○とても楽しかった ○参加対象が小学生となっていたが、幼稚園の子供たちも十分楽しめた
（探検基地）○のこぎりで木を切ったりするのが親子とも初めてで楽しかった ○のこぎりを子どもが使うとき、
お父さんが「多少は痛い思いをして賢くなっていくものだ」と言い聞かせておられた ○ブランコやターザン、
丸太橋も木がゆらゆらするのでとても楽しかった ◎「はしご作り、こんどは土手すべり！」
○芋掘りやピーナッツ堀りなど思ってもいなかったことができておどろいた ○大人も初めてで、もいだり洗っ
たり楽しかった すぐに、茹でて食べさせてもらってとてもおいしかった ●焼き芋の時イモの大小を分けて入
れるとうまく焼けるのでは
○ソバもおいしく、作るのをみながら食べられて最高だった
○歌がとても上手だった ●カラオケが男性用のキーで歌えない ●マイクが聞こえ難く、音も割れていた
○こんな楽しいことなんでもっと早く教えてくれなかったの ○今度はいつあるのかな
スタッフの意見
◎バス代と参加費を同時徴収した方がお互いの手間が省けそうだ

１２日
１３日
１７日
１９日
２２日
２６日

朝日新聞
奈良新聞
毎日新聞
読売新聞
読売新聞
奈良新聞

催し案内
１０日
催し案内
１８日
赤いそばと催し案内
保育所園外保育
花の宴・キッズ自然体験
赤いそば
毎日新聞

奈良ＴＶ 赤いそば 取材映像
ＮＨＫＴＶ 赤いそば
視聴者の持ち込み映像
読売新聞 右 10/19
下 10/22

10/17

10/26
奈良新
聞
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１０月の活動
２１日の花の宴の準備が主な活動だった。大根、蕪、白菜などの秋野菜は一部虫で全滅したものもあるが、ネット
のおかげで７割以上はしっかり育ち始めている。猪の出没は農家のみなさんの最大関心事となっており、毎日の朝
夕の見回りは欠かせない。理事長の田んぼも猪の偵察を見てネットフェンスが張られた。稲刈りが済んでネットを
外したら、とても美味しかったアゼマメがごっそりやられ、畑の大豆にも被害が及んだ。急遽ネットフェンスを設
置した。籾をばら蒔いただけの古代米の田にも猪が入り昨年より稔りの良かった稲を食い荒らしました。収穫後草
を刈り取って、うどんとパン用の小麦をすじ蒔きしました。

１１日

桜井市立第５保育所園外保育

園児約７０名と保育士さんが参加され、山野草園をフィールドに自然体験を楽しまれました。赤いそば園で蝶やト
ンボを追いかけたり、木の葉を利用したビンゴゲーム、聴診器を木にあて吸い上げる水の音を聞いたり、木株の年
輪調べ、コオロギやバッタの昆虫採集と里山に子どもの歓声がこだましていました。

１４日

よみうり天満橋文化センター

よみうり天満橋文化センターの「大和路を歩く野草の会」の一行３８名が見えられた。みなさん熱心な方々で、赤
い花のそばと秋草をゆっくり見て回られた。昼食後にシュロバッタを全員で作られた。

２２日

鎮守の森を観に行こうかい

秋晴れの日、３、４０名のかたがたが訪問されました。理事長から会の活動と目的などを説明、赤い花のそば園を
副理事長が案内してそばについて説明しました。そば園までは吉堂先生が花と実が楽しめるキチジョウソウやケケ
ンポナシなどの説明をされました。食事の後は自由に散策してもらい次の目的地へ向かわれました。

よみうり天満橋のみなさん

２５日

鎮守の森のみなさん

池の昆虫調査

ミズカマキリ

桜井人権文化祭

昆虫調査

橿原市昆虫館の日比先生にお越しいただいて、今年の冬から水を張った池や田んぼの水路の水生昆虫の調査をして
いただいた。水が常時溜まるようになり今までミゾソバばかりだった池にガマがたくさん生え、水中にアゼナも見
られるようになった。網ですくって調べると、今まで確認したオニヤンマのヤゴ、マツモムシ以外にもタイコウチ、
コオイムシ、ガムシ、クロゲンゴロウ、コシマゲンゴロウ、クロスジギンヤンマとアカトンボのヤゴなど多くの水
生昆虫が住み着いていることが分かった。特にミズカマキリが驚くほど繁殖していた。両生類ではイモリ、ヤマア
カガエル、ツチガエル、トノサマガエル、シュレーゲルアオガエルが見られた。
この日には桜井市から山林と竹林の間伐事業予定地の測量に来られました。

２６日

広陵町人権セミナー

広陵町人権教育推進協議会から「人権セミナー」の講演依頼があり、「里山の保全をめざして」との演題で福岡理
事長が講演しました。里山の保全の必要性を訴え、山野草の里づくりの会の活動や里の山野草、昆虫などを紹介し
ました。約５０人の参加者は熱心に聞き入ってくださいました。

２９日

桜井人権文化祭

「初瀬川でつながろう じんけんの輪」をテーマに初瀬観光センター駐車場を利用して第３３回桜井東人権祭が開
催されました。今回から広く多くの団体にも参加を呼びかけ、NPO の参加要請もありましたので、当会も展示と
販売に参加しました。保育所や小中学生の発表や空手の演技などもあり一日賑わいました。

１０月の花、面白い虫、生き物

ナギナタコウジュ
キチジョウソウ 花と実

チャノキ
ガマズミ 実

キツネノエフデ
ヒイロチャワンタケ？

ハラナガツチバチ

ツチイナゴ
ヤマアカガエル

ホシヒメホウジャク
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山野草の里・山野草園にこれから咲く花
１１月 キチジョウソウ、シロダモ、サザンカ、チャノキ、ヒイラギなどの花、サネカズラ（ビナンカ
ズラ）、ヒヨドリジョウゴ、ガマズミ、コバノガマズミ、ヤブコウジ、サワフタギ、ゴンズイ、ヒサカ
キ、ムラサキシキブ、ヤブムラサキ、フユイチゴ、キチジョウソウなどの実、紅葉、草紅葉・・・・

１２月 ヤブコウジ、マンリョウ、ヒヨドリジョウゴ、ナンテン、アオキ、キチジョウソウなどの実

１１月・１２月の活動
１１月

１日（水） 活動日
４日（土） 活動日 藍染め教室（山野草園）
５日（日） 桜井市ウオーキングフェスティバル（芝運動公園・出展）
花なす、ハヤトウリなどの販売
８日（水） 活動日
１１日（土） 活動日
１１日（土）〜１２日（日） 第３９回人権教育研究大会（天理大学・実践報告）
１３日（月） シニア自然大学１１期緑組同窓会（来訪） 自然探索とそばの刈り取り
１５日（水） 活動日
１８日（土） 活動日
２２日（水） 活動日
２３日（木） 奈良県児童館協議会交流会（来訪）
そば打ち・里山子ども探検基地づくりなど ＜＜スタッフ参加大歓迎！＞＞
２５日（土） 活動日
２９日（水） 活動日

１２月

２日（土） 活動日
２日（土）〜３日（日） 「奈良まちおこし結び会（むすびえ）」出展
場所 大神神社駐車場特設会場
主催 奈良まちおこし結び会実行委員会・平城遷都１３００年記念事業協会
＜＜自然クラフトを予定しています。スタッフ参加大歓迎！＞＞
６日（水） 活動日
９日（土） 活動日
１３日（水） 活動日
１６日（土） 活動日
２０日（水） 活動日
２３日（水） 活動日（掃除・片付け、忘年会）

「活動日」の内容：

１１月 そばの収穫、野菜畑の管理、自生地の管理、ビオトープつくり
１２月 里山林機能回復整備事業（子ども里山探検基地づくり）など
・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。前もっ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。
・いずれも午前９時３０分に山野草園へ集合願います。
・平日は弁当をご持参願います。
土曜・日曜は、ボランティアしてくださる方の昼食はみんなで作ります。予め参加ご連絡下さい。
・服装は、作業のできる服装で。カッパ、ゴム長靴、着替えもご用意下さい。
・いずれもご連絡は下記までお願いします。

ＮＰＯ法人 山野草の里づくりの会
〒633-0102
TEL/FAX

http://www.sanyasou.org/

桜井市三谷５２８番地

0744-48-8105(福岡)
編集

芳原和夫

福岡定晃内

E-mail
写真

fukuokasadateru@hkg.odn.ne.jp

福岡定晃・小杉伸志・芳原和夫
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