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『や ごっぴ あ』

２０２０年（令和２年）４月 2６日

第 2２４号

（１）

や ご っ ぴ あ
蜻蛉池公園

第２２８回

夢の森つくり隊会報

２０２０年４月２６日（日）

定例活動報 告

２０２０年３月２２日（日）
参加者

第 2２４号

会員１１人（大人７人

天候：（晴れ）

１０:00〜15:00

ビ
ワ
の
葉

子供４人）

ジャガイモを植えた畑で８畝の内、３畝が何者

りません。人？が入ったのは間違いがなさそうで

かに足跡を残し、荒らされていました。 過去 19

す。今後、このような事はやめてほしい！と願う

年間の活動で、このような出来事は初めてで、やり

ばかりです。対策として、四隅に杭を打ち、縄で

きれない気持ちでいっぱいでした。畑には、掘り返

囲いました。畝の形は崩れ、荒れた畑には芽を出

されたジャガイモの種芋の付近に、人が歩いたよう

し始めたジャガイモが転がっていました。それら

な痕跡が鮮明に残っており、動物のような形ではあ

を拾い、作り直した畝に、植え替えました。
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『や ごっぴ あ』

２０２０年（令和２年）４月 2６日

第 2２４号

（２）

植え直し・・・縄を張る

全 員で 畝を 作り 直し ま

仕業か？

芽を出し始

るの か？ 怒り がこ み上

を張り、畑に入られない

した。子供達の無言の作

めた種芋を再度植え直

げてくる。予防として、

ようにしました。

業が続いた。複数の人の

す。なぜこんなことをす

四隅に竹で杭を打ち、縄

活動広場の一角に、子供

き、つるなしインゲン

に S 家が育てたイチゴ

ように！

達 が菜 園を 作り 始め ま

や、枝豆、とうもろこし

も植えました。ジャガイ

い、入り口も付けて完成

した。マルチシートを敷

の種を蒔きました。さら

モ畑のようにならない

です。

アケビ

ムスカリ

ツルニチニチソウ

菜園を作る

と周囲を囲

森に咲く花

ユキヤナギ

「ふれあいの森」には、

の一つです。秋には、表

隠れた場所の一角には、

めていました。群生して

毎 年い ろい ろな 花が 咲

皮が薄紫色をしたアケ

これから見頃を迎える

い るツ ルニ チニ チソ ウ

きます。ユキヤナギもそ

ビの花も咲いています。

ムスカリの花が、咲き始

も見られます。

芽吹く春
切ら れても 新芽 を
吹くクヌギ・・・
「谷
あいの原っぱ」に植
樹し たにも かか わ
らず、誤って切断さ
れた 木もあ りま す

が、切断面の下から
新 芽が 出て い まし
た(写真・左)。一方、
早 くも タケ ノ コも
芽 を出 し始 め てい
ます(写真・右)。
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『や ごっぴ あ』

２０２０年（令和２年）４月２６日

準例会 短報

活動報告

（３）

４月７日、「緊急事態宣言」が発令された新型コロ

２０２０年４月１２日 （日） 天候（晴れ）
参加者 会員 ０人（大人０人 子供０人）

↓↓

第 2２４号

ナウイルスの影響で、活動は中止になりました。

＆

PR

↓↓

年間を通した活動報告です。『夢の森つくり隊』

と計画を立て、楽しんでもらっています。会員も

では、
「日常の活動」の他に、年５回「ファミリー

どうしたら楽しんでもらえるか、毎年会議を重ね

メイト・
（FM）」と題して、様々なイベントを行っ

てアイデアを出しています。
（２月２３日に予定していた

ています。参加者は、子供らを中心としたファミ

「第５回 FM

リーが、自然の中で楽しく過ごせるように、色々

り、会員（大人）のみで行いました。）

「第１回 FM

イモッ子 春」

イモッ子冬」は、新型コロナウイルスの影響によ

「第２回 FM

イモッ子 夏」

日時 ５月２６日（日）
参加者 ２３人（会員含む）

日時 ６月２３日（日）
参加者 １１人（会員のみ）

サツマイモの苗植え

ジャガイモの収穫

子供達の大好きなサツマイ
モの苗を、自らの手で植え
てもらいます。生育したサ
ツマイモは、１０月に収穫
し、焼き芋を行います。子
供らに、食育の大切さを知
ってもらいたい、との願い
からスタートしました。

２月に植えたジャガイモの
収穫を行いました。メークイ
ーンや男爵の違いを子供達
に知ってもらい、
その場で食
べます。
採りたての美味しさ
を、
子供達に体験してもらい
ます。ポテトチップも作りま
す。

「第３回 FM

苗を植えた後に水をやる親子

ふれあいの森で遊ぼう」

「第４回 FM

イモッ子 秋」

日時 ８月４日（日）
参加者 ４１人（会員含む）

日時 １０月２７日（日）
参加者 ３７人（会員含む）

ソーメン流し

サツマイモの収穫・竹ゾ
リで竹ゲレンデを滑る

FM 最大のイベントです。前
日から準備し、当日は、竹筒
から涼しげに流れてくるソ
ーメンに、舌鼓を打ちます。
のどごしを通る味わいは、絶
品です。子供達は、目を輝か
せて食べています。夏の暑さ
を忘れる一瞬でもあります。

笑顔はじけるソーメン流し

取り立てのジャガイモは美味しい

サツマイモを収穫し、焼き
芋で心を満たします。お腹
一杯になった所で、林の中
でスキーを行いました。昔
懐かしい「竹ゾリ」で・・・
竹製のゲレンデを滑る感覚
は、大人も楽しそうでした。

竹ゾリを見事に乗りこなす女の子

２０２０年（令和２年）４月 2６日

『や ごっぴ あ』

第 2２４号

（４）

竹細工教室
竹細工が好きな仲間と、月１回
「竹細工教室」を開いています。
今年５月で３年目に入ります。
現在会員は６名。希望者を募集
中です。

１日があっという間に終わる竹細工教室

「里山を守る」をキーワードとして、竹林の間伐や、枯れ木の伐採など
を日常の活動として行っています。今年度は竹林に竹垣を設置して、竹
林の美観等、環境整備に力を入れました（写真・上）。他に台風で折れた
枝の切断や（写真下・左）、散策路に落ちた枯れ葉の掃除を行っています
（写真下・右）。

会員の作品

編集後記
終息の気配がない「新型コロナウイル
ス」の感染問題。ついに「緊急事態宣
里山で汗をかきませんか？四季の変化を肌で感じられます。
春には、ジャガイモやサツマイモを植えつけ、子供らに食育
について知ってもらいます。夏には、大人気のソーメン流し

言」が出された。外出を控えているが
効果が見えず（４月２０日現在）、心理

も林の中で行っています。子供会員は、のびのびと林の中で

的に追い詰められて行くようで怖い。

楽しんでいます。大人も遊びながら里山の保全活動を行って

治療方法も確立されていない今、ただ

います。毎月第２、４日曜日に活動をしていますので、体験
してみませんか？下記のホームページでも、会の活動を詳し
く掲載しておりますので、ご覧ください。

耐えるしかないのか？
だろうか、この事態を！

誰が予想した
しかし必ず

解決する、今はそう思うしかない。
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『蜻蛉池公園 夢の森つくり隊』
会報に掲載した
文・写真は、記名が
大阪府蜻蛉池公園内 『ふれあいの森』 活動日：毎月第２・第４日曜日
表示されている以
AM10:00〜PM３:00
外は，濵名が担当し
ました。校正・小林
〒596-0815
大阪府岸和田市三ケ山町大池尻 701
Tel：072-443-9671 Fax：072-443-9672
http://yumemoritai.starfree.jp/「蜻蛉池公園 『夢の森つくり隊』ホームページです」

