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下大和田・小山町谷津田だより －2020年１０月号 No.224－ 

【活 動 報 告】 
＜下大和田での活動＞                        報告：網代春男 

第 248回 下大和田谷津田の観察会とゴミ拾い 2020年９月６日（日） 

今年は稲を植え残したので田んぼに大きな水面が出現していて、キクモが大小の島のようになっていたり、オモ

ダカが群生したりしていて例年と異なる景色が出現しています。 

開けた水面にはシオカラトンボやギンヤンマが飛び回り、水の中にはオオタニシがごろごろ、その間にはハイイ

ロゲンゴロウがくるくる泳ぎ回っていました。キイトトンボを見事に撮った参加者もありました。 

 ＹＰＰ田に仕掛けたウシガエル捕獲のワナにはクサガメが３匹、タモロコ、アメリカザリガニ、フナ、タイリク

バラタナゴ、スジエビ、ヌマエビなどがかかっていました。隣の花澤さんの田んぼの方でもクサガメが１匹かかり

ました。クサガメは計測し、写真を撮ってその場で放しました。 

林縁ではジャノメチョウやシジミチョウの仲間がたくさん出ていました。モズの高鳴きも始まり、飴色のヤマト

シリアゲも出現して秋になったことを感じさせてくれました。 

参加７名（大人５名、小学生２名） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜小山町での活動＞                              
☆千葉大学大学院の学生さん、土気ＮＧＯ、ＹＰＰ小山町による３者会談(９月２日)   

 千葉大学デザイン文化研究室の高橋真央さんからの依頼。千葉市観光プロモーション課と共同で実施している「緑

区の魅力についての調査」の一環との事。土気 NGO さんの古民家にて、千葉大学の学生さん、土気 NGO、YPP

小山町、三者集い、小山町の爽やかな風を浴びながら、活動、歴史、ビジョン等について情報交換を行った。 

参加９名（大学生４名）  報告：赤シャツ親父 

 

☆９月７日より稲刈り開始、大椎小学校の稲刈りは９月 29日に実施  

 ９月７日、実りの進んだコシヒカリから稲刈りを開始しました。８

月に入ると連日最高気温 30℃越えの好天気に恵まれました。草刈りは

追いつかない勢い、気温が上がる時間帯を避け早朝作業をこまめに行

いました。９月 18 日、おだの一つが丸ごと飛ばされる強風が来襲し

ました。気温は急速に下がり秋雨も続き稲穂の転倒対策が忙しくなり

ました。大椎小田んぼの稲刈りは２度の延期後、28 日に無事終わりま

した。子どもたちも、大人たちも、たっぷり実った稲穂を前に、嬉し

そうでした。                報告：たんぽぽ 

 

☆令和２年度 第 1回ふれあい自然観察会への協力(９月 26日)  

 千葉市より協力依頼があり案内役として、赤シャツ親父とたんぽぽが帯同した。水辺の里公園内から YPP 小山

町の管理する田んぼ周囲へと回った。子どもたちが参加していたこともあり、田んぼ内の水生生物採集を体験して

もらった。気温が低めであったこともあり、トンボや、カエルはあまりみられなかったものの、水生カメムシ３種、

トンボのヤゴ５種、甲殻類３種、など、次々と日常見慣れない生物が出現し、子どもたちのみならず、親たちから

も歓声が上がった。           参加 14人（大人 11人、小学生３人）    報告：赤シャツ親父 

 
【谷津田・季節のたより】 

下大和田町                                  

９月 ４日 モズの高鳴き始まる。イノシシにマイ田んぼの畦を荒らされる。 

９月 ６日 飴色の秋型ヤマトシリアゲ発生。 

９月 13 日  彼岸花開花                        報告：網代春男 

 小山町 

９月期初旬、最高気温 30℃超えの残暑続き、山からはツクツクボウシ、アブラゼミの声健在。 

９月 11 日、秋雨前線停滞による強雨、18 日、強風来襲、以降、日に日に気温降下。 

９月 22 日以降、最低気温 20℃以下、セミたちの声は一切消え、山からは一斉にクサヒバリの声響く。 

モズの高鳴きも目立つ。 

※ 彼岸花開花は９月 19 日、９月 26 日時点では、赤米、緑米の実り具合は途上。 報告：赤シャツ親父 



【イベントのお知らせ】 
谷津田ってどんなところ？と興味をお持ちの方、お米づくりを経験してみたいなと思っている方、谷津田プ

レーランドプロジェクト（YPP）のイベントには大人から子どもまで、初めての方も好きなときにご参加いた

だけます。家族で、お友達どうしで、もちろんお一人でも気軽にいらしてください。 

主 催：ＮＰＯ法人 ちば環境情報センター 

連絡先：小西 TEL.090-7941-7655 ,E-mail ： yatsudasukisuki@gmail.com 

      ご注意：・車で来られる方は必ず指定の駐車場に止め、農道などに置かないでください。 

       ・近くにトイレがありませんので、集合前に一度済ませておくなどご協力をお願いします。 

       ・小学生以下のお子さんは保護者同伴でご参加ください。 

       ・けがや事故のないよう十分注意は払いますが、基本的には自己責任でお願いします。 

・三密を避けるよう意識して行動してください。 

 
＜下大和田谷津田＞ 
場 所：千葉市緑区下大和田谷津 

集 合：現地。初めて参加する方は駐車場や会場をご案内しますので事前に網代（あじろ）090-2301-0413

までご連絡ください。 

交 通：JR 千葉駅 10 番 成東あるいは中野操車場行きのちばフラワーバスで中野操車場バス停下車。 

    徒歩 5 分で現地。＜千葉駅発 8：25，8：40 など、所要時間 45 分＞料金は 550 円。 

 
・第 255回 下大和田ＹＰＰ「古代米の稲刈り」 

緑米、赤米、黒米を収穫します。 

日 時：2020年 10月 24日（土）9時 45分～15時 雨天順延 

持ち物：弁当、飲み物、長袖長ズボンの服装、長靴（できれば田んぼ用長靴）、軍手、帽子、敷物など 

参加費：小学生以上 100 円  

   

・第 256回 下大和田ＹＰＰ「古代米の脱穀」 
日 時：2020年 11月７日（土）9時 45分～14時 雨天、乾燥具合によって延期 

持ち物：弁当、飲み物、長袖長ズボンの服装、長靴、軍手、帽子、敷物など 

参加費：小学生以上 100 円 

 

・下大和田 森と水辺の手入れ 
日 時：2020年 10月 18日（日）9時 45分～12時 雨天中止 

持ち物：弁当、飲み物、長袖長ズボンの服装、長靴、軍手、帽子、敷物など 

参加費：無料  

  

・第 250回 下大和田谷津田観察会とゴミ拾い 
 日 時：2020 年 11 月１日（日）9 時 45 分～12 時 雨天決行 

千葉市との共催の観察会です。トンボの調査も兼ねて秋の谷津田を巡ります 

持ち物：筆記用具、飲み物、長袖長ズボンの服装、長靴、帽子、あれば双眼鏡、ゴミ袋、午後まで活動する

方は弁当、敷物。 

参加費：小学生以上 100 円  共催：ちば・谷津田フォーラム 

 

 ＜小山町谷津田＞ 
2020年 10月期 小山町 ＹＰＰ 
10 月５日をもって、今年度の小山谷津での小学校田んぼの活動は終わる見込みです。以降、メンバーによ

る稲刈り及び保全活動を小規模に継続致します。ご興味がある、または活動体験をご希望の方は、当方の e-mail 

までご連絡下さい。                     赤シャツ親父 e-mail; tomizo_i@nifty.com 

                 

   

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 



 

 

 

7 月・８月期の報告！ 

 

令和２年度小学校田んぼ ～草取り・草ふみ編 ～  
7月期は長引く梅雨に祟られ、雨続き、日照時間も伸びませんでしたが、稲穂は着々と成長していたようです。

予定延期を重ね、雨の狭間に実行された草取り・草ふみは、両校とも約３週間ぶりの対面となりました。稲と田ん
ぼの風景の変りように、子どもたちに様々な気持ちが沸き上がった様です。          (赤シャツ親父) 

 
【大椎小学校 7月3日】 

☆ 色々な生き物がいて気持ちが悪かったです。だけど、色々な経験をさせてもらったことは、絶対に忘れない
と思います。(K.K.) 

 
☆ 前回と違ったところが三つあります。稲が伸びていて分げつして

いた。稲では無い草がいっぱいあった。田んぼの虫たちが成長、
繁殖していたこと。おたまじゃくしも７割くらいがカエルになっ
ていた。(H.Y.) 

 
☆ ６月よりもおたまじゃくしが少なくなっていました。色々な動物

や田んぼの稲などを管理できるのは今だけなので、この機会を大
切に思いたいです。(L.D.) 

 
☆ 鳥のさえずりも無かったです。田んぼの中にタニシがたくさん居

ました。草ふみの時、ハートの形をした葉を踏むと「むぎゅっ」
となるのが気持ち良かったです。(S.K.) 

 
☆ よごれて大変だったけど楽しかったです。自然観察でアカガエルをみつけれて嬉しかったです。(Y.N.) 
 
☆ 前と比べて虫が多くなって泣きそうになった。稲の色が隣の学校の稲より濃くなっていた。(K.S.) 
 
☆ 草を集める途中でヘビ(ヤマガガシ)の赤ちゃんをみつけました。大人のヘビよりも形は小さく短い形でした。

この前うじゃうじゃ居たおたまじゃくしはほとんど居なかった。(Y.S.) 
 
☆ 田んぼには色々な虫がいたけれど、ぼくが近くに行ったら、逃げてくれたから良かった。(T.O.) 
 
☆ 驚いたのは予想以上に深かったことです。前回は、膝と足首の間くらいだったけど、今回は深いところだと、

膝より少し上までくらい。すごく歩きにくかったです。(M.O.) 
 
☆ 稲を踏みそうになったりして、難しかったけど、稲が大きくなっていたり、苗の色が違っていたことに気付

きました。草を集めて坂を上がって捨てるのがすごく大変でした。(Y.A.) 
 
☆ 絶滅危惧種なはずのホトケドジョウもいっぱいいたし、山からの湧き水の所にレアなサワガニがいたし、周

りには色々な種類のトンボが飛んでいて、色々な鳥の声、虫の声などで自然を感じた。(Y.T.) 
 

【あすみが丘小学校 ７月22日】 
☆ すごい稲の近くにあるものがありすごかったです。取るのは田植えより難しか

ったです。稲と間違えないように取ります。このとき根っこを包み込むように
取ると取りやすいです。(H.S.) 

 
☆ 少し紫っぽいのもあれば、すごく濃い緑色の雑草もありました。足で踏んず

けるのがとても楽しかったです。ハートの形の雑草や、糸切りばさみのような
形をした雑草がありました。(K.M.) 

 
☆ 虫もいたけど気にしないで歩いたら、虫の方から逃げていってとても面白かっ

たです。30分ちゃんと草取りができて達成感がありました。おじいちゃんが
田んぼでお米を作っているので手伝いたいです。(S.I.) 

 
☆ 一度慣れたはずだったけど、やっぱりドロドロで深いし、虫は怖いし慣れなか

ったです。生でエビを見た事ことが無かったので興奮しちゃった。(A.Y.) 
 
☆ 私がいましたいことは、PTAの方々や、農家の方々に私達が作ったお米を自由においしくたくさん食べてほしい

です。(S.S.) 
 
☆ 六月に三本ずつ植えたけれど、七月になると七本くらいに増えていました。石のようなものが手に当たったので

見てみると、ものすごく大きなタニシが五匹くらいいてとてもびっくりしました。(A.S.) 
 
☆ 農家の人には感謝しかありません。これがまた生えるとなると、大変すぎて足が死んじゃいそうです。(A.I.) 
 
☆ ずっと中腰だったので、腰がいたくなりました。田んぼの中にたくさんのタニシがいて、すごく痛かったです。色々

な人が来ていっしょに活動しました。現地の人があいさつをたくさんしてくれてとても嬉しかったです。(Y.I.) 
 

ちば環境情報センター・ 

谷津田プレーランドプロジェクト 
 

E-mail:hello@ceic.info 
http://www.ceic.info/ 

 (K.N.)  

 (Y.K.)  



☆ 草を抜いた後土に埋める事は初めて知った。根が付いたままだとまた成長するんじゃないかな。と思った。一歩
一歩が何か踏みそうで恐かった。(K.Y.) 

 
☆ ６月29日の田んぼは14℃で、７月22日は15℃でした。意外でした。おばあちゃんの家は18℃くらいでした。

草取って綺麗になって、美味しいお米を食べて元気になりたいです。(R.S.) ※水温を計ったんだね！(赤シャツ親父) 
 
☆ 雑草を取った時、根っこがすごく伸びていて、こんなにのびるのかと感じました。(T.A.) 
 
☆ 苗は19cmくらいだったのに40cmくらい成長していたのですごかったし、苗が増えていて驚きました。(K.I.) 
 
☆ 「どろに埋めて下さい」と言われたとき、びっくりしました。「草にはたくさんの栄養があるので、その栄養を

稲にあげてください」と、ていねいに教えてくれたので、一つわかるようになって、嬉しかったです。(M.F.) 
 
☆ カエルやだーとか、クモやだーとか、色々思ったけど、「わぉ～！深い!!」とか、「気持ちいい!!」とか、色々田ん

ぼの中でも楽しかったです！！。(Y.S.) 
 
 
★ 8 月期の活動 

 
 ・小学校田んぼに５体のかかしが立ちました！(８月 18 日 晴れ) 参加：大人６人, 小学生９人,(中学生１人) 

  
からっと晴れた好天気でした。 

小山谷津に渡る風も涼しく、創作 
には絶好の天気でした。小中学生 
アーティストたちが思い思いに腕 
を振るい、個性的な、５体のかか 
しが完成しました。 
※右写真の左から順番に紹介します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☆ ９月期～10 月期のイベント 

９月７日より稲刈りが始まりました。小山YPP では、コシヒカリ、古代米を
作って居り、稲刈りは、不定期、少人数で10 月いっぱいは続く見通しです。ご
興味がある、または、参加・見学等ご希望の方は、tomizo_i@nifty.com 赤シャ
ツ親父 までご連絡下さい。 

 

満開のモクレン 
3 月16 日小山町  
( 撮影・真理 ) 

■編集後記 長引く梅雨と日照不足が心配されましたが、８月に入ると一転、連日、

晴れ30℃超え(雨は３日間のみ)。稲の成長は一気に追いついた感じです。しかし、雑草も

旺盛！報告、遅れて申し訳ありません。コツコツと頑張って参ります。！(赤シャツ親父) 

作者：西崎莉菜さん, 松井美羽さん 

※ 毛糸で表現された髪型、お洋服の 

お洒落なコーディネートが魅力だね！ 

名前：宮野 空 

♥好きな物・こと 

・フリルのスカート 

・かわいい小物 

などなど色  々

・髪型を変えること 

名前：鼻毛君 

工夫：ズボンがずりおち 

ないように手に紐を掛 

けてくくりつけた。 

感想：楽しかった 

作者：萱野慶一くん, 松井勇翔くん 

※ わらで表現された前髪がイカス！ 

NBA Phonix SUNS のT シャツ、 

ジーンズ姿、左足を跳ね上げたポーズ 

が如何にもスポーツ選手だ！ 

名前：麦わら帽子ちゃん 

設計図： 

作者：稲富真理さん 

※ 設計図通りの可愛いお顔♪ 

ふっくらしたストレートヘアーを 

わら束で表現したところは工夫だね。 

名前：おおじっこくん 

作者：青木まさとくん 

   佐藤こうたくん 

※ 37 回千葉マリン 

マラソンの完走キャップ 

余裕の笑み！ 

素晴らしいランナーに違いない！ 

名前：ぴえんかし 

工夫：ぴえんの髪型, 

 顔を黄色にそめるところ 

作者：鵜澤花音さん, 加藤翔眞くん, 豊岡千笑さん 

        ※ バサッとした茶髪に粋な赤ハチマキが、ぴえん独特の 

黄色のお顔にマッチ！涙の訳を、知りたいな。 


