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春の当会の行事予定  

○「湿地を守る日２０１０」 

渡良瀬遊水池自然観察会    ──植物、 昆虫、 野鳥── 

共催 渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会  

日本野鳥の会栃木県支部 谷中村の遺跡を守る会 

                                  渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする会 

日 時  ５月９日(日) 午前９時～１２時  小雨決行 

集 合  遊水池会館前駐車場 東武日光線「藤岡駅」より 

徒歩１５分（栃木県栃木市藤岡町藤岡 1788） 

講 師  

 植物等： 青木 章彦 氏 

（作新学院大学女子短期大学部教授・ 

環境教育ネットワークとちぎ代表・ 

当会代表世話人） 

       野 鳥： 日本野鳥の会栃木県支部 

       昆 虫： 田中 清貴 氏 外 

                     （とちぎ昆虫愛好会会員） 

観察場所 谷中村史跡保全ゾーン等 

観察方法 植物等、昆虫、野鳥のグループに分かれて観察 

     観察地までは車に分乗して移動 

 

観察会に引き続き、ヨシ笛演奏会（ P２参照）                  

ウマノオバチ（昨年の観察会） 

http://watarase-kyougikai.org/mirai-kikin/
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ヨシ笛演奏会 

観察会に引き続き、５月９日１２時～１２時４０分 史跡保全ゾーン内谷中村役場跡で 

（雨天時、藤岡町スポーツふれあいセンター（トンガリ帽子の建物）、栃木市藤岡町藤岡 1218-1） 

演奏者 レイクリード 

菊井 了氏（近江八幡琵琶湖よし笛アンサンブル代表、ヨシ笛考案者） 

近藤ゆみ子氏（ヨシ笛とピアノ・シンセサイザー奏者） 

  演奏後――ご希望の方に「お試しヨシ笛演奏」をご指導くださるそうです。 

＜参加費無料＞ 

問い合わせ先：TEL･FAX とも P１の事務局、 E-mail  h_uchida024@yahoo.co.jp（内田） 

主 催：ヨシ笛演奏会実行委員会          

後 援：国土交通省利根川上流河川事務所  

 

○わたらせ未来プロジェクト「足尾植樹デー」（安蘇沢等予定） 

 今年も安蘇沢等での植樹を行います。足尾に緑を育てる会の植樹デー（他団体の活動案内 

欄に記載）とは別の日です。 

今回は当会で古河市内にお借りしている農地で育てた苗を主として植樹します。秋の足尾 

のドングリ拾い等で育てた苗を提供していただける方は、土等の準備が必要ですので、苗の 

数を事前に連絡お願いします。 

なお、小さい苗はシカに食べられてしまう可能性が強いため、比較的被害の尐ない「足尾 

に緑を育てる会」の管理地に植樹（当日）する予定です。 

 

開催日 ５月２３日（日） 予備日 ５月３０日（日） 

集合時間・場所 

車利用者  午前１０時 足尾・銅親水公園駐車場（大畑沢の先、車止めゲート手前左下） 

       遅れると、安蘇沢に入るゲートが開きませんのでご注意ください。 

 電車利用者 人数により、後日、集合場所・時間を決定します。参加申し込み時に「電車 

利用」とお伝えください。 

各自で準備するもの 昼食、飲物、軍手、作業しやすい服装、帽子、雨具 

        （作業用具を準備しますが、なるべく各自使い慣れたものをお持ちください。） 

活動時間 昼食を含め約５時間の予定（午前中のみも可） 

参加申込 ゲートから安蘇沢植樹地に入る車の台数を事前に報告しなければならないため、 

参加者は５月９日までに下記に事前連絡をお願いします。特に電車利用者は、 

早目に連絡をお願いします。 

申込・問い合わせ先：TEL･FAX･E-mail とも P１の事務局 

 

○ ヨシ腐茎土作り  

  昨年１２月のヨシ刈りデーで刈り採ったヨシで、今年の腐茎土作りの１回目の作業（ヨシ 

裁断と敷き詰め）を次のように行います。 

 日時 ５月２９日（土）午前９：００～１１：３０ 

 場所 栃木市藤岡町（詳細は事務局に確認のこと） 

 

mailto:h_uchida024@yahoo.co.jp


 3 

○ ’１０年度定期総会               

   日時 ６月２０日 (日) １４時～  （受付開始１３時４５分） 

 会場 古河東公民館２階 会議室（予定）（変更の場合は、おって通知します） 

茨城県古河市東３－7－１９ 

     （ＪＲ古河駅東口から徒歩１０分） ＴＥＬ０２８０－３２－５５３３ 

 議題  前年度の活動報告・会計報告と今年度の活動計画・予算案の審議が主議題です。 

 問い合わせ先：TEL･FAX･E-mail とも上記事務局  

 

○ 他団体の活動への参加と観察会のご案内   

1 足尾に緑を育てる会「春の植樹デー」 

日時 ４月２４日(土)、２５日（日）の両日 

  「わたらせ未来基金」としては、２５日 

（日）に参加します。 

集合 午前９時３０分～１３時 ＊雨天決行 

銅（あかがね）親水公園 

（駐車場は足尾ダム横のゲートの先） 

詳細は、ウェブサイト http://www.ashio-midori.com/ をご覧下さい。 

 

２  大和田真澄氏の植物観察会 

    開催日時は、５/１(土)等、大和田氏個人の主催です。詳細は、同氏のウェブサイト 

   http://www.ryomonet.co.jp/mo/mo/ 「ニュース」のページをご覧ください。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

主な活動の報告 

○「どんぐり拾い」と植樹地整備 

昨年１０月１８日（日）、例年どおり足尾・銀山平から舟石峠方面のどんぐり拾いを行い 

ました。当日は２０名の参加者があり、栽培し植樹するのに十分な量のどんぐり拾いができ 

ました。 

午後には安蘇沢植樹地の整備を行い、あわせてヨシ腐茎土を利用した土作りも継続して 

行っています。 

 

○「ウォーク the わたらせ ―源流から渡良瀬湿地帯へ―」 第 7 弾 

一昨年秋の「大間々～足利・葉鹿橋」に引き続き、昨年１１月１日（日）、第 7 弾として 

「太田頭首工～足利・田中橋」間を歩きました。 

当日は、田中正造大学事務局長の坂原辰男さんと同大学会員の木村歩さんにご案内いただ 

き、太田頭首工・毛里田の「祈念鉱毒根絶」の碑・三栗谷用水等を巡りました。中流域の人々 

が、鉱毒に苦しみながらも生きるために戦ってきた場所、水の確保に苦労してきたことが 

感じ取れる場所を巡るウォークで、渡良瀬川鉱毒根絶太田期成同盟会の板橋明治会長にも、 

いまだ衰えぬ熱い思いを語っていただきました。 

http://www.ashio-midori.com/
http://www.ryomonet.co.jp/mo/mo
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○ヨシ刈りデー  

＜その１＞ 

史跡保全ゾーン駐車場北側のヨシ原において、昨年１２月１３日（日）に実施しました。 

４６名の参加者があり、１００束以上のヨシを刈り集め、今年の腐茎土作りに使用します。 

一昨年刈り採ったヨシから作った腐茎土（腐葉土）を希望者に配布し、好評を得ました。 

＜その２＞ 

 横堤の屋敷林の保護のため、ヨシ焼き前の防火帯作りを２２名の参加者により１月２４日 

（日）に行いました。 

＜その他＞ 

 例年依頼により実施している古河第七小学校生のヨシ刈り体験が昨年１２月１6 日（木）

にありました。当日は、５年生８６名の参加があり、賑やかに行われました。 

今年２月には、当会会員の針谷不二男氏等による七小職員向けヨシズ編み研修が行われ、

他の会員も助手として参加しました。 

 

○ヨシ焼き前のゴミ拾い 

 

 ３月１４日（日）、今年も写団渡良瀬、フォト野

鳥ネットワーク、佐野市の写真愛好家グループ、

その他の有志とともに渡良瀬湿地帯のゴミ拾いを

行いました。参加者は約３０名で、徐々に活動の

広がりが感じられます。 

 

 

 

○滋賀県のヨシ関係活動への参加 

 助成金の利用等により、滋賀県のヨシ刈りやヨシ産業交流研究会等に参加しました。 

 

ヨシについて、滋賀へ研修に行ってきました                    

内田孝男(10/23､2/21)・塚田啓一(10/24） 

Ⅰ、「びわ湖環境ビジネスメッセ 2009」等に参加（長浜市） 

 平成 21 年 10 月 23 日（金）午前、滋賀県長浜市で開催された「びわ湖環境ビジネスメッセ

2009」を見学、午後はヨシ産業交流研究会「琵琶湖のヨシ活用を盛り上げよう！」に参加。

又 24 日（土）は午前：長浜市主催のヨシ植栽、午後：淡海環境保全財団のヨシリーダー養成

講座に参加してきた。 

 23 日午前 11：30 頃、会場・長浜ドームのある田村駅に降り立つと全ての人の足が会場方向

であった。午前中、ドーム内で淡海環境保全財団が出展しているブースを 30 分ほど訪ねた。

大きく分けて”ＣＯ２ダイエットコンテストｉｎおうみ”パネル展と、琵琶湖のヨシを利用

した製品が展示してあった。パネル展は淡海環境保全財団が 6 月より公募していた県内各地

のＣＯ２削減の取り組みの発表、ヨシ利用は従来のヨシズや簾以外の新しい製品の展示であ

った。最近はヨシを加工し他の性質のものと混ぜて、様々な品物を開発、商品として販売し

ている。 

午後は場所を長浜バイオ大学 中講義室１に変えて、ヨシ産業交流研究会「琵琶湖のヨシ
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ハイパー竹杭 漂砂防止作業 ハイパー竹杭 漂砂防止作業 水際１ｍ位からヨシ植栽 

活用を盛り上げよう！」（13:30～16:30）というセミナーに参加した。 

 内容は、 

１、環境団体・企業の取り組み 

（１）13 時 30 分～14 時：ハイパー竹杭を使った琵琶湖岸へのヨシ植栽の取り組み 

   長浜アメニティ会議 会長 沢尾 武廣 氏 

（２）14 時～14 時 30 分：企業ＣＳＲ活動としての琵琶湖のヨシ刈り、ヨシ植え活動 

   滋賀銀行総合企画部 ＣＳＲ室長 西堀 武 氏  

（３）14 時 30 分～15 時:ヨシ腐葉土を使ったヨシ米づくり 

   草津市下物町 北出 和雄 氏 

２、ヨシ商品の紹介と開発苦労話［15 時 30 分～16 時 20 分］ 

  1.あじさい園(守山市) 「社会福祉法人とヨシ紙利用」 

  2.新暁会(長浜市)   「ヨシ繊維」 

  3.ワイエス商事(京都市)「ヨシバイオプラスチック成型品」 

  4.（株）豊葦原会(安土町) 「ヨシ粉末と食品」 

 

約 50 名の参加で、講演ごとに質問を受け付け活発な意見の交換等もあった。特にヨシ米作

りは、撒いたヨシ腐葉土が代掻きで水面に浮いてしまい、土とマッチさせるのが大変で継続

的に使用していくにはまだまだ工夫が必要との事。皆さん熱い思いで来ているだけに、時間

を忘れる交流会でした。                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

淡海保全財団 展示会場         京都新聞記事に載った写真（右角が筆者） 

 

24 日午前は長浜市が主催し、前日講演のあった長浜アメニティ会議が共催するヨシ植栽イ

ベントに近隣市民とともに参加し、長浜農業高校生が育成したヨシの苗を琵琶湖岸に植えた。

また、淡海環境保全財団が開発したハイパー竹杭による湖岸に並行した砂の移動を食い止め

る作業も同時に行われ、見学した。 
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参加者達 

企業の人達 

ゲージ 

午後は、宮城県や鳥取県等からの参加者とともに上記財団のヨシリーダー養成講座で琵琶

湖周辺のヨシの生育状況に関する説明等を受けた。 

琵琶湖周辺に住む人がヨシを大事にし、ひいては環境を守ろうという強い思いに接した２

日間だった。 
            

Ⅱ、ヨシ刈りに参加（安土町・西の湖） 

 平成 22 年 2 月 21 日（日）、風もなく天気は快晴。会場に着くと、もうかなりの参加者が受

付を済ませ、それぞれウォーミングアップや談笑していた。直ぐ近くに西の湖の水面、そして

ヨシ原が見える。その先に琵琶湖の山々が見える。近江八幡城址、ゆっくり右に見ていくと安

土城址、ここは歴史のあるところだし、なんともいい景観。

まもなく主催者の挨拶と実施の意義、そして担当者からの注

意事項等が終わり、いよいよ現場に向かう。歩いて数分、道

路脇はもうヨシ原。聞くと育てているのだという。 

 ハンドマイクで刈り方の説明が有り、鎌をわたされヨシ原

に入る。地元の人だろうか足元に変な箱がある。40ｃｍ四方

で深さが 5ｃｍ位、一つの面に 30ｃｍくらいのベニヤ板がウ

サギの耳のように取り付けられている。ちょっと尋ねてみた

らヨシを束ねる太さを揃えるゲージだ、という。なーるほど

よく考えたものだ。今まで何回もやって来てどうしてこんな

事に気が付かなかったのだろう、自分の頭の固さにがっかり。

足はわたらせ遊水池と同じヨシ原湿地の感触というか、軟ら

かくもあり硬さも有るような。同じ土だな、と思った。 

 皆と和気藹々に刈って行く。同行した S さんが近くの若者

に声をかける。       

「若いね、高校生？」「いえ、働いています。」       

聞けば JR だという。ふと、遊水池で協力いただ

いている人たちが頭に浮かんだ。ゲージ箱に刈

り取りヨシがたまっては、荒縄で縛り、運び出

す。穂先はカットしない。全部 K 株式会社が      

ヨシ紙にするとのことだった。 

ヨシ刈りに参加して［１よし］と印刷された

小さな紙片をもらった。これは今日だけ会場で

１００円として使用できるという。昼前に刈り

取りは終わり会場に戻ってヨシ団子と交換して

食べた。 

１００名を越える参加した皆さんのさりげな

い熱意、また多くのボランティアの人達が力を

合わせ盛り上げようとしている努力。琵琶湖ヨ

シ原も１つの場所だけが頑張っても、全体の景

観、保全にはつながらない。皆が、昔あった豊

かな環境をとりもどす道を進めていると、強く

感じたヨシ刈りだった。 
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太田頭首工 太田頭首工 

祈念鉱毒根絶の碑 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「ウォーク ｔｈｅ わたらせ」参加記 

「ウォーク the わたらせ」に参加して 

                         浅 野 正 富 

２００９年１１月１日に開催された「ウォーク ｔｈｅ わたらせ」に、初めて参加しまし

た。７回目となる今回のコースは、群馬県の太田頭首工から足利の田中橋までのコースです。

私は、２０年ほど前数年間小山から足利の旧市街まで車で通勤していましたが、当時は遊水

池や足尾に関する運動には全く無縁で、足尾の鉱毒被害の跡を巡りながら渡良瀬川に沿って

歩くというようなことを考えたこともありませんでした。今回はこの２０年の間の自分の変

化も感じつつ、当日の参加者１３名の皆さんと一緒に、田中正造大学の坂原辰男さんと足利

在住の木村歩さんにご案内いただき、太田から足利まで渡良瀬川沿いのウォーキングを楽し

ませていただきました。 

スタートの太田頭首工は、渡良瀬川に設

けられていた３か所の堰をひとつにまとめ、

太田市、足利市、館林市などに広がる水田

の用水を確保できるように築造されたもの

です。ここにも鉱毒対策が施されており、

太田頭首工から幹線水路約２．５キロメー

トルの地点にある太田沈砂池で、足尾から

流れてくる土砂を沈殿させて排除していま

した。 

頭首工の後は太田市毛里田地区に向かい

ました。毛里田地区では１９５８年に足尾

の源五郎沢堆積場が決壊して、多量の鉱毒水が渡良瀬川から水田に流れ込み、この被害を受

けて、毛里田村鉱毒根絶期成同盟会が結成されました。１９７１年にカドミウムが玄米から

検出されたことを契機に、同盟会は、足尾銅山を経営していた古河鉱業を相手取り、総理府

公害等調整委員会（当時）に損害賠償の

調停を申立て、１５億５０００万円の賠

償金を勝ち取っています。その後韮川の

同盟会と合併して渡良瀬川鉱毒根絶太田

期成同盟会と改称されていますが、当日

は、祈念鉱毒根絶の碑の前で同盟会の会

長板橋明治さんに出迎えていただき、調

停前後の状況からその後に実施された公

害防除特別土地改良事業に至るまで詳し

く説明していただきました。一見のどか

な田園風景そのものですが、板橋さんの

お話を伺うことにより、毛里田地区の

方々の鉱毒被害による大変なご苦労に思

いを馳せることができました。             

太田から足利にかけては、三栗谷用水を見学しながら歩きました。この用水では、鉱毒に

汚染されていない伏流水や地下水を農業用に使うため、集水用の地下水路が作られています。

実際に見てみると、とても大規模な事業だったことが分かります。その後渡良瀬川の河川敷

に入り、ゴールの田中橋にたどりつきました。 
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渡良瀬川下流の鉱毒被害対策では、谷中村を廃村にして作られた渡良瀬遊水池が有名です

が、今回のウォーキングで、その上流の渡良瀬川流域各地でも、大変な労力と費用が長年に

渡って投じられ、鉱毒被害対策が延々と続けられていることをしっかり確認することができ

ました。今後、私たちが、足尾や渡良瀬遊水池の保全活動に取り組んでいく上で、先人たち

の鉱毒根絶の誓いを確実に引き継いでいくことの重要性を実感しました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ヨシ腐茎土 

○ヨシ腐茎土の活用について 

昨年も、栃木市の大平山アジサイ坂、桜並木、大覚寺のしだれ桜に使用されました。その 

他、２軒のイチゴ栽培農家と花栽培農家での試験的使用（後段に手記掲載）も行われました。 

当会では、従来から足尾・安蘇沢の植樹地においてカットした乾燥したままのヨシととも 

に腐茎土を利用してきましたが、一昨年から現地においてヨシ腐茎土を利用した新たな土作 

りの試みも行っています。 

 実際に使ってみた方のご意見をお待ちしています。 

 

○ヨシ腐茎土作りについて 

 ヨシ腐茎土作りは、一昨年からＮＰＯ法人渡良瀬エコビレッジと共同で行うようになり 

ました。 

 皆さんの作業への積極的なご参加をお願いします。 

 ２ページに掲載のとおり、５月２９日（土）午前９時から、昨年ヨシ刈りデーで刈った 

ヨシの裁断と広く敷き詰める作業（延ばし）を行います。その後のヨシの積み上げと切り 

返し作業は、ヨシの発酵の具合により作業日を決定（７月中旬頃）しますので、参加ご希望 

の方は、時期が近付きましたら当会ホームページの「ブログ」をご覧ください。 

 

○花栽培農家からのたより 

千葉の花栽培農家から腐茎土利用の花栽培について書いていただきましたので紹介します。 

かなり良い感触を持ってもらったようです。 

 

             ヨシ堆肥について 

                              千葉県いすみ市 

                              君塚 隆 

シクラメン栽培に利用し、結果としては非常に良かった！ 

＜理由＞ 

ここ２～３年、シクラメン栽培後半において液肥を使っており、暖房を始めてから、どう

も晴れた日には「シオレ」がでてきてしまっておりました。特に昨年度はひどかったので、

何かいい方法はないかと考えた次第です。 

用土の状態が、水はけが悪かったのではないかと考えられます。 

そこで本年、ヨシ堆肥を使わせていただいたところ、「シオレ」は大分無くなり、結果とし

ては非常に良かったです。来年度においても使ってみたいと思います。ただ、どの位の量を

使うかという事が、これからの課題だと考えます。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

渡良瀬湿地帯に関する情報 

○渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会 

＊第９回委員会（１０月２６日） 

 主な議題は、①新規実験計画、②段階的な施工計画と順応的管理、③モニタリング委員会

（仮称）の設置、④湿地保全・再生基本計画の骨子についてでした。 

 新規実験計画については、①水位安定型実験地、②水位変動型実験地、③湿潤環境形成実

験地、④環境学習フィールド（２箇所）が提案され、概ね了承された。段階的な施工計画と

順応的管理に関しては、第１段階として、２１年度と２２年度に、上記の①から④を施工し、

その後、実験地間のエリアに湿潤環境を創し、PDCA サイクルを回しながら順応的管理をす

ることが了承された。なお、地元の要望もあり、まず、環境学習フィールドから試験掘削を

開始する予定（＊）。モニタリ

ング委員会（仮称）が提案され、

設置の方向性は了承され、次回

の委員会に詳細が提示される

こととなった。湿地保全・再生

基本計画の骨子が提示され、内

容について議論した。骨子をも

とに事務局で素案を作成し、各

委員に送付して意見を集約し

て、第１０回委員会に渡良瀬遊

水地湿地保全・再生基本計画

（案）を検討することになった。 

＊２２年２月には施工が開始

された（右写真のとおり）。 

 

 

 

 

第１０回委員会（２月２５日） 

 主な議題は、①ハイパーリモートセンシングの解析結果、②渡良瀬遊水地湿地保全・再生

基本計画、③モニタリング委員会 

 セイタカアワダチソウの分布状況を把握するために、ハイパーリモートセンシングを行っ

たが、解析に時間がかかり最後の委員会での発表となった。その結果、第二調節池の全域に

わたってセイタカアワダチソウが分布していることが明らかとなった。今後は、試験掘削地

でセイタカアワダチソウの動態をモニタリングしていくことになる。湿地保全・再生基本計

画（案）について議論し、微調整の上、了承された。修正案を各委員に送付し、確認後、事

務局と委員長で最終的に責任をもつことになった。 

モニタリング委員会を設置することが了承された。モニタリング委員会は、年数会開催す

る予定。委員会の役割は、「湿地保全・再生基本計画」に基づいて事業の監視・助言を行う。

特に、モニタリング項目の確認、モニタリング結果の評価、保全再生手法の検証及び保全再

生手法への反映を担うことになる。なお、湿地保全・再生検討委員会は、モニタリング委員

会の親委員会として形としては存続することになる。 
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休止期間を含めると長年にわたった「湿地保全・再生検討委員会」は今回の１０回委員会 

で、一区切りとなった。今後は、モニタリング委員会が湿地保全・再生の順応的管理を実現 

するために中心的な役割を担っていくことになる。青木にもモニタリング委員会への参加へ 

の打診がきており、今後とも、皆さまのご助言とご協力をお願い申し上げます。 

 

                               記 青木 章彦 

                    （両日とも青木代表世話人が委員として出席） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

その他のお知らせ 

○ 宇都宮市立陽東小学校から寄付金 

  毎年、「渡良瀬の環境を守る活動に役立てて下さい」と、陽東小学校生がアルミ缶を回収 

して得た代金をいただいており、今年も同小の総合的学習の授業に青木代表等が出向いた 

際にお預かりしました。子どもたちの思いを受け止めて、未来に繋がる活動を確かなもの 

にしなければ、と強く思っています。 

 

○年会費 2,000 円の納入をお願いします。年度途中の入会者は、入会月で結構です。 

 

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

9.05  ヨシ腐茎土の切り返し（2 回目） 

10.10  ヨシ腐茎土切り返し（第 3 回） 

10.31 足尾・安蘇沢 シカよけネット用支柱工事   

10.31・12.19 腐茎土袋詰め 

11.21 ドングリ苗木植え替え 

11.22 安蘇沢 支柱へのシカよけネット張り   ⇒ 

12.12  ヨシ刈り準備 

1.23  屋敷林防火帯作り準備 

2.23  宇都宮陽東小「総合的学習（環境）」の授業 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

編集後記 

   以前、滋賀県に行った時に手に入れたヨシ笛は、1 オクターブ上げる時の吹き方がわからずその

ままにしてしまった。ヨシ笛考案者の菊井氏が演奏会に来られるとのことで、演奏はもちろんだが、

演奏後の「お試し・・・」を楽しみにしています。 

その他の活動日誌（2009 年 9 月～2010 年 3 月） 


