
根 っ 子 の 会 

日 時：2022.4.1（金）9 時 30～12 時 

出席者：壱岐・石崎・石堂・金子・佐藤・田中・綿引・三嶋 10 名 

市川・中島 

朝まで雨降りで 8 時には雨が止んで 少し寒かったけれど 9 時 30 分には集合ミーテ

ィング。サクラは満開、白いユキヤナギ・黄色いレンギョウも精いっぱいに咲いて、

ミクリ池の汚れは雨で沈んで綺麗な水面、園路には水溜りとサクラの花びら、ジャカ

ゴの道には新設の敷石があり、よかったですね。作業は中央園路と芝生広場に竹弓を

施設し お花見も楽しみました。 

＜作業＞  ①中央園路と芝生広場に竹弓設置 

②物見階段の補修、③廓から国道 6 号にはみ出す樹木枝を伐採除去 

④中央木道の階段上に丸太を設置、⑤移植地の刈払い除草と竹弓設置 

 

  

園路 階段に竹弓設置 

ミクリ池 キショウブ池の間に敷石を設置 土留めに丸太を設置 物見階段を補修、上の大板も要交換 

園路の階段下を改修 



 

十月桜 

ムスカリ ハナニラ 川岸にアリアケスミレが開花 

サクラ ユキヤナギ レンギョウ 



根 っ 子 の 会 

日 時：2022.4.8（金）9時 30～12時 

出席者：壱岐・石崎・石堂・金子・佐藤・田中・山崎・綿引・三嶋  16名 

市川・中島、小笠原、須崎・片田・和宇慶・佐野、河川清流課、西原 

万物が清らかで生き生きと輝く節季「清明」、風が少し強かったが よい日和で  

サクラの花びらが風で舞い、白いユキヤナギ・黄色いレンギョウも未だ見ごろ、ムラ

サキサギゴケが一面に広がり アリアケスミレがたくさん咲いて、春爛漫の景観が楽し

めました。ミクリ池の葦芽 あしかび が伸びて、湿地広場の雑草も生育が良好です。 

公園緑地課・河川清流課・西原造園が国道側の土地範囲を確認、十月桜辺りの区画が

公園の管理範囲になることの立会でした。その後 定例ミーティング開催、松戸市の異

動によるご挨拶があり、小金きよしガ丘 3 丁目の小笠原さんが入会の紹介、課題確認

の話・鳥の巣箱づくり提案があり 後半の作業開始の一日でした。 

＊４月 22 日 10 時 30 分から根っ子の会 総会の開催予定です。 

＜作業＞  ①刈払機 2台で湿地区画の除草作業、②水路の整備、③森の枝落としなど 

 

国道法面下の側溝を境界、番線・パイプ柱を撤去予定 親水広場の壁面を除草予定 

ムラサキサギゴケが一面に咲き アリアケスミレが増えましたね 

サクラが散り フジが咲き始めます 湿地エリアの除草 



根 っ 子 の 会 

日 時：2022.4.22（金）9 時 30～12 時 

出席者：壱岐・石崎・石堂・小笠原・金子・佐藤・田中・三原・山崎・綿引・三嶋 

市川・中島、  和宇慶・吉岡  15 名 

穀雨は「種まきや田植えの時期に降る雨」あらゆる穀物を潤し育てる恵の雨ですが

明け方までの雨が止み 晴天のもと 太陽が輝き 暑い一日になりました。前半は作業で

田んぼの草刈り、畦や周辺の除草を行い、池や水路の手入れなどそれぞれに整備作業

を行いました。パーゴラのノダフジが咲きハナバチがブンブン飛び交い、ムラサキサ

ギゴケやヒメオドリコソウなどの草花が花盛り、葦芽 あしかび が伸びて、湿地広場の

雑草も生育が良好です。 

10 時 30 分から 総会の開催、活動報告・会計報告・監査報告に続いて活動計画・予算

などの後は、活動についての意見交換を行いました。4 月の異動で 担当：和宇慶さん

と吉岡さん、3～4 月には中央階段下の整備・急階段右手に丸杭設置・キショウブ池通

路に敷石設置など目に見える対策の実施は 来園者にも好印象の取り組みにみえます。 

4 月 15 日は雨降りで作業中止、中央木道の基礎 横桟が腐って危険となったので 上板

を外しての大修理作業、公園開園から 15 年以上経つので各所でいろいろな補修作業が

必要です。今後は木道の大補修にも取り組むことになりますね。公園ボランティア活

動メンバーは超高齢化で どのように継続して行けるかの課題もあり、公園緑地課の 

智慧の出しどころを期待しています。4 月 29 日（金）は「緑と花のフェスティバル」

で、21 世紀の森と広場に参加ください。総会報告も添付します。 

29 日は倉庫のカギは空くようにします。壱岐・石崎・山崎・三嶋は作業欠席。 
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根っ子の会 活動報告 2021年度 

2022年 4月 22日 

１．活動概要 

昨年末よりデルタ株からオミクロン株へと急速に置き換わり、高い感染力の可能性が懸念され 

第 6 波が減少とは言え高止まりです。まん延防止等重点措置が終了されたが、感染力の強い変

異株ウイルスへの置き換わりで 引き続き感染防止策の徹底をはかる必要がある状況です。 

活動では イベントは中止でしたが、公園の保全作業は継続して実施してきました。 

（１）協働事業について 

1）樹林地や湿地帯の保全活動：春から夏にかけてヨシなどの生育が旺盛で、公園の良好な状態

を確保するために作業対応をしている。毎週金曜日を定例活動日。第 2 金曜日に作業と定例

ミーティング開催：作業活動＋イベント：44回、ミーティング：8回、観察会：12回 

2）作業の外部依頼：西原造園は定期的に整備作業を行っている。キショウブ池の整備（ハンゲ

ショウに注意）・ミクリ池のヨシ刈り・園路の整備・残材片付けなどを実施。 

3）イベント関係：コロナ感染注意期間のため 虫の観察会・夏休み工作教室・田植え体験・餅つ

き体験＝お楽しみ会等は中止、ミニ門松づくりは 会員向けの開催とした。田植え・稲刈り・

脱穀・籾摺りなどは根っ子の会メンバーで実施している。 

4）その他の活動 

① 階段・園路の土留め整備、園路などに竹弓を設置、各所の整備等  々

② 樹木の伐採、作業場の整備、中央木道の板の補修、田んぼ・水路の整備 

③ イス・テーブル・手すりなどの補修・塗装 

④ 稲刈り・脱穀・籾摺りなどの実施：来園の方や近隣の方々が見学 

⑤ 光ヶ丘小学校などの郊外学習、新松戸幼稚園、保育所等の見守りは実施なし。 

⑥ 今年は根木内小学校の家庭教育学級のイベントの開催は出来なかった 

5）広報活動について 

①ホームページ更新 

ホームページの管理運営について、活動報告を掲載。アクセス数：50,000回 

②掲示板の広報 

入口・芝生広場・城址口・倉庫の壁面に設置して コンテンツの入替えを実施 

③のぼり旗の利用 

活動日には、「のぼり旗」を入口に掲揚し、活動実施が分るようにしている。 

6）取組み課題について 

1）公園の整備方法について、ミーティングでの話し合いによる合意形成に努めてきた。 

2）地下水の補水設備は正常に稼働、排水マスは水路の整備時に利用しており、バルブの動きが

悪く、使用できない状況で 公園緑地課が対策検討。 

3）河川清流課が上富士川の浚渫と霜田橋下の親水広場の整備を行ったので、広場の川側と壁面

の除草整備を実施。 

4）カシノナガキクイムシのコナラなどへの穿入は目立たず、ナラ枯れはなかった。 

5）西原造園と作業区分けが出来ており、根っ子の会が出来ない作業は補完している。 

6）協働事業負担金によって、備品および作業用品を購入し、運営管理を行っている。公園の 

活性化を図るための作業に必要な消耗品・備品を購入し 良好な運営ができていると考える。 
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２．今後の事業展開 

1）作業管理について 

根っ子の会の会員間と公園緑地課で検討し、纏めたゾーニング図によって湿地を中心とした

作業管理を行っていく。 

2）会員の高齢化問題について 

2006年に根っ子の会が結成され、2009年に 2回目の公園ボランティア体験講座を開催した。

平均年齢が年々増えていく中で、会員の体力が減退し、作業戦力が弱体化して、お世話役（代

表や役員）を選任することも難しくなってきている。無理をせずに公園の維持管理に努めてい

くことで 少しは良い公園になるような継続作業を行うことでよいかもしれない。 

今後の活動について 根っ子の会と公園緑地課で継続して 協議・検討することが望まれる。 

3）協働のモデルケースについて 

樹林地と湿地帯を含む自然豊かな公園の保全管理の方法や公園の利用のあり方について協働

で進める試みは、先進的モデルケースとして継続発展させていく所存である。 

この公園での活動は、「豊かな自然」と「古来の歴史」を楽しめる場にしていくことですが、

何よりも「自分たちの街」を「自分たちの手」で「安全で、快適な、暮らしやすい街」にした

いという願いから生まれたものであり、「街のために」「皆のために」「自分のために」という、

やりがいのある活動である。この市民と行政の協働活動を継続することにより、松戸市が「豊

かで活力のある、住んでよかった街、住みたい街」になることを願っている。 

3．活動実績表 

 

№ 月日 作業時間 人数 作業内容
1 4月2日 9：30～12：00 7 お花見、園路・水路の整備、森の残材整理、
2 4月9日 9：30～12：00 10 園路・水路・竹林・移植地の整備、除草,
3 4月16日 9：30～12：00 9 ミクリ池清掃、水路整備、田んぼ整備、フェンス際の刈払、ミーティング
4 4月23日 9：30～12：00 11 湿地広場の除草、コナラにネット巻き、カワヂシャを移植
5 4月30日 9：30～12：00 10 刈払機で各所の除草、樹林地整備、ブロワーで通路清掃
6 5月7日 9：30～12：00 14 田んぼの耕うんと田均し、刈払機で除草、アオコ除去、総会、ミーティング

7 5月14日 9：00～12：30 10 田んぼの線引き、田植え
8 5月28日 9：30～12：00 11 ヨシ・ガマ刈り、除草、アオコ除去
9 6月11日 9：30～12：00 11 湿地広場・周辺の除草、フジの実を除去、アオコ除去、ミーティング
10 6月18日 9：30～12：00 9 説明看板尾設置、木道先階段手摺の補修、ロープ・杭の補修
11 6月25日 9：30～12：00 9 田んぼ周りや移植地の除草、各所ロープ・杭の補修
12 7月9日 9：30～10：30 5 湿地広場等の除草、ヨシ刈り、ミーティング
13 7月16日 9：30～10：30 9 田んぼの草とり、刈払機で除草、池・水路の整備
14 7月23日 9：30～12：00 9 園路の除草、刈払機、池・水路の整備
15 7月30日 9：30～12：00 9 芝生広場のウメを剪定 講師；高木さん
16 8月6日 9：30～12：00 7 田んぼの草とり、ガマの穂とり、階段周辺の除草
17 8月13日 9：30～11：00 3 №11エリアの除草、親水広場の除草
18 8月20日 9：30～12：00 8 田んぼの草とり、ガマの穂とり、階段周辺の除草
19 8月21日 9：30～12：00 7 中央階段上のオオスズメバチの処置
20 8月27日 9：30～12：00 8 中央木道先の階段補修、周辺の除草、アオコ除去
21 9月10日 9：30～12：00 9 ハザ掛け設置、移植地・№11エリアの除草、アオコ除去、ミーティング
22 9月17日 9：00～12：00 10 稲刈り、
23 9月24日 9：30～16：00 5 各所の刈払機・除草、親水広場の整備、ロープ張替え
24 10月8日 9：00～12：00 13 脱穀作業
25 10月15日 9：30～12：00 9 セイタカアワダチソウ処理、サクラに絡むツルを除去、枯木伐倒
26 10月29日 9：30～12：00 11 籾摺り、アオコ除去、刈払機除草
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観察調査会 

 

 

１）2022年度役員 

代表：壱岐貞俊、副代表・事務局長：三嶋秀恒、副代表・会計：市川佳子、監査：山崎 徹 

２）2021年度の会費を免除としたが 今年は徴収します。常時出席できない方は徴収しない。 

３）イベント関係は コロナ感染リスクのため、年度内の開催は難しいと考える。 

根木内小家庭教育学級から田植え・稲刈り・歴史散策の参加依頼があるので 対応する。 

27 11月5日 9：30～12：00 10 霜田橋辺りの植栽整備、サクラに絡むツルの除去
28 11月12日 9：30～14：00 9 籾摺り、アオコ除去、倒木の処理、ミーティング
29 11月19日 9：30～12：00 9 サワラ伐倒 架かり木処理、水路整備
30 11月26日 9：30～12：00 12 ヨシ刈り、エリア除草、アオコ除去、倒木処理
31 12月3日 9：30～12：00 10 斜面の刈払機除草・片付け・ゴミ拾い
32 12月10日 9：30～12：00 9 ミクリ池の排水作業、ロープの張替え、樹木伐採、ミーティング
33 12月24日 9：00～12：00 15 門松・ミニ門松づくり、
34 1月7日 9：00～10：30 4 入口～木道の雪掻き
35 1月14日 9：30～12：00 10 公園を一周して 今年の作業予定を確認、ミーティング
36 1月21日 9：30～12：00 6 空堀のササ刈り整備
37 1月28日 9：30～12：00 13 空堀のササ刈り、田んぼの耕うん
38 2月4日 9：30～12：00 8 空堀整備、田んぼの耕うん、
39 2月18日 9：30～12：00 8 竹林下草刈り、田んぼの耕うん、ソクズの除草整備、池の水抜き
40 2月25日 9：30～12：00 12 竹林整備、ミクリ池の排水、高枝ノコギリで手入れ
41 3月4日 9：30～12：00 12 竹林整備、竹の切り出し、高所の枝切り、池・水路の整備
42 3月11日 9：30～12：00 12 廓上段の整備、剪定枝の片付け、竹弓づくり
43 3月18日 9：30～12：00 8 廓下段の整備、剪定枝の片付け、竹弓づくり
44 3月25日 9：30～12：00 10 廓上下段の整備、竹弓設置

計 410

№ 月日 作業時間 人数 作業内容

1 4月17日      9:30～12：00 8 湿地の観察会

2 5月15日 9:30～12：00 7 湿地の観察会

3 6月12日 9:30～12：00 5 湿地の観察会

4 7月25日 9:30～12：00 4 湿地の観察会

5 8月21日 9:30～12：00 5 湿地の観察会

6 9月25日 9:30～12：00 5 湿地の観察会

7 10月16日 9:30～12：00 4 湿地の観察会

8 11月20日 9:30～12：00 2 湿地の観察会

9 12月18日 9:30～12：00 4 植物・鳥類の観察

10 1月15日 9:30～12：00 2 植物・鳥類の観察

11 2月19日 9:30～12：00 3 植物・鳥類の観察

12 3月19日 9:30～12：00 5 植物・鳥類の観察

計 54
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事 業 計 画 書 

１ 事業名称      皆でつくる根木内歴史公園ⅩⅤ事業 

 

２ 実施主体 

■ 事業担当課：  公園緑地課 

■ 協働事業者：  根木内歴史公園サポーター（根っ子の会） 

 

３ 先進的モデル事業での成果 

1） 行政だけで同じことをやることを考えれば、より軽い負担で、大きな効果 

（自然や歴史がより多くの人に享受できる）が得られた。 

2） 根木内歴史公園が市民活動の場となっており、且つ成果をあげていることが 

利用者に認識されて、利用者からの直接の要望、苦情は少ない。 

 

4 市の施策として実施する内容 

 （１）課題 

1） 公園を利用し楽しんでもらうことに終わりはなく、引き続き根木内歴史公園サ

ポーター（根っ子の会）との協働で「公園の活性化」を目指す。 

2） 公園にある資源（自然や歴史）を有効に活用するため、樹林地や湿地帯の保全

管理の方法や、土塁、空堀などの歴史的遺産の活用方法を、市民との協働の中

で見出していく。 

 （２）事業内容 

《実施事業》 

1） 定例活動（毎週金曜日） 

良好な景観維持や豊かな生態系をつくるための湿地や樹林地の保全活動 

2） 調査観察会等（月 1回） 

生態系の把握とその情報を広く公開するために行う植物の観察・調査等 

3） イベントの開催（随時） 

公園と市民（利用者）の接点を増やしていくためのイベント開催 

新型コロナ感染症の配慮から積極的な取組みは難しい 

根木内小学校家庭教育学級への支援：田植え体験・歴史散策会等 

4）根っ子の会の活動状況や利用者に有用な情報を提供するための広報活動 

① ＨＰに活動記録掲載  

② 掲示板への掲示コンテンツの掲載 

5）ミーティング（公園緑地課と第 2金曜日に開催） 

課題の整理、情報の共有化、方向性の確認をするためのミーティング 
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根木内歴史公園の作業チェックポイント 220422 

〇 1月 7日の活動日に全員で公園を見回り今年の作業ポイントを確認 

アンダーライン部は公園緑地課の判断で協議を行う 

木道：数ヶ所に不具合が発生している、ロープ柱 2 ヵ所が朽ちている、横板が外れそう、クギ抜、

来期の予算が決定、計画を確認、危険個所は応急処置を行う。赤テープで危険個所表示 

国道側の土地（十月サクラ辺り）：松戸市河川清流課の管轄地域で公園緑地課が管理する 

ことになり、西原造園が整備を進める予定。鉄パイプと番線を撤去して除草・整備管理  

霜田橋の下の「清流の広場」：除草整備を行う 

霜田橋辺りの植栽：除草・手入れ（ツツジなど）を行う 

移植地の除草：市川さんからの依頼により刈払機で年 3～4回を実施 

コナラ：ナラ枯れ対策でネット養生 昨年はカシナガの活動は兆候ナシ、4～6月に注目 

中央木道：土台部が沈み 横桟が腐れのため 部分補修を実施、今後も注意。 

階段下のベンチ辺りを補修し、砂利止めを実施したので、雨後の状況を 確認 

階段上の右側に杭棒を設置、ロープは後日の検討 

スギ倒木の丸太処理：西原造園が一部縦割り作業、 

中央階段から上に向って：竹弓は部分入替え、凹みは歩行に支障が無いように埋める 

作業エリア：伐採の枝葉は整理を実施済み 

物見台(階段を上った所)：階段を補修し、物見台は補修予定。中に降りると廓上段・廓下段に

分れ、2～3年は手入れをしていないので、冬の間に 枯れ枝・倒木・シュロ・ヤツデ・アオ

キを伐採（実施済み）。国道 6号に はみ出す樹木の枝を定期的に切断処理する必要あり。 

芝生広場：ロープの張替えなどは実施しており、掲示板周辺も良好 

芝生広場から流れ出る雨水の処理について浸透層を設けての対策を検討 

土塁切通し・土橋：竹フェンスの部分補修 

竹林：竹はトーケン方向に倒れても問題ナシ、冬場に若干の手入れを行う 

タケノコシーズンは 盗掘があり 

城址口植栽：ベンチが老朽化、放射能測定表示は撤去、土橋の陶板は交換を再要請 

土橋から下る赤道：草木・樹木を伐採、空堀のササ刈り整備を実施済み 

モミノキ林（右手）：見回りして枯れ枝など整備 

園路の枝落下：必要な場合は注意表示をして対策実施 

キショウブ池に向う園路：踏み石と小砂利を施設し対策済み 

キショウブ池の伐採：キショウブ伐採は 10月頃に西原に依頼 

ミクリ池：ヨシ刈りは西原造園が実施済み、水の汚れ対策は作業日に継続実施 

ミクリ池の田んぼ側のあぜ道を補修：波板を入れているが補修作業が必要 

田んぼ：耕うん機をメンテナンス、雨避けの小屋を作製 

№11エリア：市川さんの意見により作業 

中央木道右側エリア：除草後の残材＆川側の残材などは西原造園が処理 

サクラ並木園路：水溜りには小砂利を撒く作業 

その他： 

①ゴミ持帰り＝公園の環境美化、トイレ裏の分別処理について、その後の処置 

②情報共有化について、根っ子の会からは毎回の活動報告に記載している、 

公園緑地課からの情報伝達が必要。 



根 っ 子 の 会 

日 時：2022.4.28（木）9 時～13 時 

出席者：壱岐・石崎・石堂・小笠原・金子・佐藤・三原・三嶋 8 名 

 

4 月の後半は雨降りの日が多く、5 月 13 日（金）に田植え、14 日に根木内小 家庭

教育学級の親子で田植えを予定しており、田んぼは 耕うん後 水を張って 3～4 日後か

ら田均しを予定、日程が詰まっているので臨時作業の連絡です。田んぼの状態は草取

りをしてから耕うんで 28 日は臨時に草刈りと耕うん、田んぼ周辺の除草・整備を行

いました。 

 

日 時：2022.4.29（木）9 時 30～12 時 

出席者：壱岐・石堂・小笠原・金子・佐藤・田中  6 名 

 

耕うんは 前日に続き、右側の軟弱なところを耕うん機で耕し 畦塗り（黒塗り）を行

って水を張れるように整備をしました。緑と花のフェスティバルと重なってしまった

けれど少ない人数で頑張りました。この後は田均しを実施です。 

 

 



根 っ 子 の 会 

日 時：2022.5.6（金）9 時～12 時 

出席者：壱岐・石崎・石堂・小笠原・金子・佐藤・綿引・三嶋 10名 

市川・中島 

 

１）曇り空で風がなく 作業日和です。田んぼは耕うん後に水を張り田均しの段階で

す。木製のレーキを 2 本新規作成、古い 2 本も使用して 田んぼ 2 枚の代かきを実

施した。結構体力のいる作業でしたが 皆で作業をやれてよかった。 

＊次週 5 月 13 日は田植え、14 日（土）根木内小 家庭教育学級の田植え体験予定 

２）木道の不良個所に赤テープで印を付けた。①入口部分、②中間のトンボ池入口 

付近、③三差路から霜田橋に向う所、併せてロープ柱も傷んでいる箇所が増えて

おり、今年度中の補修計画の確認・打合せが必要。（佐野さんは来られるか？） 

３）先般河川清流課・公園緑地課・西原造園が立ち合い確認したところで、Ｕ字溝 

から移植地と呼んでいる所に排水が流失している。生活排水かもしれない。 

Ｕ字溝の手入れをしたが、公園緑地課と打合せが必要。（片田さんは来られるか？） 

 

 

  
三嶋秀

恒 

代かき完了   稲苗ヒメノモチ 

フェンス内に水が出る 外のＵ字溝を手入れ 

木道の不良 3 個所 



 

霜田橋から川側フェンス沿いの除草 

区画の丸杭交換とロープ補修   木道脇の除草   移植地の竹弓設置 



根 っ 子 の 会 

日 時：2022.5.14（土）9 時 30～12 時 30 

出席者：壱岐・石崎・小笠原・金子・三嶋・児玉 中島 7名 

和宇慶＋、根木内小家庭教育学級 18名（内 子ども 8名） 

13 日（金）は終日雨降り、土曜日の午前中は雨だが 昼頃から曇りの予報、朝の天気

予報では 10 時から曇りに変わったので開催しようとの決断で、9 時 30 分から準備開

始をしました。先ず田んぼの線引きを行い、湿地パーゴラに雨避けの屋根を設置： 

ブルーシートを張ったところで根木内小の子どもたちとお母さん・お父さんがやって

きました。飯田教頭先生も同席されて、開始の挨拶～根っ子の会の紹介と田んぼと田

植えとお米の話しをして、代表 壱岐さんから 稲苗 3～4 本を植える手順の指導をし

て、田植え作業を開始しました。子どもたちは裸足になって泥だらけになりながら 

大人たちの指導・見守りの中で楽しく田植え体験でした。公園緑地課の和宇慶さんが 

2 人のお子さんと来て 田植え体験、皆さんのお手伝い作業によって ケガもなく無事

終了しました。イカクンを用意してきた家族もいてザリガニ 

釣りに走る子もいて、楽しい一日だったようです。 

根木内小 皆さんの感想文 

・私が小 1の頃に田植えをして泥の感触をすごく覚えていて 

是非子どもにやらせたくて本当によかったです。 

・親子で貴重な体験ができ、ありがとうございました。 

・子どもにとってとてもいい体験ができて良かったです。 

・親子で夢中になって田植えをしました。昔の人は大変だったん 

だな～と思いました。良い体験ができ ありがとうございました。 

・ずっとやりたかったので夢がやっとかないました。子どもがいやがったのが意外でした。 

次回も是非参加したいです。 

・慣れない泥に大騒ぎの子ども達、始めは恐々でしたが慣れてきたらもっとやりたい！ 

と自ら進んでやる姿にちょっと感心、感動しました。楽しいと思ってもらえたのなら 

多少の汚れも気になりませんね。 

 
三嶋秀

恒 

今年の稲苗はヒメノモチ 田植え完了 



根 っ 子 の 会 

日 時：2022.5.20（金）9 時 30～12 時、天気：曇り 

出席者：壱岐・石崎・石堂・小笠原・金子・佐藤 進・田中・綿引・三嶋 

市川・児玉 中島      12名 

先週は雨の予報でしたが 少し時間を遅らせて田植えができました。根木内小家庭教育

学級の親子 18 名は 新任の教頭先生が同行され、開始頃には雨が上がり 子どもたちは

泥んこになりながら楽しく田植え体験をしました。お父さんお母さんも初めての体験

だったようで、スタッフの頑張りもあって 田植え完了、少し稲苗が足りなかった。 

間もなく梅雨に入るが 曇りの作業日和、①田んぼの水位調整、②水路脇と池の周りの

ヨシ刈り、③十月桜下のクズ・ヤブカラシの根の除去 西原造園が 2 週間前に除草した

ところが伸びてきた、④霜田橋下の親水広場の壁面の除草整備、⑤移植地の除草・整

備、⑥木道沿いのヨシ刈り等々、手分けをしての作業でした。 

 

三嶋秀恒 

三嶋秀

恒 

水路側田んぼ・手前の田んぼの水位調整 十月桜エリアの除草 

水路脇のヨシ刈り トンボ池周りも整備 木道入口のヨシ刈り 

移植地の手入れ   親水広場の壁面の草刈り 



根 っ 子 の 会 

日 時：2022.6.3（金）9時 30～12時、天気：曇り 

出席者：壱岐・石崎・小笠原・金子・佐藤進・須藤・田中・綿引・三嶋 

市川、 和宇慶・片田     12名 

先週は雨降りのため作業休止、梅雨入り前の天気は不安定で 午後からの降り始め予報

ですが、作業中は特に問題なく 曇りで 作業は汗をかきました。田植え後の稲は安定

してきましたが ウキクサが増えてきたので 除去作業：小さな葉っぱの浮き草は根が

しっかりあって太陽光を遮るため今の段階では除去することが必要です。除去方法？ 

芝生広場の雨水対策として浸透方式のため社会教育課が試掘を行って 実施の確認が出

来たとの報告でした。当面はう回路利用とのことで特に問題ナシです。 

作業確認 

➀水路沿いの除草、②川側のヨシ刈り、③ハンノキ島の整備、④十月ザクラ広場の

手入れ（クズやヤブカラシ根の除草整備）、⑤移植地の除草整備（ウマノスズクサに

ジャコウアゲハの幼虫が大きくなってきて 今年もチョウが楽しみ）、⑥広場の池の

ロープ丸杭 20本が老朽のため 西原造園が年内に交換作業予定。⑦一輪車が老朽化

で不具合のため 購入検討。⑧田んぼの手入れ作業 

 

三嶋秀恒 

三嶋秀

恒 

田んぼの水管理とウキクサ除去 川沿いヨシ刈り  ハンノキ島手入れ 

川沿いヨシ刈り  ハンノキ島手入れ 

調査工事の表示 掘削現場 



根 っ 子 の 会 

日 時：2022.6.10（金）9時 30～12時、天気：曇り 

出席者：壱岐・石崎・金子・田中・山崎・綿引・三嶋 

市川、中島      9名 

先週は雨降りのため作業休止、梅雨入り前の天気は不安定で 午後からの降り始め予報

ですが、作業中は特に問題なく 曇りで 作業は汗をかきました。田植え後の稲は安定

してきましたが ウキクサが増えてきたので 除去作業：小さな葉っぱの浮き草は根が

しっかりあって太陽光を遮るため今の段階では除去することが必要です。除去方法？ 

芝生広場の雨水対策として浸透方式のため社会教育課が試掘を行って 実施の確認が出

来たとの報告でした。当面はう回路利用とのことで特に問題ナシです。 

作業確認 

➀水路と水路沿いの除草、②川側のヨシ刈り、③中央池の島の除草・整備、 

④十月ザクラ広場の手入れ（クズやヤブカラシ根の除草整備）、⑤広場の池のロープ

丸杭を交換補修。⑥田んぼウキクサ除去作業、⑦サクラ並木沿いの枝伐採（邪魔な枝） 

⑧移植地と№11エリアの除草手入れ 

三嶋秀恒 

三嶋秀

恒 

田んぼにウキクサが増えて     水路と水路脇を整備              中央池の島周りを整備 

田んぼ山側のコナラが一部枯れ始め  中央園路のドクダミを刈込み     木道三差路のヨシ刈り 

池周りの丸杭交換補修      十月桜広場の根っこ除草          芝生広場降り口の浸透工事完了  



根 っ 子 の 会 

日 時：2022.6.17（金）9時 30～12時、天気：曇り 

出席者：壱岐・石堂・小笠原・金子・佐藤進・須藤・田中・三原・綿引・三嶋 

中島      11名 

来週 21日は「夏至」で昼間が一番長くなる時期です。日曜日は「父の日」で母の日

はカーネーションだったが 父の日は バラのようです。どこかバラ園に行ってみよう

かな～！ 集合時は 曇り空で日中は暑くなる予報で これからは熱中症に気をつけての

作業になります。作業分担を確認してスタートです。梅雨の時期で雨の予報が度々出

ているが 田んぼの水が少し減って土が出るような状況なので 地下水を出しての調整。 

「子どもたちの健やかな成長を願って」中金杉の小金北小学校校庭内の裏山を利用し

た滑り台などある冒険山で活動する「冒険山開放委員会」の方々が 根っ子の会の活動

をみに来られました。コロナ禍で遊び イベントは自粛しているけれどザリガニ捕りな

ど子どもたちや家族連れで賑わい、近隣小学校・幼稚園児童が来て楽しんでいるので

皆さんで遊びに来られるよう勧めました。 

作業確認 

➀水路整備と水路沿いの除草、②川側のヨシ刈り、③広場の池のヨシ刈り、 

④湿地広場の除草、⑤十月ザクラ広場の手入れ（クズの除草整備）、⑥田んぼウキク

サ除去作業、⑦湿地パーゴラのフジ蔓除去、⑧中央園路から湿地にかかる高木枝の伐採、 

⑨移植地エリアの除草 等々 

 

三嶋秀

恒 

田んぼの水調整とウキクサ除去   水路のヘドロの除去と除草作業     川側のヨシ刈り 

広場の池の周りの除草   十月桜広場のクズ ヤブカラシ除去  湿地側に繁る高木の枝の伐採 



根 っ 子 の 会 

日 時：2022.6.24（金）9時 30～12時、天気：曇り 

出席者：壱岐・石堂・石崎・小笠原・金子・佐藤進・須藤・田中・山崎・綿引・三嶋 

市川・      12名 

今週は太平洋高気圧が張出して 梅雨前線が押し上げられ、真夏の予報で直射日光の

所は 30℃を越えて 熱中症の心配をしながらの作業でした。トラノオが咲き始め ハグ

ロトンボも飛び始めました。木道は活動日ごとに劣化が進み 部分補修が必要になって

くる状況。 

作業確認 

➀水路整備と水路沿いの除草、②広場の池周りのヨシ刈り、 

③川側のヨシ刈り、④十月ザクラ広場の手入れ（クズの除草整備） 

⑤湿地広場の除草、⑥田んぼウキクサ除去作業、 

⑦中央園路から湿地にかかる枝の伐採、⑧移植地エリアの除草 

 

三嶋秀

恒 

田んぼ周りの除草 ウキクサ除去   山側の枝の片付け作業         水路のヘドロの除去と除草作業 

広場の池周りのヨシ刈りを頑張った！  川側のヨシ刈り 除草作業        高枝ノコで高所枝を伐採 

十月桜エリアの整備：クズの根 ヤブカラシ除去、霜田橋辺りの除草、    木道三差路の除草、ロープ柱が崩落 

ハグロトンボ 

オカトラノオ 


