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①

九 月 六 日 （ 日 ）、 名 草 江 保
地河川自然公園をメイン会
場として、第七回フラワーフ
ェスティバルを開催しまし
た。
オープニングセレモニー
では来賓の方々から、ふるさ
と自然塾への励ましのお言
葉をいただきました。ステー
ジではその後、名草小学校吹
奏楽部の演奏、八木節、オカ
リナコンサート、和太鼓演奏
が披露されました

十一時からは、フェスティ
バルで一番人気の「イワナの

つかみ取り」を実施しまし
た。水の中をすばやく泳ぎま
わるイワ ナはなか なか手ご
わく、参加してくれた子ども
たちはみ んなびし ょ濡れに
なりながら、楽しんでいまし
た。

メ イ ン会 場で はそ の他 に
も、竹とんぼづくりと水鉄砲
づくりの 体験を実 施しまし
た。
それぞれ、昔ながらの材料
を使って、手作りで楽しめる
もので、完成した竹とんぼや
水鉄砲を使って、会場内で遊

ぶ子どもたちがたくさん
見られました。

また、名草里山の会炭焼き
小屋前広場では、森でピザを
焼いてみよう！の体験を行
ないました。昨年好評だった
ことから、今回は回数を四回
に分けて実施させていただ
きましたが、各回ともすぐに
完売となりました。

さらに、セミナーハウスで

は木工教室を開催し、親子で協
力しながらミニイス を作り上
げていきました。

午後の一時からは、今年で三
回目となるチェーン ソーカー
ビングショーを行ないました。

今回は天気にも恵まれ、二二
〇〇人の来場者をい ただきま
した。お越しいただ いた方が
た、また、ご協力いただいた関
係者の皆様に感謝申 し上げま
す。ありがとうございました。

「そばをみんなで育てよ

から、自然塾体験プログラム

九月六 日（ 日）、午 前八時
てを行ないました。

１６の 皆様 の指 導の もと 、畝た

無い鍬 での 作業 でし たが 、友愛

ム「クワガタを育ててみよ

ナーハウスにて、体験プログラ

九月十三日（日）、名草セミ

七月に 実施 した 一回目 のプ

う！」の第二回目を実施しまし

今回は、種まき後一カ月が

ログラムでは、つがいのクワガ

う！」の第二回目を実施しま

経ち、草丈が高くなったそば

タをケースの中に入れて、それ

た。

が、この後の雨や台風などで

ぞれの参加者に持ち 帰ってい

した。

倒れてしまわないように、土

ク ワ ガ タ の繁 殖 能力 に 驚い た 様 子

でした。

今回は、そのケースを持って

ただきました。

と、密植されていて育ちの悪

きていただき、中の様子を観察

を 寄 せ て 畝た て を する 作 業

い 株 を 間 引く 作 業 を行 な い

今回孵化した幼虫は、ケースごと
ま た 、背 丈 の低 すぎ る株 を 間

しながら、幼虫の飼育方法につ
引いて いた だき 、そ ばが 順調に

自然界では、最近あまり見られな

ました。
ほ場の土が思ったよりも

育つよ う整 える 作業 をし ていた

っていた朽木を割ってみると、

また参加者に持ち帰っていただき、

硬く、そのままでは鍬が入ら

だきました。

くなったクワガタですが、このプロ

いて学ぶプログラム を実施し

ないほどだったので、指導に

今後は、十月の下旬に刈り取り、 小 さ な ク ワ ガ タ の 幼 虫 が 見 ら

グラムを通して、クワガタの住む森

成 虫 に な るま で を観 察 して い た だ

あ た っ て いた だ い た友 愛 １

れました。適正に管理されたケ

の環境について、考える機会にして

ました。

６の皆様に、事前に機械で土

十二月 初旬 に収 穫し たそ ばを挽

ースでは十数匹の幼 虫がいる

いただきたいと考えております。

きます。

をほぐしていただいた後、畝

いたそ ば粉 での そば 打ち を予定

ものもあり、参加者は自然の

持ち寄 った ケー スの中 に入

たてに取り掛かりました。

しています
普段あまり触れる機会の

（２）

(2)
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平成 2１年（2009 年）10 月 1 日

先月のふるさと通信にてご案内した都市農村交流施設について、愛称を募集します。皆様のアイデアで、
いつまでも愛される施設にふさわしい愛称をつけてください。
◆応募資格
市内外を問わず一般参加とします。
◆応募方法
下記応募先まで、持参・ＦＡＸ・メールもしくは郵送にてご応募ください。
任意の様式に、愛称と簡単な説明、郵便番号、住所、氏名、職業、年齢、電話番号を明記してください。
・応募は一人 1 点までとします。
◆応募締めきり
平成２１年１０月２０日（火） ※郵送の場合は当日消印有効
◆応募の注意
（１）応募の選考については、足利市及び運営協議会委員による審査の上決定します。
（２）採用された作品に対する著作に関わる諸事項については放棄していただき、著作に関わる権利
は足利市に属するものとさせていただきます。
（３）未発表かつオリジナルの作品に限ります。
（４）応募作品は第三者の著作権、商標権を侵害しないもの、及び公序良俗に反しないものに限りま
す。また、これに反して作品が第三者の権利を侵害したものと認められた場合は、選定の対象
となりません。選定後であって選定を取り消すことがあります。
（５）愛称については、同一の愛称が複数ある場合には抽選にて選定する場合があります。
（６）主催者は、プライバシーポリシーとして応募者から知りえた情報については、この応募に関して
のみ使用し他に利用することはありません。
（７）作品送付に関わる費用は、応募者の負担となります。
◆賞・発表
・入賞者には直接お知らせいたします。
・感謝状及び記念品を贈呈（都市農村交流施設オープン時に表彰します。）
・記念品は、名草にちなんだ賞品を３年間お送りします。（年 1 回）
◆主催
足利市、足利・名草ふるさと自然塾運営協議会
◆応募先、問い合わせ先
〒326－8601
栃木県足利市本城三丁目 2145
足利市役所農務課内
足利・名草ふるさと自然塾運営協議会事務局「足利・名草ふるさと自然塾 施設愛称募集」係
電話 0284－20－2161
FAX
0284－21－0643
e-mail noumu@city.ashikaga.tochigi.jp
（３）

今年は日本各地で、自然災害が多く、
また新 型イン フルエ ンザ 等も今 までに
なく日 本列島 を駆け 巡り 、地球 も大き
く変化 してい ます。 私の 家庭菜 園でも
大きな変化がありました。八月十三日、
里芋に 初めて 花が咲 きま した。 花の色
は黄色 で水芭 蕉の形 をし ていま す。地
球環境 も変わ り政治 も変 わって くると
思いま すが、 国民が 安心 して平 和に暮

浦野

富夫

◆キツネノカミソリ

◆シュウカイドウ群生地

われている。当名草地 区には竹薮

名で、花が美しいので ついたと言

ス）はギリシャ神話の 海の女神の

は葉の形から言い、属 名（リコリ

有毒植物である。和名 の狐の剃刀

れる。花は夏から初秋 にかけ咲く

４５㎝で、葉は軟らか く晩夏に枯

ナ科の多年草である。 高さ３０～

原野や山麓に生えてい るヒガンバ

国、九州及び朝鮮、中国に分布し、

多い場所を好む。当名草地区には

当たらない程度に明るく、湿気の

中では耐寒性が高く、直射日光が

も呼ばれる。シュウカイドウ属の

球根植物である。ヨウラクソウと

イドウ属に分類される多年生草本

せる。シュウカイドウ科シュウカ

２～３㎝程度の薄紅色の花を咲か

ると茎の頂点から花序を伸ばし、

し、花期は八～十月で、花期にな

にかけて草丈７０㎝前後に生長

シュウカイドウは、夏から初秋

に自生しているが、当 所ほど群生

水路脇などにあるが、藤坂峠の杉

キツネノカミ ソリは、本 州、四

している所は珍しく貴重である。

林の中に群生している 。

（４）

らせる日本であってほしいものです。
名草中町

浦野さん宅で咲いた里芋の花
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足利・名草ふるさと通信
平成 21 年（2009 年）10 月 1 日

第９号

足利・名草ふるさと通信では、自然塾の情報、名草地区の情報を発信していきます。身近な情報をお
寄せください。
【連絡先】足利・名草ふるさと自然塾運営協議会 （事務局 足利市産業振興部農務課）
電話 ０２８４－２０－２１６１
ＦＡＸ ０２８４－２１－０６４３
Ｅ-mail info@ashikaga-nagusa.com
URL
http://www.ashikaga-nagusa.com

