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住所：〒２４４－０８１３ 横浜市戸塚区舞岡町１７６４ 舞岡公園「小谷戸の里」 TEL／FAX ０４５（８２４）０１０７
公式ホームページ URL http://maioka-koyato.jp/
休館日：第一・三月曜日（祝日の場合は翌日）

イベント中止のお知らせ
５月１６日（日）開催予定の「まい作品展～春～」 は中止します。どうぞご了承ください。

東日本大震災復興支援チャリティーイベント～こども谷戸まつり～
被災地の復興に少しでもお役に立てたら…という思いで始めたこのイベント。コロナ禍で２度中止になりましたが、
今年は３年振り 10 回目の開催となります。当日の売上げは義援金として被災地へ送ります。会場には義援金箱を
設置しますので、みなさまのご協力をお願いいたします。
こいのぼりが泳ぐ小谷戸の里で、こどもの日のひとときを楽しみましょう♪
日時：５月５日（木・祝）１０：００～１２：００ごろまで ※雨天中止
会場：小谷戸の里
※小銭のご用意をお願いします
コーナー（予定）：ピーナッツつかみ取り・縄ない体験・わら馬作り・竹のコマ作り・丸太切り・草あそび・輪なげ・
昔あそび・
こども神輿（11 時～）

田植え体験
田んぼでもち米の苗を植えてみませんか？ご家族で、お友達同士で、もちろんおひとりでも大歓迎！生きものとふれあ
いながら自然に囲まれた谷戸で田植えをしましょう。生きものにも出会えるかも…。
日時：５月２９日（日）１３時集合～１５時
定員：２００名 （申し込み多数時は抽選）
参加費：中学生以上３００円・小学生２００円、未就学児無料
※小学生以下のお子さんは保護者と一緒に田んぼに入ります
申込：はがきに代表者の住所・電話番号、参加者全員の氏名・年齢（学年）を書いて「田植え体験係」宛。５月９
日（月）必着。はがき 1 枚に５人まで。

自然観察会～若葉の雑木林～
若葉が生い茂る林の中で、植物の様子や出会った生きものを観察します。
日時：５月２２（日）１３時集合～１５時
※雨天中止
定員：１０人（先着）
申込：５月１１日（水）９時から 電話か直接小谷戸の里へ

夜間観察会①
生きものたちのために、あえて外灯を設置していない谷戸。そこで夜の観察会を行います。どんな生きものに会えるか
は、その時の運次第。月明かりをたよりに、そっと観察してみましょう。
日時：６月１１日（土）１８時４５分～２０時
※雨天中止
定員：１５人（先着）
※中学生以下保護者同伴、1 回の申込で 3 人まで
参加費：中学生以上５００円・小学生２００円（未就学児無料）
申込：６月２日（木）９時から 電話か直接小谷戸の里へ
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舞岡公園でボランティア活動を始めませんか？
舞岡公園では、田んぼや畑、雑木林などに年間を通して参加される方を募集しています。おひとりでもご家族でも大歓
迎♪ボランティア登録費は４月～翌年３月までの１年間 3000 円（「舞の里だより」郵送不要の場合は 2000 円）。
詳しくは舞岡公園小谷戸の里事務所までお問い合わせください。
・田んぼ…年間 11 回の活動日があり、田植えや稲刈りなどの作業をします
・畑

…毎週日曜日と第 2、第 4 木曜日（5 月～11 月は毎週木曜日）の 10 時～12 時に活動します。本紙 4 ペー
ジ「こんごの作業など」に日程掲載

・雑木林…毎週日曜日 13 時～15 時に活動します（10 月～3 月は第 2、第 4 水曜日 10 時～12 時も活動）。本紙 4
ページ「こんごの作業など」に日程掲載
・そのほか…古民家燻蒸、ネット修理、外来植物防除隊、薪割りなどの活動もあります！

「田んぼ作業のスタイル」で活動しましょう
舞岡公園の田んぼは完全無農薬のため、人間にとっては少々厄介な生きものも生息しています。田んぼ活動で特に
ご注意いただきたいのがセルカリアです。セルカリアは鳥類に寄生する寄生虫ですが、中間宿主として田んぼの貝類
に寄生しています。このセルカリアが田んぼの水に遊出した時に接触すると皮膚炎をおこし、かゆみが出ます。セルカ
リアは人には寄生せず、人から人への感染もありません。
田んぼに入るときは皮膚を露出しない服装を心がけましょう。

イベントのようす
◆竹細工教室～竹のコマ・箸・しゃもじ～（3 月 27 日開催）
20 組 37 人がご参加くださり「竹のコマ・箸・しゃもじ作り」のイベントを行いました。竹をのこぎりで切ったり小刀で削った
りする作業を楽しみながら、三種類の竹細工に取り組みました。
＜参加者の声＞
・自分の力で竹から作品を作ることができ、愛着を持てた。
・自分でナイフを使って普段使うものを作ることができて楽しかった。
・竹からものを作る作業はなかなかできないので貴重な体験だった。
・いろいろな切り方を知って勉強になった

◆自然観察会～早春の里山～（3 月 27 日開催）
寒かった冬がうそのように暖かくなり、急に汗ばむ日中で、季節が動いているのを感じる１日でした。生きものや木々も
その中でぐんぐん成長をしています。ヤマザクラの開花を始め、足元を見ると、タチツボスミレの花が咲いています。気
付かぬうちにもう花芽をつけている草花もそこここに。春は日に日に動いていました。ウグイスカグラや、ミツマタやハク
モクレンの花。早春にいち早く咲いた花から春本番へ。里山の新緑が美しい季節をたのしみました。
◆鯉のぼり・五月人形飾りつけ （４月１日～2 日実施）
小谷戸の里の広場と古民家前庭に鯉のぼりを飾りました。春風に吹かれ、気持ちよさそうに泳いでいます。古民家に
は五月人形や兜を飾りました。縁側と土間からご覧いただけますので、ぜひお立ち寄りください。

神奈川の美しい広葉樹林スタンプラリー
横浜国立大学地域連携推進機構選定の「神奈川の美しい広葉樹林５０選」に、舞岡公園が選ばれました。選定の基準
は①神奈川県内にあるまとまりのある森林で、主に広葉樹で構成されているもの ②景観としての美しさや散策する楽
しさなど次世代のために残すべき森林 とのことです。
小谷戸の里の事務所の前に「神奈川の美しい広葉樹林５０選」のスタンプラリー台紙とスタンプを設置しましたので、ご
来園の際にはどうぞお持ちください。
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投句箱より
春になり 桜がさくと お花見だ
なな
春風や はらはらと散る やまざくら
りさ
古民家で 記念写真だ 楽しいな
吉本悠花
パカパカと 竹ぽっくりや 花ふぶき
れい
花吹雪 乱してゆきぬ 竹とんぼ
玲奈
風に揺れ 拍手かっさい 白木蓮
満之丞
古民家の 大釜で炊け 春の餅
鈴木章和
柳一樹 新芽枝垂れて 池に映え
竹舞
眠りから 覚めた山々 微えんで
矢地初江

田んぼの作業
【 3 月実施 】
堆肥ふるい・堆肥撒き（4 枚）
荒起し（13 枚）
田起し（3 枚）
代かき（3 枚） 暖水路造作
塩水選
種まき・ネット掛け（1 枚）

こんごの作業など
田…田んぼ 畑…畑 林…雑木林
下表内の作業は申込み不要ですので、当日直接お越しください。個人および家族の方対象です。
ボランティア未登録の方は、小谷戸の里事務所で住所・氏名・電話番号を記入の上ご参加ください。
会議等はどなたでも傍聴参加できます。事前に小谷戸の里事務所へお問い合わせ下さい。
作業等について
今号に掲載の作業やイベントは、状況により
中止や延期をする場合があります。舞岡公園公式ホームページ（URL http://maioka-koyato.jp/）
または電話（TEL045-824-0107)でご参加の前日に実施の有無をご確認ください。

４

月

17（日）10 時から 畑 作業
10 時から 林 炭焼き
18（月）小谷戸の里 休館日
20（水）10 時から 薪割り
24（日）10 時から 畑 作業
12 時 30 分から 畑 定例の話し合い
13 時から 林 炭材作り
15 時 30 から 指導員連絡会
28（木）10 時から 畑：作業
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５

月

1（日）

2（月）
4（水）
5（木）
7（土）
8（日）

12（木）
14（土）
15（日）
16（月）
18（水）
19（木）
22（日）

26（木）
29（日）

10 時～
畑：ポップコーン種まき他
12 時 30 分～
林：定例の話し合い
13 時～
林：炭材作り
小谷戸の里 休館日
10 時～
薪割り
10 時～
畑：ミニトマト植付け
10 時～
林：炭出し・窯詰め
10 時～
畑：じゃがいも草取り他
12 時 30 分～
田：定例の話し合い
13 時～
林：窯詰め・炭材作り
10 時～
畑：落花生草取り他
10 時～
林：炭焼き
10 時～
畑：ポップコーン草取り他
10 時～
林： 炭焼き
小谷戸の里 休館日
10 時～
薪割り
10 時～
畑：さつま芋畑準備他
10 時～
畑：さつま芋植付け他
12 時 30 分～
畑：定例の話し合い
13 時～
林：炭材作り
15 時 30 分～指導員連絡会
10 時～
畑：六条大麦刈取り他
10 時～
畑：里芋草取り他
10 時～
林：炭材作り

5/21（土）「舞の里だより」5 月号の発行日です。折り作業にご協力ください
作業等について
今号に掲載の作業やイベントは、状況により中止や延期をする場合があります。
舞岡公園公式ホームページ（URL http://maioka-koyato.jp/）
または電話（TEL045-824-0107)でご参加の前日に実施の有無をご確認ください。

おねがい
舞岡公園は谷戸の地形を活かした横浜の原風景をとどめている公園です。豊かな自然が残されている分、様々な注
意が必要となります。ハチなどの危険な生きものや、泥んこ道の穴や窪みぬかるみ（生きものが空けたもの、雨水の流
れで出来たもの）その他多くの危険が潜んでいます。自分の身は自分で守りましょう。
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