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休館日：第一・三月曜日（祝日の場合は翌日）
9 月 20 日（火曜日）は小谷戸の里休館日です
手作りの案山子が見守るなか、今年も稲刈りが始まりました。稲の根元をノコギリ鎌で刈り取り、わらで括っ
て稲架に掛け、天日干しをします。充分に干した後は脱穀です。収穫の秋の風景をお楽しみください。

案山子まつり人気投票
今年 30 回目の開催となる案山子まつりでは、39 体の手作り案山子が田んぼの畦に並びました。どれも自然素
材で作った、個性たっぷりの力作ばかりです！案山子マップを見ながら田んぼをめぐり、気に入った案山子に
投票してください。
・投票期間 9 月 17 日（土）から 10 月 16 日（日）
・投票時間 9 時から 16 時 30 分
・投票場所 小谷戸の里 事務所前
・案山子マップ配布場所 瓜久保の家、情報館、小谷戸の里、上の上屋
＊気に入った案山子を２つ選んで投票しましょう
＊期間中に 1 人 1 回投票できます

わら細工

鍋敷き作り

わらを使って鍋敷きを作ります。厚みがあるので、やかんや土鍋を乗せても安心です。きれいな輪になります
ので、リースの土台としても活躍します。
・日時：11 月 13 日（日）9 時 30 分集合 12 時まで
・定員：20 人（先着）

雨天決行

・参加費：500 円
・持ち物：マスク、汚れてもよい服装で
・申込：10 月 22 日（土）9 時から電話か直接小谷戸の里へ

自然観察会

秋の実り

公園内を歩きながら木の実、草の実などを中心に観察します。
・日時：10 月 23 日（日）13 時集合 15 時まで
雨天中止
・事前申し込み不要。当日直接、小谷戸の里大掲示板前へお越しください。

ご報告

～義援金を送付しました～

５月５日こどもの日に３年振りに開催した「東日本大震災チャリティーイベントこども谷戸まつり」では、た
くさんの方にご来場いただきありがとうございました。この日の売上金全額と募金箱への義援金を、岩手県の
「いわての学び希望基金」へ寄付しました。これは「津波・震災孤児の暮らしと学びの支援」に使用されま
す。みなさまのご協力に心から感謝いたします。
〈送付先〉 岩手県「いわての学び希望基金」
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108,223 円 （令和４年８月１日付）

古民家・納屋の屋根葺き替え工事のお知らせ
小谷戸の里にある古民家と納屋は、１０月から茅葺き屋根の工事が始まります。古民家は「差し茅」と言っ
て、茅を足す作業を行い、納屋は全面的に屋根を葺き替えます。工事期間中は古民家の前庭を含め、古民家周
囲へは入れなくなります。園路は工事車両が出入りしますので、通行の際はご注意ください。工期は来年の３
月までの予定です。みなさまには大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力の程、どうぞよろしくお願い
いたします。
この工事に伴い、以下のイベントは中止いたしますのでご了承ください。

イベント中止のお知らせ
11 月 3 日 （木祝）まい作品展・秋

令和５年１月 ５日（木）こども書初め会

11 月 23 日（水祝）収穫祭

1 月 10 日（火）まゆ玉作り

12 月 3 日 （土） すす払い

２月 ３日（金）節分・豆まき

12 月 9 日～10 日（金～土）障子張り

２月

生きもの語り

第 95 回

4 日（土）ひな人形飾り

「セミ」の巻

ツクツクボウシの鳴き声がよく聞かれるようになってきました。今年は 6 月末から猛暑日が続き、例年よ
り暑くて長い夏だったように感じます。晴れが続き気温が上がったとたん始まったセミの大合唱。日にちとと
もに種類が移り変わってきました。
夏の初めから鳴き始めるニイニイゼミを皮切りに、アブラゼミ、ミンミンゼミ、そしてツクツクボウシ。
ヒグラシは俳句で秋の季語になっていますが、実は早い時期から鳴き始めます。ただ、他のセミと違って朝夕
の涼しい時間に鳴くので秋のイメージがあるのかもしれません。また、ニイニイゼミは湿り気のある土を好
み、抜け殻はわりと低い場所で見つかります。他のセミも、好む環境や樹木が少しずつ違うようです。
こうして鳴く時期、時間、生息地を少しずつずらしながら、ひと夏の限られた月日の中で、うまく自分のパー
トナーを見つけられるようになっているのだなと感心します。
ところで、みなさんは「セミの抜け殻調査」はご存じでしょうか。抜け殻でセミの種類と、オスかメスかが
分かります。どこで、どんな抜け殻が見つかったかを調査することで、セミごとにどんな場所を好むか、どん
な移り変わりがあるかなど様々なことが分かります。
その「セミの抜け殻調査」で長年話題に上がっているのがクマゼミの分布の変化。もともと九州など温暖な
地域に生息していたクマゼミ。40 年ほど前からは本州でも、30 年ほど前からは関東でも確認されるように
なりました。 当初は温暖化が原因で北上してきたのではないかと言われてきましたが、都市公園などで局所
的に繁殖していることから、移植された樹木の根の土とともに運ばれてきたのではないかとも言われていま
す。
そのクマゼミ、舞岡公園では少なくとも 15 年前まではいなかったのですが、いつからかたくさん鳴き声が
聞かれるようになりました。
セミの鳴き声を聞きながら、これまで受け継がれてきた舞岡公園の自然を、今後どれだけ受け継いでいける
だろうかと、あらためて思いを巡らすのです。

（生物環境部会）
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イベントのようす
早朝草刈り大作戦（7/31～8/28、5 回実施）
７月31日と８月の日曜日、まだ比較的涼しい時間帯の朝7時から9時に実施した早朝草刈り大作戦。今年は
全５回で68人が参加し、鎌をふるいました。みなさんの頑張りで、雑木林の下草は伸び放題の状態からす
っきりときれいに整いました。

わら細工～わら草履作り～（８月２１日実施）
わら草履つくり体験イベントを行い、２６名がご参加くださいました。朝方、雨が心配だったので、古民家
の中での実施となりました。皆さん熱心に取り組まれ、
「夏休みの自由工作に出したい！」との声も聞こえ
てきました。
参加者の声
・とても楽しい時間でした。先人の知恵はすごいなぁとつくづく思いました。今回は子どもだけのわら
じでしたが、チャンスがあれば自分も作りたいです。
・今まで布草履を購入してはいていましたが、まったくフィット感が違いました。出来上がるのに苦労
しましたが、先生方が丁寧に教えて下さり満足のいくものができました。
・一度体験してみたかったので大満足です。布草履より難しかったです。昔の人のご苦労がしのばれま
した。

生物多様性保全活動、頑張っています!!
みち草ボランティア
春にポットに種まきしたキキョウが大きくなったので植え替えをしました。鉢で１年育てて、来年移植予定
です。
８月の終わりから長久保の草刈りを始めました。その時１本だけヒガンバナがあり、5 ㎝ほどの大きさでし
た。3 日後に見に行くと、それが 30 ㎝ほどに成長していて驚きました。草を刈り終えたところからも次々と
ヒガンバナの芽が出始めていました。

外来植物防除隊
９月 3 日(土)は情報館の北側の葦原のセイタカアワダチソウの除去を行いました。この場所は秋が深まる頃
に葦を刈り取って水溜まりを作ったりして、渡り鳥等いろいろな鳥が集える場所になります。葦原の中では背
が低い場所であることから、セイタカアワダチソウが大きく集中して生えて目立っていました。トゲの鋭いノ
イバラもたくさん生えていて作業は大変でした。
ここはカメラで撮影する人や双眼鏡で観察する人が毎年大勢来られる場所です。今年の冬も是非見に来てく
ださい。
生物多様性保全活動にご興味がありましたら「小谷戸の里」までお問い合わせください。

大雨・台風等で警報が出た場合の事業について
台風などで横浜市に気象庁発表の警報（大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪など）が出た場合、事業（田んぼ・
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畑・雑木林・イベント等）は中止となります。
・午前の事業…午前７時の時点
・午後の事業…午前１０時の時点
事業中止の個別連絡はしておりません。気象庁の天気情報からご判断ください。

スズメバチにご注意！！
・甘い香りは避けましょう（香水・香りの強い柔軟剤など）
・白っぽい服装で公園を散策しましょう。黒い服はスズメバチを刺激します
・スズメバチがそばにいたら、あわてず騒がずじっとすること
・動くものを攻撃しますので、手で追い払うのは逆効果です
・巣に近づいてしまったときは静かに、急いで逃げましょう

投句箱より
まだ見えぬ 秋呼び起こす 谷戸の風
岩田信
舞岡の 古民家来たりて 夏終えり
祥と謙
身をひそめ 盗人萩の 謀りごと
満之丞
古民家に とうもろこしの 暖簾かな
矢地初江
早々と 田の隅にある 案山子かな
すみれ
案山子立ち いづこを見ても 友はなし
矢地竹男
ポケモンが たった一人で 稲の番
光咲

田んぼの作業
8 月実施
草取り 3 枚

ネット掛け 3 枚

案山子作り 9 枚

水抜き 21 枚

水車運転日
9 月 21 日（水）、22 日（木）、28 日（水）

各日 10 時～12 時

見学大歓迎

こんごの作業など
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。
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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。

9月
18 日（日曜日） 10 時から
13 時から
22 日（木曜日）10 時から

畑 大根虫取り・間引き他
林 下草刈り
畑 大根虫取り他

25 日（日曜日）

10 時から
畑：大根虫取り・間引き他
12 時 30 分から 畑：定例の話し合い
13 時から
林：下草刈り
15 時 30 分から 指導員連絡会

29 日（木曜日）

10 時から

畑 大根虫取り・草取り

10 月
2 日（日曜日） 9 時から
10 時から
10 時から
6 日（木曜日）10 時から
9 日（日曜日）10 時から
12 時 30 分から
13 時から

林：定例の話し合い
林：下草刈り
畑：大根虫取り・土寄せ他
畑 大豆・里芋草取り他
畑：大根虫取り・草取り他
田：定例の話し合い
林：下草刈り

12 日（水曜日）10 時から

林：下草刈り

13 日（木曜日）10 時から

畑 大根虫取り・土寄せ他

16 日（日曜日）10 時から
13 時から

畑 大根虫取り、草取り他
林 下草刈り

20 日（木曜日）10 時から

畑：さつま芋収穫他

23 日（日曜日）10 時から
畑：ごま収穫他
12 時 30 分から
畑：定例の話し合い
13 時から
林：下草刈り
15 時 30 分から 指導員連絡会
26 日（水曜日）10 時から

林：下草刈り

27 日（木曜日）10 時から

畑 さつま芋収穫他

30 日（日曜日）10 時から

畑 大麦畑準備他
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10 月 17 日（土曜日）

は、舞の里だより 10 月号の発行日です。折り作業にご協力ください

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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