
 

 

 

5/4（火･祝）子どもの田んぼ 泥リンピック 

5/8（土）   子どもの田んぼ 田植え体験  

5/19(水)    大人対象企画 シフォンケーキ作り 

5/22(土)  高学年サークル四つ葉の活動  

ドラムサークルを楽しもう！ 

                 （打楽器を用いた非言語コミュニケーション） 

5/29(土)  ピザがまの森オープンデー 
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＜活動報告＞ 幼児・低学年 遠足 

北総花の丘公園であそぼう 
 

日 時：2021 年 3 月 26 日（金）10：00～14：00   

場 所：北総花の丘公園（印西市原山） 

参加者：子ども 13人 大人 9人  

お試し参加：1家族 子ども 1人 大人 1人 

 

今年の幼児・低学年遠足は、北総花の丘公園です。春の

気持ち良い青空の下で遊びました。 

 

最初にバランスボールインストラクターの Yucca さんの指導

で、親子で元気にエクササイズです。バランスボールに乗り

音楽にノッて、Stay Home で固まった体をほぐし、アンパンマ

ンの曲やパプリカに合わせてリズムよくダンスしました。大い

に盛り上がったのは、バランスボールじゃんけん列車です。

乗ったままで前進したり後退したりバランスが大変ですが、「も

う一回やりたい～」のリクエストが何度もありました。 

 

気持ちのいい汗を流した後は、綺麗な桜の木の下で、家族ごとにお弁当を

食べました。距離を取りつつも皆で談笑を楽しみました。 

 

お腹がいっぱいになったら、赤・青・黄の三グループに分かれ、レクリエ

ーションを 3種類楽しみました。 

まずは「お絵かき伝言ゲーム」。うまく描けないよ～と言いながら、皆個性

的で素敵な絵を描いてくれました。 

次に紙飛行機を作って、「どこまで遠くに飛ばせるかな競争」。うまく紙飛

行機を折れない子には、得意な子達が親切に教えてあげていました。上手

な飛ばし方も伝授してくれました。 

そして最後は「三すくみゲーム」。鬼ごっこで赤チームは青チームを捕ま

え、青チームは黄チームを、黄チームは赤チームを捕まえるというもの。逃

げることと、追いかけることが同時です。皆一生懸命走って走ってヘトヘト。 

盛りだくさんの時間はあっという間に過ぎて、夜は良く寝られたことと思い

ます。 

 



＜活動報告＞ 四つ葉サークル（高学年の活動） 

電車で遠足・清水公園アスレチックへＧＯ  
 

日 時：2021 年 3 月 26 日(金) 9:15 集合 16:30解散 

場 所：清水公園フィールドアスレチック 

参加者：子ども 15人 大人 4人 

 

久しぶりの高学年遠足です。千葉ニュータウン

から電車に乗って 1時間、東武アーバンパークライ

ン清水公園駅に着きました。駅を降りると、パン屋

さんのいい香り、ラーメン屋さんの美味しそうな匂

い。後ろ髪を引かれながら、満開の桜並木を抜け

て、清水公園に到着。お寺、キャンプ場、釣り堀、

ポニー牧場、フラワーガーデンもあるとても広い公

園です。今回は皆でアスレチックに向かいます。 

 

アスレチックにはチャレンジコース、冒険コース、水上

コースの 3 種類あり、4 チームに分かれて各々好きなコ

ースをまわりました。水上コースは９名が参加。失敗した

ら池ポチャなので、みんな慎重に進んでいきます。勇気

を出してチャレンジコースをまわった子達もかっこよかっ

たです！ 

 

思いっきり遊んで、帰りの電車では疲れてウトウトして

しまう子も。楽しい春休みの思い出ができました。 

 



＜活動報告＞ 

進級進学お祝い会 
 

日 時：2021 年 4 月 18 日(日)  

14:00～16:00 

場 所：ピザがまの森 

参加者：子ども 18人 大人 13 人 

 

一か月ぶりのピザがまの森で

す。子ども達は到着するとすぐに、

遊具で遊んだり、虫取りをしたり、

春の野原を自由に遊び回っていま

す。ゆっくりのんびり、進級進学お

祝い会を始めることにしました。 

 

さて、会員同士皆顔なじみです

が、あらためて一人ずつ自己紹介

をしました。学校、学年、ニックネー

ム、好きなものなどを発表しました。

意外な発見があったかも！4 月に

は恒例の行事です。みんな 1 学年

づつ成長しました。おめでとう。 

 

 

子ども達が遊んでいる隙に、スタッフはピザがまの森に宝（ビー玉など）を仕込み

ました。「宝探しを始めるよ」と言うと、「宝」の言葉に子ども達は元気に走ってあちこ

ち探しで回ります。「見つけたよ！」「まだある？」と、聞きに来る子ども達の楽しさや

一生懸命さが伝わってきました。またいつか、宝探しをやりたいですね！ 

 

 

 



＜活動報告＞ 

子どもの田んぼ 

～野草摘み～ 
 

日 時：2021 年 4 月 3 日（土） 

9：30～12：00 

場 所：本埜竜腹寺地区の谷津 

参加者：会員 子ども 4人 大人 5 人 

遊休田んぼ活用研究会の皆さん 

 

例年よりも早い春の訪れに、枯草色だった野

山も綺麗な若草色へと変わって来ました。子ど

もの田んぼ付近にはセリがたくさん生えていま

す。今日は食べられる野草をみつけ試食してみ

る事にしました。草を摘んで食べるなんて私は

初めて！ドキドキです。 

 

遊休田んぼ活用研究会の皆さんは野草にも

詳しく、食べる事の出来る野草や、里山の植物

をいろいろと教えてくださいました。 

つくしも食べる事が出来ますが、ちょっと伸

びすぎていたので、今回は皆でセリ摘みです。

よく似ているけれど食べる事の出来ない野草

もあるので、教わりながら摘みました。 

 

セリの他にも、ナズナ（ぺんぺん草）、ホトケ

ノザを収穫。しっかり塩水で洗い、茹でてお

ひたしに。子ども達もお手伝です。苦いかな

～？と恐る恐る食べると、えぐ味がなくてビッ

クリ！意外とおいしい！ごちそうさまでした！

会員の持参してくれた（育てている）三つ葉も

美味しかったです。 

他にも、オタマジャク

シ発見！前回いたヒキガ

エルの子どもかな？トン

ボのヤゴも発見！ 

ナズナの先につくしの

ような穂が付いている、イ

ヌスギナも発見！恐竜時

代からの植物だそうです。 

 



＜活動報告＞ 

子どもの田んぼ～生き物観察会～ 

 

日 時：2021 年 4 月 25 日（日） 

１回目  9：30～11：30 

２回目 14：00～15：30 

場 所：本埜竜腹寺地区の谷津 

参加者：１回目 会員 子ども 4人 大人 5人 

2 回目 会員 子ども 6 人 大人 9 人 

遊休田んぼ活用研究会の皆さん 

 

今日はいつもの子どもの田んぼが、「親子で里山文化まるごと

体験」のたくさんの一般参加者でとてもにぎやかです。場所に慣

れている会員の子ども達は、すぐに生き物を見つけていました。

でもいつもより少し静かで遠慮な感じ。 

田んぼの近くは、一般の参加者に譲って、少し離れた場所

で生き物を探していました。戻ってきた時にはドジョウなど、あの

場所では初めて捕まえた生き物を嬉しそうに見せてくれました。 

 

遊休田んぼ活用研究会のお兄さん達は、生き物好きの子ど

も達には思う存分に語り合える仲間?! 生き物好きな人から教

えてもらう知識はなぜか自然と聞き入ってしまいます。子どもの

田んぼを通じて様々な体験やつながりが、でき始めています。 

 

 

～田んぼ部 部活動紹介～  

4月は生き物観察会の他にも、3日（土）野草摘

み、10 日(土)・18 日(日) 畦（あぜ）の草取り、24

日(土)田んぼの清掃、の活動をしました。 

 

田んぼの中の草取りでは、 

手前で黙々草取りしてくれ

る子と、奥の方でにカエル

みたいになって全身泥んこ

状態の子達と、どちらもとて

も素敵だと思いました。 

 

 



＜活動報告＞ 

 

 

田んぼの準備 と 生きもの観察会 （一般参加事業） 

 

日 時：2021年 4月 25日（日） 

午前 9:15～11:30 午後 13:30～15:30  

場 所：本埜竜腹寺地区の谷津 

一般参加者数：午前 子ども 23人 大人 25人  

午後 子ども 16人 大人 13人 

指導者：(稲作について)青山光男先生、本橋和恵さん 

(生き物観察会)小山尚子さん 

 

 短い募集期間にもかかわらず、定員 30 組を上回る多くの申込みがありました。屋外の活動に、関心の高まりを実

感しました。私達が活動している本埜地区の「子どもの田んぼ」でお米づくりから田楽・神楽まで里山文化を楽しんで

もらい、コロナ禍でも子ども達の文化体験の機会を増やす取り組みを報告します。 

 

始めに“米づくり”について教わりました。本埜地

域の学校でも稲作体験の指導をされている、青山

先生（午前）、本橋さん（午後）に、稲の種（もみ）や

苗、田植えまでの田んぼの準備の話を聞きました。

そして機械が無い時代に使用していた田植え定規

の実物も見せていただきました。みな興味深くカメ

ラを向けたり、もみの匂いを嗅いだりしていました。 

 

次に森林インストラクターの小山さんから、生

き物探しの手がかりを教えてもらったら、田んぼ

やその周りにＧＯ！水の中や泥の中、あちこち

で生き物を捕まえました。みんなが捕まえた生

き物は、説明してもらい観察をしました。観察を

終えたら、生き物は元居た場所へ返します。 

 

最後に田おこしを体験です。鍬や三本鍬、レーキなど農具を使い、

湿地部分の土手を補修していきます。足元が悪い場所でバランス

をとりながら重く慣れない農具を使うのは難しいです。しかし親子で

交替しながら工夫を伝え合っている様子はとても楽しそうでした。 

 

  



 

 

 

  

  

 

・感染予防のため、予定の変更・中止もあります。 

・直近の会員メールでの連絡にご注意ください。 

・活動参加の際は当日の検温をお願いします。 

少しでも体調がすぐれない場合は、無理をしないでください。 

 

 

５月 

２ （日） 北総春の交流会（ピザがまの森） 

４ （火・祝） 子どもの田んぼ・泥リンピック 

６ （木） 会費納入日 

８ (土) 
★親子で里山文化まるごと体験 

田植え体験（予備日翌日） 

９ （日） 子どもの田んぼ・田植え予備日 

１２ （火） 会費納入日 

１９ (水) 
大人企画・Rie’ｓキッチン 

シフォンケーキづくりを楽しもう！ 

２２ （土） 
四つ葉（高学年）活動 

ドラムサークルをたのしもう！ 

２９ （土） ピザがまオープンデー 

未定  エリンギサークル会 

６月 

１ （火） 会費納入日 

２ （水） 理事会 

３ （木） 会費納入日 

１２ （土） 

ワークショップ 

『けん玉師という生き方』 

講師・伊藤佑介氏（中央公民館） 

２０ （日） 
2020年度定期総会 

（市民活動支援センター） 

２６ （土） ピザがまオープンデー 

２７ （日） 春交まとめの会 

未定  四つ葉サークル会 

未定  エリンギサークル会 

会員数 

５/1現在３2世帯 96人 
たくさんお友達が増えるといいね 

 

印西しおん幼稚園さま 

内野診療所さま 

くやま小児科医院さま 

小林天神幼稚園さま 

天神幼稚園さま 
             （順不同） 

個人の方 ７名 


