
2021年度活動報告 （チーム別概要、太字イベント） 

 

 

全体活動 A 棚田 B 園路竹林 C 果樹樹木キノコ D 

4－9月コロナで中止 

10 月：ビオトープ浚

渫、ビートルシップ解体 

11 月：ビートルシップ補

修、秋の郷遊び準備 

12 月：ビートルシップ補

修、ヤマザクラ周辺竹伐

採、大掃除 

1 月コロナで中止 

4月：棚田除草、水路清掃、里

芋植付、サツマイモ用畝づくり 

5 月：タマネギ収穫（７１

ｋ）、畝回り除草、水田に施

肥、水抜き水作り 

サツマイモ植付、里芋目出し水

田、畝づくり 

6 月：モチ米田植え、ジャガイモ

収獲（７８ｋ）、小麦脱穀、

精麦（３．６ｋ） 

7 月：畑の草刈り、里芋へ施肥

植替え、水路草取り 

8 月：茶畑の草刈、散水、竹伐

採 

9 月：草刈り、水路の草刈り泥

上げ、ハザカケ用竹切出し 

10 月：モチ米の稲刈イベント、

（21 名）、草刈り小麦精粉

（３．４ｋ→粉１．２ｋ） 

・モチ米の脱穀イベント：（11

家族33名）３８ｋ 

・サツマイモ試掘（3.7ｋ/2株）

茶畑草刈り 

・サツマイモ収獲イベント：１０

５ｋ、10家族 20名） 

11 月：サトイモ収獲体験（12

家族33名、１２０ｋ） 

・秋の郷遊びタマネギ植付イベン

ト（3 家族 7 名）3 畝に 350

本、 

12月：茶の剪定と草取り、棚田

柵下イノシシ避け竹材交換 

1 月：お正月の郷遊び、餅つき

（5家族18名、3臼）、イノシ

シ避け補修 

2 月：機材棚卸、畝立てジャガ

イモ植付 

4 月：タケノコや不要竹除

去、郷の小径看板補修 

6 月：チーム棚整理 

7 月：竹の丘若竹番号付

け、枯れ竹不要竹除去、ビ

ートルシップ用竹材集積、ビ

オトープ排水溝前石張り撤

去 

8 月：竹の丘ビートルシップ

用竹材伐採 

9 月：椿の棚田跡地除

草、竹一斉開花ビデオ鑑賞 

10月：ビオトープ掘削跡補

修、隠れ池見晴らし処見晴

らし確保、竹の丘竹整備伐

採 

11 月：隠れ池見晴らし処

用丸ベンチ皮むき、防腐塗

装、竹の丘竹林整備伐 

12 月：隠れ池見晴らし処

用丸ベンチ制作と設置、ミニ

門松用のハチク伐採 40 本 

・上高池見晴らし処竹伐採

と排水口整備、高池竹穂

垣前枯れ竹伐採 

1 月：園路案内板 7 枚製

作設置、竹の丘、園路柵

補修と枯れ竹伐採 

4 月：実生鉢替、苗圃ネット

補修、せせらぎの丘竹伐採 

5 月：ホダ木本伏、隠れ池他

植栽計画地調査 

6 月：モチツツジ、ミツバツツジ

挿穂採取、果樹着果調査、＃

２植樹地と果樹園下草刈り、

スモモ収穫（不作） 

7 月：＃1 植樹地（竹の丘

東）と果樹園下草刈り、隠れ

池凸棚田土質調査 

・アゲハチョウ飼育（4 組 10

名）7－8月 3回講座 

8 月：コロナで活動中止、 

9月：苗圃整理、＃２植樹地

と果樹園草刈 

10 月：果樹園草刈、クリ拾

い、コナラドングリ採取、東地区

ホダ木調査 

・隠れ池凸地棚田跡：簡易透

水試験とコナラ取り播き 

11 月：秋の郷遊び吊るし柿

（12家族15名） 

・果樹牛糞堆肥（毎２０L） 

・果樹防草シート敷設、ホダ木

置き場整備、コナラ実生鉢替え 

12月：ホダ木採取１ｍ物20

本・コナラドングリ土中保管、＃

1植樹地ススキ抜根 

1 月：土質と水捌け調査、隠

れ池谷筋、ホテイチク伐採跡五

右衛門風呂下、果樹剪定 

2月：果樹剪定、植栽地土壌

調査、オタフクナンテン挿し木 

3 月：シイタケ菌打ち 
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自然ふれあい E 天神川流域整備 F 竹工作 G 

4 月：タンポポ調査説明会 

5 月：ササユリ開花、開花 29 株、総株

数１８８ 

6 月：クリ苗周り除草と追加植樹11本 

7 月：ハンノキ保全エリア間伐と草刈り、

火起こし（舞切、弓切、紐切）と紙漉き

実験、クリ苗保護対策 

9 月：クリ苗保護対策、イベント準備

（時計用文字板、紙漉きと葉書づくり） 

10 月：スイセン畑整備 

秋の郷遊び用自然素材採取 

・秋の郷遊び時計作り試作、紙漉き体験

打合せ、大神神社研修（ササユリ保

全）企画の報告 

11 月：ササユリ球根 2012-2016 年分

鉢替え、2017年 40 個を谷口池及び自

転車置き場周辺に植込み、12月播種予

定の為蒴果 38個採種 

・秋の郷遊び、紙漉き（6 名）、自然素

材の時計作り（8名） 

・岸和田高校同窓会自然観察会案内 

12 月：ササユリ播種、石窯燃焼試験、リ

ース作り体験準備、自然素材採取 

・リース作りイベント（10名） 

・大神神社ササユリ圃場見学 

1 月：樹名板 50 枚作成（希少低木を

中心に）樹名板取り付け交換と幼木に

保護柵取り付け 

2 月：火起こし道具製作と樹名板作成

交換 

 

4 月：藍の種蒔・ビオトープ周辺草刈り

フェンス取り換え、天神川左岸竹整理、 

5 月：ホタル調査道竹の芽除去、除

草、水路清掃、蛍成虫調査 

6 月：調査道整備、竹の芽除去、下

草刈り、水路点検、案内看板取り付

け、蛍成虫調査 

7 月：草刈り竹の芽除去、郷の棚田草

刈り・藍のたたき染め試作 

8 月：ＮHK サイエンスゼロ（淡竹の

120 年に一度の開花）鑑賞、水路、

天神川、調査道増水状況確認、倒竹

伐採、草刈り、動物忌避剤設置、藍染 

9月：下草刈り竹伐採、ビオトープ補修 

10 月：調査道整備、枯れ竹除去下

草刈り、草木染（ヒメジョオン）郷の棚

田草刈り 

11 月：枯れ竹整理、調査道柵取り換

え、調査道案内標識設置、マリーゴール

ド草木染 

12 月：調査道柵整備、門松用松採

取（臨空公園）ビオトープ草刈り 

・大門松制作 

1 月：調査道整備、ヒメボタル花壇整

理、大門松撤去 

・ビオトープ周り枯竹伐採と草刈り 

 

4 月：四ツ目編み籠や茶わん籠用ひ

ご作り、籠製作スキルアップ 

7 月：チーム棚移動と整理、作品披

露、篠笛づくり練習、 

・篠笛づくりイベント（4名参加） 

8 月：マダケ調達、竹置き場整理 

10月：秋の郷遊び用竹工作サンプル

づくり、四海波花籠作り体験イベント

準備とスキルアップ 

・四海波籠花籠講座(2 回コース、8

名) 

11月：マダケ育成管理エリアの整備と

イベント竹の確保 

・秋の郷遊び：簡単な竹工作（29

名） 

12 月：熊取町でマダケ、樫井川で篠

竹調達、 

・しめ縄づくりイベント（2名） 

・ミニ門イベント（12 名、午前クラブ内

イベント） 

1 月：正月の郷遊び「凧揚げ」（11

組 25名） 

・貝塚自然の森で業平竹調達 

・ネズミ玉、スギ玉鉄砲の製作スキルア

ップ 
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