
囲いやま森の会 活動記録（第 432回） 

  壱岐貞俊 

日 時：2020.04.04(土）10:00～12:30    天気：快晴 

参加者：赤石/壱岐/岩井/西岡/西澤/野口/野口y/福元/三嶋/森岡/森山/山口  計12名 

岩井さんは大事を取り会費等納入後早退。向さんは外出をはばかり欠席の連絡あり。 

青空と新緑に恵まれた今年度最初の活動日だが、新型コロナウィルス禍が深刻さを増す中で、こ

の多数の参加者である。健康の有難さを痛感しつつ、ゆっくり全員一体の行動を旨とし今日のこ

の日を楽しんだ。 

(1)打合せ等 

・三菱UFJ環境財団の大橋さんは来森取り止め。助成金の入金は予定通りとの事。 

・「子どもっと松戸」、今年「囲いやま」での予定なし。但し、音楽会場として借用希望を了解。 

・緑と花の基金への今年度報告は完了。今後 3年間の助成金辞退も連絡した。 

・総会は 5 月 2 日の記載を予定したが、コロナ禍に鑑み 議案をメール送信して皆さんの承認を

いただければ総会記録の終了とします。 

各担務について 自然観察サポート要員候補者の同意を得た。(奥村さんは別途説明要)。 

・会費は赤石さんに支払い、保険料は壱岐に支払いすることで連絡。 

・中国人留学生で入門講座17期生 向さんが入会、ＭＬに登録 

・現場にて、ステージ改修の検討状況の説明と質疑。 

要点：ステージ高さは計画より極力下げる、材料は極力森で調達、広さはコンパネ 8枚 

土台のブロック等は適宜使用、設計を進めながら再検討 

(2)作業等 

・西掲示板取付、掲示3枚で使用開始。 

・畑全面雑草除去、 ほうれん草及び高菜収穫 

・モモノキ、イチゴノキ 定植 

(3)自然観察等 

野草が花盛り：カキドオシ・ヒメオドリコソウ・ホトケノザ・ショカツサイ・ムラサキケマン・カラスノエンドウ・ 

タチツボスミレ、マルバスミレ・ジュウニヒトエ・キンラン・ホウチャクソウはこれから咲く 

 

 

  

西掲示板供用開始  ステージ改修議論  青空の下 除草作業に勤しむ 

ショカッサイ    ムラサキケマン    ホトケノザ 

だいぶ傷んでいる キタテハ 



 

ヒメオドリコソウ    カキドウシ    オオイヌノフグリ 

ニワトコ    コブシ    カラスノエンドウ 

タチツボスミレ    タチツボスミレ色違い（濃さ）    関東タンポポ あいのこ？ 



囲いやま森の会 活動記録（第 433回） 

  壱岐貞俊 

日 時：2020.04.07（火） 10:00～12:30    天気：晴 

参加者：壱岐/福元/森岡/森山   計 4名 

 

 昨年、味の良さで思わぬ好評を博した福井県大野市特産の大野芋(里イモ)の植付に 3人の農園

トリオが集結した。森山さんはトリオを横目に一人ソクズ周辺の開墾に取り組んでいた。 

余興で筍堀りも楽しんだが、土中から落葉を貫き 顔を見せた筍を発見した瞬間 発した御仁の大

歓声は自然そのものでした。尚、里イモは4畝の予定だったが種イモ不足の為 3畝で完。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左1列ジャガイモ芽摘み完、右 2列サトイモ植付完 

 

チューリップ満開 コン柱の傾き矯正要 

森山さんの新事業 何に化けるか？ 

0404見事に咲くチューリップ 



囲いやま森の会 活動記録（第 434、435回） 

  壱岐貞俊 

2020.04.14(火） 10:00～12:30    天気:晴 

参加者 壱岐/森山                        計2名 

2020.04.16(木) 10:00～12:30    天気:晴 

参加者 壱岐/福元/三嶋/森山                   計4名 

 

 14日：コロナウイルス感染防止の外出自粛要請下なるも、皆さんの様子を窺いに出かけてみた

ら、森山さんがインパクトレンチの音をさせていた。正門出入口の隙間から入森した人がいたと

いうことでそれを塞いでいた。私は西側掲示板辺りの花壇化を目指し開墾に汗を流した。 

 16 日：花壇用苗を育苗圃から入手する手はずが整ったという連絡で 三嶋さんと一緒に訪問、

各種花苗を分けていただき 南西の花壇に運搬、手ぶらで育苗圃にも行けないので、先ず「囲いや

ま」で筍を探したら、結構な収穫があり、偶々来合わせた森山さんにおすそ分けできた。福元さ

んも畑仕事をしていると聞き、気持ちが大きくなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正門わきの隙間塞ぎの様子       ケンポナシの間にベンチ   パンジー・ムルチコーレなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

西側掲示板周囲の花壇造成の様子   ソクズエリア周囲 森山さんの開墾状況 



囲いやま森の会 活動記録（第 436回） 

  壱岐貞俊 

日 時：2020.04.21(火）10:00～12:30    天気：曇 

参加者：壱岐/西岡/野口/福元/三嶋/森岡/森山/山口          計8名 

コロナ自粛の閉塞感から暫しの開放を求めるのと 三嶋・壱岐が育苗圃からいただいたたくさ

んの花を西縁花壇に植える作業をしていたら通りがかりの家族連れの方々が話しかけてくる。 

５～6 組だったか オカリナの音楽会に来たことがあり 今度第三金曜日に森を案内してもらいた

い、子どもたちは「きれいなお花！」 作業はササ・ヤブカラシの根や空き缶・空きビンが一杯出

てきて不愉快な作業だが なんとか皆で 80％程度を完了できた。 

(1)打合せ等 

・三菱UFJ環境財団から入金 

今年の予算通り物品購入を開始予定。 

・年会費とスポーツ保険料の支払いは次回以降。 

(2)作業等 

・ロウバイ、ハナモモの運搬と仮植(長谷川さんから入手) 

北西エリアに植えた 

・北西エリア伐倒木等処理：丸太を移動・整理 

・南西縁花壇の開墾作業と花苗の植付け 

・ソクズ群生地周り開墾(継続作業) 

(3)自然観察等 

・ウワミズザクラ開花：見ごろは過ぎた  ムベ開花 

 

ウワミズザクラ 0414 

ウワミズザクラ 

花壇 植付け 

ニワトコの花 

ムベ開花 



囲いやま森の会 活動記録（第 437回） 

壱岐貞俊 

日 時：2020.04.28(火）10:00～12:00    天気：曇 

参加者：壱岐/野口/福元/森山                計 4名 

 コロナウイルスの感染ピークが見えても油断はできないが、森はいつの間にか雑草・

野草が至る所で生い茂り出している。毎週火曜日を作業日としてトライしているが、 

参加者の顔ぶれは大体固定したようだ。 

(1)打合せ等 

・特になし 

(2)作業等 

・正面掲示板及びその前面のコンクリート杭の傾き直し(補正程度) 

・北西エリアの倒木周り片付 

・森内通路等の最新状況確認 

・ソクズ周囲の畑でマリーゴールド播種 

(3)自然観察等 

・台風被害木(コブシ？)に巻添えになった木(樹名調査中)の生育状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 倒れ方も見事だが上部の生木もけなげ       掲示板、杭の傾き是正後 

 

 



囲いやま森の会 活動記録（第 438、439回） 

壱岐貞俊 

日 時：2020.04.29(火）10:00～12:00  天気：晴 

参加者：壱岐/野口       計 2名 

日 時：2020.04.30(水) 09:30～14:00  天気：晴 

参加者：壱岐/野口       計 2名 

伊藤さん(フジミ・イトー商会)：チェーンソーの納品・打合せ 

北西エリアは未処理の伐倒木が横たわっている所に 昨秋の台風による倒木もあり、 

これに雑草・つる草が被さって、倒木が見えない程度になってくるため、何とか整理整

頓を進めたいとの意見があった。先週からこのエリアの改善に取り組み始めた。ロープ

と切り株と滑車を使って自動車で引っ張って丸太を引っ張り出す作戦。結構手間のかか

る作業であったが、運動不足解消も兼ね力仕事に取り組んだ。 

(1)作業等 

・北西エリアの倒木切断・運びだし 

(2)自然観察等 

・木村さん提供のワラビが生育かと思ったらコゴミらしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車で滑車を利用して引出したハリエンジュ伐倒木   倒木等が大分除去され広場出現の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正門広場のハリエンジュ切株除去の様子 新規購入「スチールのチェーンソー」 

 



囲いやま森の会 活動記録（第 440 回）

壱岐貞俊

日 時：2020.05.02(土）10:00～12:30    天気：晴

参加者：壱岐/奥村/西岡/西澤/野口/野口 y/福元/三嶋/森岡/森山/山口 計 11名

会員外：槻さん（14期）

コロナ禍の最中で外出自粛要請の為、日常の閉塞感打破の思いが会員には共通にある

のでしょう、新緑の森が暫しの息抜きの場になったようだ。今期の予算で購入の備品：

チェンソー・チルホールに確認点検をしたり 花壇の話など、久し振りの森の活動の半日

だった。甚左衛門の森の槻さんはミズキの花時に合わせ トラカミキリムシ等害虫の調査

に来森。この辺は未だ被害がないようだ との話し。

(1)打合せ等

・地主の石川静雄氏ご逝去、三嶋・野口・壱岐が 4月 26日に石川宅に弔問。

・例年 6月のゴミ回収は 緊急事態宣言期間のため 中止になりそう。

・北西エリアで台風の強風で根っ子から倒木の巻き添えを食って まだ生き残っている

のはムラサキシキブと判明。

(2)作業等

・北西エリアの倒木処理材を「根木内歴史公園の腰掛」用に約 10個運び出し。

・同上エリアを刈払機で雑草を除草。

・畑エリアでサツマイモの畝作りと、森山さん開墾地に於ける彼の作業。

(3)自然観察等

・ハナイカダの雄花と雌花、キンラン、ホウチャクソウ、ジュウニヒトエ等々

新規購入のチェンソー談義 野口・山口さん       花壇のお花

新規購入品(チルホール・ロープ等)   入口付近の腰掛用丸太と刈払機で除草



キンランはたくさん咲いて    ホウチャクソウは終末

ジュウニヒトエもたくさん咲いて    ウグイスカグラの可愛い実

イヌザクラは終末 ウワミズザクラも面影ナシ

ハナイカダ：左 雌花   右 雄花



囲いやま森の会 活動記録（第 441 回）

壱岐貞俊

日 時：2020.05.05(火）10:00～17:00    天気：晴

参加者：壱岐/野口/山口       計 3 名

新たに購入したチェンソー・チルホール・プーリー等の使い勝手チェックと習熟等を

目的に、ハリエンジュ伐倒計画に従い、先の伐倒講習会の次の対象木に取組んだ。

(1)打合せ等

・新機材の取り扱いにつき相互レクチャー

・作業段取りの相談：特に対象木胸高直径 800 ㎜強、架かり木の可能性高の認識共有

(2)作業等

・前述ハリエンジュの伐倒

・架かり木の処理

・架かり木の幹に支柱を当てモトダマ切後、切断部をチルホールにて引き離し架かり

木を地上に落とす。これを数回繰り返し 架かり木を垂直に近づける

・途中、架かっていない枝が低い位置に降りてきた時、チェンソ―で幹から切断

・垂直度を高めた架かり木の高所にワイヤをかけ後方に引き架かりを外した

(3)自然観察等

・ハリエンジュ及びミズキ開花

受け口方向調整     直径大対策(受け口両側切断)  右手の幹(枝？)が架かり木に

側面図（枝の股に架かる） 架かり木解消       ハリエンジュの花



囲いやま森の会 活動記録（第 442 回）

壱岐貞俊

日 時：2020.05.12(火）10:00～14:00    天気：晴

参加者：壱岐/野口/福元/三嶋/森岡            計 5名

通行時声掛け:赤石/西岡

野口さんとは北西エリアの倒木処理を示し合わせたが、花壇・畑エリアでも一組が活

動。それに、育苗圃との交渉等もあり三嶋さんが参加。非 3密状態下の作業でした。

(1)打合せ等

・刈払機 1台と混合油 1ℓ缶を畑倉庫に常備した。

・育苗圃から野菜苗等入手。

・三嶋さんが某材木店から入手し 3期及び 15期に渡す材木を入口広場に仮置き。

(2)作業等

・北西エリアに放置された倒木の切断と入口広場への引き出し(都合 3日目)。

・切断木を「根木内歴史公園の腰掛」用に４個運び出し。

・畑エリアでは、畑周囲の刈払、及び花壇の水やりと新たに開墾した花壇の植栽。

(3)自然観察等

・アイリスの開花

切断し引出した倒木の山      倒木引出し後の様子  

畑周囲刈払後の様子            花壇伸長の様子



囲いやま森の会 活動記録（第 443 回）

壱岐貞俊

日 時：20.05.26(火）10:00～13:00    天気：曇

参加者：壱岐/野口/野口 y/三嶋/森山            計 5名

会員外：三原さん他 2名（三樹の会）

山良材木店からスギとヒマラヤスギ（マツ科）の厚板を 6枚提供いただき 秋山の森に

2枚運搬し、ヒマラヤスギ 2枚は三吉の森に提供 併せて囲いやまで使っていた 500㎏の

チルホール一式を提供することにした。三樹の会からは乗用車で 3名来られたが マツ板

は 2,100×600×80t もあるので、軽トラで出直し それでも後ろが出っ張り ロープをか

けてゆっくりと運んで行った。

入口右側には 伐倒講習のハリエンジュなどの樹木が転がっていてこれの整理を始めた。

動かすのには人力では無理なので 野口車でロープと滑車を使って 引出し作業を行った。

3月からの作業でだいぶ片付けてきたが、丸太切りにして 根木内歴史公園に運んだ。

30～50㎝の高さであるが結構重く 車は荷物車、有難く運搬しました。

野口 Yさんが 落花生の大粒（オオマサリ級の大きさ）を持ってきてくれて これから

畑に植えようか との相談があり。

森山さんは始めと終わりの顔見世だったが元気そうで何より。

(1)打合せ等

・三嶋さんから「コロナウィルス注意」のポスター。

・三樹の会 三原さんに チルホールの取り扱い説明、伐倒時ロープ掛けに当たり使用す

る野口さんの「大型パチンコ」の紹介等。

(2)作業等

・北西エリアの整備（倒木の玉切、根木内への搬出）。

・入口及び北西エリア刈払機で除草。

・野口 yさん準備の落花生播種。(準備した畝に植える)

(3)自然観察等

・アカボシゴマダラ春型（特定外来生物）赤色ナシ



囲いやま森の会 活動記録（第 444回） 

壱岐貞俊 

日 時：20.06.02(火）9:00～12:30    天気：晴 

参加者：壱岐/西岡/野口/福元/森岡             計 5名 

    赤石(長谷川野菜店前で邂逅) 

 花壇の雑草と北西隅の一角整備を気にしながら、何人位が揃うか思案しつつ常盤平側

からアプローチする。花壇では既に西岡さんが雑草と格闘しているし福元さんは畑周り

の刈払準備、森岡さんは新開墾で出た雑草やゴミの山の片付けに余念がない。野口さん

はバイクに乗ったまま 3 人の作業を眺めておられる。フェンスの外を通る皆さんはほと

んどが我々の作業に見入り、目が合うと一言労いの言葉をかけて下さる。コロナで気が

塞いでいても「囲いやまの森の南西エリアの変化」は、皆さんの心を優しくしているの

かも知れない。 

(1)打合せ等 

・無し 

(2)作業等 

・北西エリアの整備（積み上げた枝類の裁断と移動）。 

・花壇エリア草取り、笹の除去(地下茎の除去が主)及び除去物の片付け 

・畑周り刈払。 

・ソラマメの収穫、落花生に寒冷紗トンネル掛け 

・チューリップの球根処理 

(3)自然観察等 

・里イモ芽だし 

 

北西コーナー 放置枝等片付けの様子 

 壇の笹・雑草処理後 

畑周辺刈払後の様子 

花壇 北限部植栽 



囲いやま森の会 活動記録（第 444回） 

壱岐貞俊 

日 時：20.06.02(火）9:00～12:30    天気：晴 

参加者：壱岐/西岡/野口/福元/森岡、赤石(長谷川野菜店前で邂逅)   計 5名 

 花壇の雑草と北西隅の一角整備を気にしながら、何人位が揃うか思案しつつ常盤平側

からアプローチする。花壇では既に西岡さんが 雑草と格闘しているし 福元さんは畑周

りの刈払準備、森岡さんは新開墾で出た雑草やゴミの山の片付けに余念がない。野口さ

んはバイクに乗ったまま 3 人の作業を眺めておられる。フェンスの外を通る皆さんはほ

とんどが我々の作業に見入り、目が合うと一言労いの言葉をかけて下さる。コロナで気

が塞いでいても「囲いやまの森の南西エリアの変化」は、皆さんの心を優しくしている

のかも知れない。 

作業等 

・北西エリアの整備（積み上げた枝類の裁断と移動）。 

・花壇エリア草取り、笹の除去(地下茎の除去が主)及び除去物の片付け 

・畑周り刈払。 

・ソラマメの収穫、落花生に寒冷紗トンネル掛け 

・チューリップの球根処理 

・里イモ芽だし 

囲いやま森の会 活動記録（第 445回） 

日 時：20.06.06(土）10:00～12:30    天気：晴 

参加者:赤石/壱岐/西岡/西澤/野口/野口 y/福元/三嶋/森岡/森山/山口 計 11名 

会員外:正岡/西田  (西田さん：入会申込み・入会金受領) 

 正岡さんは根木内での知り合いで「囲いやま」から根木内に運んだハリエンジュの腰

掛が縁で参加、野口さんの木工師範を仰ぐ段取りが整っていた。 

西田さんは昨年の「子どもっとまつど」からの付き合いだが、きょう正式に入会。 

(1) 打合せ等 

・打合せ時はマスク着用。野口さんが持ってこなかった方に自前のマスクを提供。 

・北西エリアの開発について協議：通路からの展望も考慮し花木の生育がよい。 

・花壇について「み花課」に苗の配布を申請検討。四季で各 120ポット入手で申請。 

・樹護の会に山良材木店提供の「厚杉材」を引渡し、600×2100 

・花壇・畑の管理は毎週火曜日の臨時作業等で目下順調に作業をしている。 

・西岡さんが、「チルホールってどんなもの」と質問されのを機に、手に取って貰い作動

説明をした。程よいタイミングでの質問だが、日頃の説明不足でした。 

(2)作業等 

・北西エリアの整備（エリア内の陰にビオネスト整備に着手）。 

・北縁刈払機で除草・片付け 

・イモと里イモの両畝雑草取り 

・自然観察エリアのササ処理…刈払機を使わないと大変なように見えるが… 

・シイタケ・ナメコの榾木組み換えなど 

(3)自然観察等 

・コクワガタ 

・ハナイカダやシュンラン結実 ヤマユリ蕾、・ムラサキシキブ、ネズミモチ、ナンテン等開花 

コクワガタ 



 

北縁道路沿いの除草刈払い  自然観察エリア手入れ作業 

榾木組み換え 

北西エリア 

だいぶ片づけ出来ました 

ムラサキシキブ開花        ハナイカダ結実          ヤマユリ蕾 

シュンラン        ネズミモチ                 ナンテン 



囲いやま森の会 活動記録（第 446回） 

壱岐貞俊 

日 時：20.06.09(火）10:00～12:30    天気：晴 

参加者:壱岐/西岡/野口/福元/森岡/森山              計 6名 

 第 1・2・4火曜日の臨時作業で 暑い夏場はご苦労様です。森岡さんは花壇の水遣り 

主体で早朝のことが多い。この頃は近所の方々が水遣りに協力頂くようで、森岡さんの

人徳の賜物でもあるようだ。暑い中だが、それぞれの懸案に取り組んだ。 

(1)打合せ等（個別打合せの結果を記す） 

・森山さんに不要な玉切材を適宜薪用に運び出して貰う。 

・育苗圃の花苗提供については今年度の申し込みは〆切済。別途の手段を考える。 

・畑倉庫配備の混合油の管理は福元さんに委ねている。混合用機材は当面配備しない。 

(2)作業等 

・花壇水遣り 

・北西エリアの整備（エリア内残材片付け）、玉切り材運び出し 

・北縁西側刈払・片付 

・馬鈴薯等の畝雑草取り 

・畑のニワトコ及びソクズ周り刈払 

(3)自然観察等 

・落花生、サトイモ殆どが発芽 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

  

                                       

 

↑北縁西側 ↓北西広場整備の様子     ↑フキ収穫と刈払↓薪材料搬出の様子 

 



囲いやま森の会 活動記録（第 447回） 

壱岐貞俊 

日 時：20.06.16(火）10:00～12:30    天気：晴 

参加者:赤石/壱岐/木村/西岡/西澤/野口/野口 y/福元/三嶋/森岡/森山/山口 

新入会:櫻井/出町                      計 14名 

 

真夏日の予想だが集合時刻頃は雲がありまだ涼しい。森近くの経営住宅住まいの女性２

名の入会希望があり、木村さんも久しぶりの出席だったこともありミーティングに花が

咲いた感じでした。今日のお二方は出身地と併せ年齢まで堂々と紹介され、周囲から 

「若い」と歓声が上がっていた。名簿上の会員は現在 20名。女性は 11名。 

(1) 打合せ等  

・新人二人の森案内を西澤さんの自然観察に併せ実施。 

・29日午前中、育苗圃に花苗を打診の予定。 

(2)作業等 

・北西エリアの整備、昨夏の台風で倒れたムラサキシキブの植え直しと支柱設置 

（野口さんがこのエリアに手を付けて 10日目の快挙） 

・ステージエリアから畑までの通路刈払と片付け、水道ホースの設置調整 

・畑除草 

(3)自然観察等 

・ジャノヒゲ開花 ヤマユリ蕾(3ケ確認)  ムサシアブミの生育確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コブシの根切断、右手の幹回転  ムラサキシキブ完全分離 

 

 

 

 

 

 

ジャノヒゲ開花      ヤマユリの蕾       ムサシアブミ生育確認 



囲いやま森の会 活動記録（第 448回） 

壱岐貞俊 

日 時：20.06.23(火）10:00～12:30    天気：曇 

参加者:壱岐/福元/森山               計 3名 

 

9時過ぎには 明るくなり雨も止みそうだし、前回ＳＤメモリ容量一杯で逃したムラサ

キシキブ（3.5mH,60mmD）再生の記録写真だけでも撮りたいと思い出掛けてみる。 

ネムノキの開花に目を奪われ、南西エリアのソクズ園の今までにない整備状況に見とれ

たりしていると、森山さんがチェンソー持参で薪材作りを始め、福元さんは花壇整備に

取り掛かった。 

(１)作業等 

・ムラサキシキブの再生状況写真撮影 活着していそうだし支柱も問題なさそう 

・芋苗取りと植付け及び除草 

・残材利用の薪作り 

(２)自然観察等 

ネムノキ開花→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 10か月振り土壌に根を下ろした 

ムラサキシキブ 

右二畝はサツマイモ 

その左は雑草に混じる落花生 

畑は雑草がすごい勢いで生育 



囲いやま森の会 活動記録（第 449回） 

壱岐貞俊 

日 時：2020.6.30(火）9:00～12:00   天気：曇 

参加者:壱岐/福元/三嶋/森山/出町    計 4名 

通り掛り者 野口 

 

昨日「育苗圃」から運んだ花苗：マリーゴールド・ポーチェラカ・ブルーサルビア・ 

サルビア（レッド）などは 一部を切り戻し 枯れた花の除去など手入れをして、春の花

はほとんど終わっており 枯れ苗の除去とナデシコは切り戻しなどの手入れを進めた。 

道路沿いの花壇は 70mくらいになり 雑草が生えてきていて、6ケースでだいぶ多いポッ

ト数をどのような配置で植えるか？ 福元さんにお願いをして 出町さんと植付け開始。 

壱岐は 植付の積りであったが 雑草に紛れて生育確認をおろそかにしたジャガイモの収

穫遅れも気になり 二股の取組になった。生憎 花壇の主が急用で欠席、花苗の植付は中

途までであった。 

(1) 作業等 

・花壇の花苗植栽 

・ジャガイモ収穫（3畝のうち一畝完） 

・森山菜園：サトイモ植付等 

・畑及び周辺雑草取り 

(2)自然観察等 

・落花生開花(2，3個確認) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    上 2枚（入手苗と植付け用地の状況） 

 

 

 

 

ジャガイモ、20株位でこの位の収穫(小さいのが多い) 


