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昨年 12 月に行った炭焼きの結果です。3 月 11 日に窯出しを行いま

した。入り口を塞いでいたレンガを取り除き、中を見ると（左上の写

真）手前の方がかなり燃えてしまっているようです。とりあえず、窯

の中から全部取り出しました。ほとんど炭化して軽いもの、木質がた

くさん残っていてずっしり重いもの、上半分が焼き過ぎているのに下

半分が焼き足りないものなどいろいろあります。 

上手く焼けているようなものを一本切っ

てみました（右の写真）。上１/４が焼き過ぎ

て消し炭のようにもろく、下１/４には木質

が残っていました。中間の半分ほどがまあま

あの炭になっているようです。 

全体的に窯の手前は燃え過ぎ、上部は焼き

過ぎ、下部は焼き足らずの状態でした。燃料

を燃やして窯焚きをしているときに、空気が入りすぎていたようです。

また、焼き過ぎと焼き足らずの相反する現象が起きています。焚口の

大きさ、通気口と排煙口の調節具合、焼時間など、まだまだ検討しな

ければいけないことが分かりました。この後、炭の部分と木質が残っ

ている部分を選り分けて、小さく切断する作業が残っています。 

今回の結果は満足できるものではありませんが、私の炭焼き２回目にしては上出来だったと思いま

す。 

 

 

 １年前から楽しみにしていたイベントです。ジビエがもてはやされ

る今日この頃、昨年のイノシシ料理に次いで、シカ肉料理もいただける

とはなんと素敵なことでしょう。しかも解体まで見学できるとは！ 

 実際の解体では、シカの筋肉質な足やしなやかな肩などを間近で見

ることができ、教科書や本では表現できない肉感や質感を味わえまし

た。シカの脚の筋肉質な美しさは、生命の神秘だと思いました。 

 職員のみなさまが作ってくださった「シカ肉と野菜の旨煮」は、とて

もおいしかったです。肉感を味わえるようにとこだわりの注文で入手された肉塊は、臭みもなく、硬め

の牛肉のような味わいでした。しかしながら、やはりどこか野生

を感じさせる引き締まった感触は、肉塊で鍋に投入してくださっ

たからこそわかるものなのでしょう。また、里芋があれほど肉と

野菜をなじませるものとは思いもしませんでした。薬草茶もほっ

こりとする香りがして、元気になったような気がいたします。 

 最後には、かんじきをはいて園内を駆け回り、冬を満喫させて

いただきました。来年は、クマやウサギだといいなぁ～と期待し

ています。 

 

 

ふくろう通信 

「吉住窯」炭焼きの結果！ 

ねいの里自然塾の会会員 池松 怜美   

 

（取り出した炭） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　２９年度　「ねいの里」年間活動予定

日　時 定　　例　　会　　行　　事　　内　　容 担当部署 担当者

春の森でチャレンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （定員：30人）

9：30～13：00

4月30日（日） ねいの里・生き物調査隊　「春の自然ふれあい隊」　　　　　　　 　（定員：20人）

9:30～12:00 　　ねいの里周辺の里山や田んぼを散策し、春の動植物と触れあいます。

5月 ７日（日） 早朝バードウォッチング

7：00～8：00 　早朝のねいの里で、新緑と野鳥のさえずりを楽しみます。

5月14日（日） 愛鳥週間・探鳥の日

8：00～12：00 　　新緑の野鳥の園（古洞ダム周辺）でバードウォッチングを楽しみます。

9：00～12：30 　　新緑の里山を、親子でネイチャーオリエンテイリングをしながら散策します。

6月 4日（日） 浅生の釜池で自然観察。

8：00～16：00 　　浅生の釜池（上市）周辺を自然観察しながら散策します。

竹細工づくりとヘイケボタル観賞

夏休み自由研究支援教室　　　　 （定員：どちらか1日に参加、1日当たり 5人）

7月29日（土） ねいの里・生き物調査隊　「トンボの調査と標本作り隊」　　　　　 （定員：20人）

9：30～12：00 　　ねいの里のトンボを観察し、採取したトンボの標本作りを体験します。

8月26日（土） 夜の昆虫大探検

17：00～20：00 　　竹を使った工作と、夜に鳴く虫やライトトラップに集まる虫を観察します。

9月10日（日） 有峰の自然を探る　「アサギマダラ調べ隊」　　　　　　　　　　　　　（定員：20人）

8：00～17：00 　　有峰の雄大な自然の中でアサギマダラのマーキング調査を行います。

キノコ狩りとキノコ鍋を楽しむ　　　　　　　　　　　　（キノコ鍋の試食あり：300食）

10：00～12：00

10月29日(日） ねいの里・生き物調査隊　「木の実と落ち葉探し隊」　　　　　　　　（定員：20人）

9：30～12：00 　　秋の里山で、木の実や葉っぱの観察をします。

11月 5日(日） ネイチャーゲームと草木染め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（定員：30人）

9：30～12：00 　　ネイチャーゲームと草木染の体験をします。

11月19日（日） 蔓植物の観察会（クリスマスリース用輪っか作り）

9：30～15：00 　　蔓植物の観察をしながら蔓を採取し、リース用輪っかを作ります。

12月 3日(日） クリスマスリース作り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (定員：30組）

9：30～12：00 　　持ち寄った材料でクリスマスリースを作ります。

12月16日(土） 正月飾りづくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（定員：20組）

9：30～12：00 　　ねいの里等で集めた材料で、しめ縄などの正月飾りを作ります。

1月21日(日） ねいの里・生き物調査隊　「冬の里山見つけ隊」　　　　　　　　　　（定員：20人）

9：30～12：00 　　冬芽や足跡をとおして、冬の里山の動植物を観察します。

1月21日(日） 自然塾の会・カンジキハイク

9：30～11：45 　　カンジキを付けて雪の里山を楽しみます。

11：45～13：00 自然塾の会運営委員会 自然塾の会 松崎

親子で道草inねいの里：冬の章「冬の里山で遊ぼう」　　　 　　　 （定員：18組）

9：30～13：00

冬の生き物観察と動物の体を調べる　　　　　　　　　　 （ジビエ試食あり：30食）

9：00～12：00

3月18日(日） ねいの里の春見つけ

9：30～12：00 　　園内を散策し、早春の息吹を感じる花やカエルの卵などを観察します。

12：30～14：00 自然塾の会総会 自然塾の会 松崎

ねいの里　　動物の足跡観察と、シカやイノシシの体を観察します。
　　手羽先の骨格標本作りを体験できます。　　　　　　　　　　　　  （定員：10組）

ねいの里 ねいの里

自然塾の会 長谷川、土井

1月28日(日）
自然塾の会

石澤、坂田
平野（妙）、野澤　　ネイチャーゲームをしたり、カンジキを付けて歩き回ったり。

　　親子で遊びながら、冬の里山を楽しみます。

　1月 4日（木）～
　　　  6日（土）
　　9：00～17：00
　　4日は13：00～

春の七草頒布と正月遊び　　　　　　　　　　　　　　（200セット、一人2セットまで）

共催 ねいの里
　　ねいの里や周辺で集めた春の七草の頒布をします。
　　また、昔の懐かしい遊びも体験できます。

ねいの里
（ジュニア支援）

ねいの里
石澤、坂田、松崎

ねいの里

自然塾の会 松崎、竹内

自然塾の会 平野（康）、吉井

共催 ねいの里

10月 1日(日）
共催 ねいの里　　園内でキノコを採取し、講師によるキノコの鑑定を行います。

　　また、キノコ鍋の試食も行います。

ねいの里
（ジュニア支援）

ねいの里

2月11日（日・祝）
共催

7月26日（水）
7月27日（木）
9：30～15：30

ねいの里 ねいの里　　自由研究の相談を受け、調査内容やまとめ方の指導を行います。

ねいの里
（ジュニア支援）

ねいの里

ねいの里 ねいの里

5月21日（日）
親子で道草inねいの里：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （定員：15組）
             初夏の章  「ネイチャーオリエンテーリング」

6月17日(土）
6月24日(土）
17：00～21：00

ねいの里 ねいの里　　竹細工づくりとヘイケボタルの幻想的な光を観賞します。
　　　　（１回目：１７日、　2回目：24日）

自然塾の会 石澤、藤堂

4月22日（土）
共催 ねいの里　　春の里山でネイチャーゲームをしながら自然観察をします。

　　また、山菜クッキングを楽しみます。

ねいの里
（ジュニア支援）

ねいの里
（石澤、松崎）

ねいの里 ねいの里

ねいの里
県、日鳥連

ねいの里

自然塾の会 石澤、坂田、野澤

ねいの里
（ジュニア支援）

ねいの里

ねいの里

( ：ねいの里主催 ， ：共催 ， ：自然塾の会主催 ）



 

 

 

 

 

                          ねいの里で正月の恒例となった「春の七草 

頒布会」を行いました。心配していたコオニタビ 

ラコは今年も何とか採取することができました。 

不思議なこともありました。前回ナズナをたく 

さん取らせてもらった畑に全く見当たりません。 

周囲の畑を探すとありま 

した。作付けする 

作物や肥料の 

やり方で違 

ってくるの 

でしょうか。 

また、こんな失敗もありました。ある人が沢山取ってきたナズ 

  ナ？は、全部スカシタゴボウ。ロゼット葉がナズナとよく似てるん 

ですね。当人曰く、「チョットおかしいなとは思ったんだけど…」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ねいの里自然塾の会が SAVE JAPAN プロジェクトの助成を受けて行った、新しい事業です。 

39 名の親子にスタッフが 11 名の総勢 50 名が参加しました。都合よく数日前に雪が降りカンジキ 

  を付けて雪上ハイクです。ネイチャーゲームをしたり、動物の足跡を探したり。 

 不思議に思ったのは、広いところでは思い思いの所を歩くかなと思っていたのに、皆さん行儀よく 

一列になって歩かれたことでした。途中で頂いたホットコーヒーがとても美味でした。 
 

 

 

                       早春の息吹を見つける 

                       「春見つけ」。季節の区分 

                        を示す二十四節季の説明 

                        を聞いた後、春見つけに 

                         出発です。 

展示館の前庭ではダンコウバ 

イがいい香りを漂わせています。 

キンキマメザクラもちらほら咲き始めており、水の中には 

ホクリクサンショウウオの卵塊、水生庭園の池ではヤマア 

カガエルの小さなオタマジャクシ 

を見つけました。 

他にも散策路では冬眠から 

                    目覚めたばかりのカナヘビや 

ショウジョウバカマなど、春の 

息吹をたくさん見つけました。 

                  

平成 29年 1月 4日 ～ 6日 

平成 29年 3月 19日（土）

平成 29年  2月 11日（土） 
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● 4月 22日（土）「春の森でチャレンジ」 

9：30 ～ 13：00 集合場所：ねいの里  定員：30名 

春の里山でネイチャーゲームをしながら自然観察をします。 

また、山菜クッキングをして楽しみます。 
 

● 4月 30日（日）「生き物調査隊・春の自然にふれあい隊」 

9：30 ～ 12：00 集合場所：ねいの里  定員：20名 

（対象：ジュニアナチュラリスト＆一般を募集します。） 

     ねいの里周辺の里山や田んぼを散策し、春の動植物と触れあいます。 

 
 
● 5月 7日（日）「早朝バードウォッチング」 

7：00 ～  8：00 集合場所：ねいの里 

     早朝のねいの里で、新緑と野鳥のさえずりを楽しみます。 
 
● 5月 14日（日）「愛鳥週間・バードウォッチング」 

8：00 ～ 12：00 集合場所：古洞ダム駐車場 

     新緑の野鳥の園（古洞ダム周辺）でバードウォッチングを楽しみ 

     ます。 
 
● 5月 21日（日）親子で道草ｉｎねいの里： 

初夏の章「ネイチャーオリエンテーリング」 

9：00 ～ 13：00 集合場所：ねいの里  定員：15組 

     新緑輝の里山を、親子でネイチャーオリエンテーリングをしながら 

散策します。 
 
● 6月 4日（日）浅生の釜池周辺の自然観察 

8：00 ～ 16：00 集合場所：ねいの里（9：00に上市町役場駐車場） 

     浅生の釜池（上市）周辺を自然観察しながら散策します。 

 

● 6月 17日（土），6月 24日（土）「竹細工づくりとヘイケボタルの観賞」 

17：00 ～ 21：00 集合場所：ねいの里 

     竹細工づくりとヘイケボタルの幻想的な光を観賞します。 

 

 

〈行事への参加希望の方は、ねいの里までお申し込み下さい。〉 

 

 

■ 企画展 

4月  1日 ～ 5月 22日  日本鳥類保護連盟県支部写真展 

5月 24日 ～ 6月 26日  愛鳥ポスター展 

 

 

○ 会員の駐車場利用について 

    会員の方は、「ねいの里」行事への参加や施設の利用を前提に、ナチュラリスト駐車場を利用来ます。 

 

 

 

 

 

 


