
　　　　平成29年度　茅ケ崎里山公園倶楽部年間活動予定　 [4月～9月]
月 日 曜日 食 田んぼ班 畑　　　班 雑木林班 生態調査班 企画班 広報班 事務局

1 (土) 苗床耕作・ワラ灰作り 小麦草取り、追肥、中耕、夏ネギ植付 里山案内

5 (水) 苗床準備（整地・区画・ワラ土作り） さといも種選別

7 （金） 苗床種まき・保温 たけのこ汁準備

8 (土) ◎ 子供苗床種まき・保温（昼休み時） たけのこ掘り

12 (水) かぼちゃ畝づくり、小麦草取り 竹林整備

15 （土） 田起こし かぼちゃ苗・さといも植付け、さつまいも畝作り 竹林整備

22 (土) 田起こし じゃがいも芽かき、追肥、中耕、さつまいも畝作り 竹林整備 元屋敷林整備(竹、笹、幼木除伐）

26 (水) 畦草刈り さつまいも畝作り、防鳥ネット支柱準備、草刈り

6 (土) 苗床施肥 さつまいも植付け、ささげ・ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ種まき 薪作り、植樹

10 (水) 小麦防鳥ネット張り

　　　　　　　　春の公園祭り準備 公園祭りは、活動成果の展示や出店により保全活動の意義と倶楽部の理解者を増やすための市民交流の場です。

活動日ですので、１３日の準備並びに１４日当日出店には会員の皆様の協力をお願いします。

14 （日） 　　　　　　　　　　　　　　　　≪春の公園祭り≫

17 (水) 畦草刈り、代掻き（荒）準備 ささげ支柱準備、草刈り 竹林整備 南田んぼ周り草刈り、代掻き

20 (土) ◎ 代掻き（荒）・苗床草取り 落花生種まき、草取り ほだ場整備・本伏せ しろかき隊

24 (水) 苗床草取り 草刈り 南田んぼ（１区画）の保水処理作業

27 (土) ◎ 苗取り・代掻き(仕上げ) ささげ支柱・間引き、かぼちゃわら敷き 草刈り・炭焼き 湿地保全（ガマ抑制刈りなど）

3 (土) ◎ 田植え 南田んぼ田植え（午後） 会報発行

7 (水) 畦補修、水路整備 草刈り（小出小）                             竹皮集め・竹炭品 北畑園路脇草刈り（高刈り）

10 (土) 植苗の補植 小麦刈り・脱穀、玉ねぎ収穫 竹伐（西３）

17 (土) じゃがいも収穫 草刈り・笹刈り・炭焼き

24 (土) ◎ 中耕･草取り さつまいも土寄せ、ポップコーン間引き 草刈り・竹炭品 アカバナ調査 森の楽校

5 (水) 畦草刈り とうみ作業、草刈り 外来種抜き取り（倶楽部+協会）

8 (土) ◎ 中耕･草取り 草取り、追肥、中耕、かぼちゃ収穫 竹伐

12 (水) 中耕･草取り ねぎ植え付け、草刈り　　 草刈り・苗畑整備

15 （土） ナイトウォーク

19 (水) 中耕･草取り 草刈り

22 (土) 草取り（さつまいも、さといも他）、かぼちゃ収穫 竹伐（西３）

29 (土） さつまいもつる返し、ささげ収穫

4 （金） ﾕｰｽﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ

5 (土) ◎ ささげ収穫、草取り（さといも） ソーメン流し 外来種抜き取り（倶楽部会員対象） ﾕｰｽﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ

9 (水) 畦草刈り 草刈り 南田んぼ草取り、畦草刈り

19 (土) 大根畝作り、草刈り、草取り、ささげ収穫 草刈り・笹刈り・雑木林調査 水鉄砲で遊ぼう

26 （土） 水路補修 ささげ収穫、大根畝作り、ポップコーン収穫

2 (土) 雑草取り（稗など） 大根種まき、ささげ皮むき・選別、支柱片付け 草刈り かかしを作ろう 会報発行

6 (水) 畦草刈り 収穫物整理、草刈り 真竹林整備

9 (土) ハサ掛け用竹材点検 さつまいも、落花生ネット張り

16 (土) ハサ掛け準備・稲結束用ワラ準備 大根間引き（２本立て） 竹間伐

23 (土） ◎ ハサ掛け製作 大根芯食い虫取り カヤネズミ調査（１回目）

27 (水） 畦草刈り・稲刈り用農具準備 ささげ消毒、麦わら焼却 南田んぼ周りの草刈り

30 (土) 稲刈り・ハサ掛け 南田んぼ稲刈り

　ソーメン流し準備　　　ご協力お願いします
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　　平成29年度　茅ケ崎里山公園倶楽部年間活動予定　 [10月～３月]
月 日曜日 食 田んぼ班 畑　　　班 雑木林班 生態調査班 企画班 広報班 事務局

7 (土) ◎ 畦補修・湛水 大根間引き（１本立て）、追肥、中耕 平成の森整備

11 (水) 脱穀準備・ワラ小屋整備 玉ねぎ用地整備(草取り、元肥) 竹間伐

14 (土) ◎ 脱穀・ハサ掛け片付け さといも草取り、追肥、中耕 森林整備 ドングリ拾い

21 (土) 水路整備 落花生収穫 薪作り・草刈り

28 （土） さつまいも収穫（公園祭り用） 薪作り

　　　　　　　　秋の公園祭り準備 公園祭りは、活動成果の展示や出店により保全活動の意義と倶楽部の理解者を増やすための市民交流の場です。

活動日ですので、４日の準備並びに５日当日出店には会員の皆様の協力をお願いします。

5 (日) 　　　　　　　　　　　　　　　　≪秋の公園祭り≫

8 （水） 堆肥置き場整備 竹除伐(西1)

11 (土) ◎ さつまいも収穫（感謝祭用）、玉ねぎ苗植付け 炭焼き カヤネズミ調査（２回目）

18 （土） さといも収穫 薪作り・竹炭品

25 (土) ◎ 小麦種まき 森林整備

2 (土) ◎ 田んぼ側溝掘り 大根収穫、玉ねぎもみがら敷き 竹間伐 アカガエル産卵場所整備 会報発行

6 (水) 畦補修･水路整備 収穫物整理 原木伐採

15 （金） 　　　　　　　　感謝祭準備 　ご協力お願いします

16 (土) ◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪感謝祭≫ ・大根収穫　　・大掃除

20 （水）
12 （金） 赤飯準備 堆肥撒き 森林整備

13 （土） ◎ 麦踏み、落ち葉かき 竹間伐 赤飯

20 (土) 堆肥づくり 落ち葉かき お花炭

3 (土) 麦踏み、落ち葉かき 柿剪定・道具整備 バームクーヘン

10 （土） ◎ 苗床整備（草取りなど） 堆肥切り返し・たまねぎ追肥 椎茸菌植付け、仮伏せ、チップ化

14 (水) 畦補修、水路整備 南の小屋整理 湿地保全

3 (土) 苗床整備（草取りなど） じゃがいも植付け 竹炭品・チップ散布 会報発行

7 (水) 畦草刈り 農機具置場整理

17 (土 ) ◎ 苗床準備（覆土作り） 小麦草取り、追肥、中耕 竹密度調査、作業場整備 春探し

お知らせ ・受付：9:30～　作業開始10:00。通常15:00終了ですが、12:00で終了する場合もあります。　
・服装：長袖､長ズボン、長靴、帽子、名札。

・持ち物：弁当、飲み物、軍手、ﾀｵﾙなど。
・お昼のお楽しみ：[食]マークの日は、収穫物などを試食します。但し、食は臨時ですることもありますので、お椀・お箸は毎回ご持参下さい。
・調理に携わる方はエプロン・マスク・三角巾・ビニール手袋の着用をお願いします。
・活動日のお願い：「活動後の片付け」並びに「谷の家利用後のお掃除」にご協力下さい。

・問い合わせ先：公園事務所　ＴＥＬ0467-50-6058
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・雨天対応：迷ったら、8時半以降に事務所に問い合わせをして頂くか、茅ケ崎里山公園倶楽部のホームページ(会員連絡)をご覧下さい。
　《ホームページアドレス》　http://www.kanagawa-park.or.jp/tigasakisatoyamaclub/index.html
　※雨天中止の場合は日曜日に順延、日曜日雨の場合は中止とします。
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倉庫内の整理整頓、大掃除

4 （土）
≪秋の公園祭り≫


