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 激動の令和元（2019）年度が終わり、新年度に移りました。 

 昨年度は、平成 31年から始まり、5月、令和元年を迎えました。穏やかに過ぎた時間は

10月の台風 19号により一変しました。本会は、ミヤコグサ第 1管理地が冠水したのみ

で、氏家大橋上流やサッカー場西側の保全地は冠水せず、何とか持ちこたえ、カワラノギク

は満開となりました。しかし、下河戸の向溜が決壊し、溜池内のフトイ群落にのみ生息する

アカガネネクイハムシが危機に陥りました。皆様のご自宅でも浸水などの被害に遭われた方

や、農地に土砂が流れ込んだ、土手が崩れたなど、様々な被害に遭われた方がいらっしゃる

と思います。そのような中、2019年 11月中旬に中国の湖北省武漢市で新型コロナウイル

ス（COVID-19）が最初に発生、さらには冬、暖冬が続くとともに、雪が少なく春以降の水

不足が心配されました。台風 19号の傷も癒えない状況の中で、新型コロナウイルスによる

全世界への爆発的な感染拡大が起こってしまいました。現在も外出の自粛や規制が強化され

る一方で、私たちの活動 5月末までのものをすべて中止することとしました。その後も、新

型コロナウイルスの動向に合わせて決定していきたいと考えています。 

 

 この新型コロナウイルスへの感染、拡大防止のために、残念ながら総会を延期ではなく、

中止とします。したがって、今回郵送する資料により総会に代えさせていただきたいと思い

ます。計画では、今後本会が取り組もうと考えている SDGs※１に関する講演会を予定してい

たところだったため、より残念でなりません。新型コロナウイルスの収束の後に、本講演会

を開催したいと思いますので、よろしくお願いします。 

令和 2年 4月 28日 

会長 高橋伸拓 

 

※１ SDGs：国連加盟 193カ国が全会一致で採択した、2015年から 2030年にかけて達成するための行動計画  

会 報 誌  第 ２ １ 号 
 

令和２年４月 28 日 
（2020年） 

   令和元年度から令和 2年度に向けて 
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 会費に関する質問を多く受けています。 

 「いつも総会時に納入しているが、開催されない時はどうすればよいか」というもので

す。 もし、さくら市ミュージアムにご来場する機会があった際に納入していただければ幸

いです。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により状況がどうなるか不透明ですので、

来年度（令和 3年度総会時）まで納入を延滞していただくことで結構です（会費の納入は、

手数料のかかる振り込みや現金書留等による郵送までしていただかなくて結構です）。 

 どうぞ皆さま、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 本会顧問の中村和夫さんがこの度、絵本「シルビアものがたり」を発刊しました。 

 さくら市内では、TSUTAYAをはじめとする書店に加え、さくら市ミュージアムでも購

入することができます。是非、皆さまにも手に取っていただきたいと思います。 

（以下、随想舎のホームページから引用） 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………  

   会費の納入に関して 

   「シルビアものがたり」発刊 

シルビアものがたり 
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 おかげさまで会の活動は 18年目に入りました。 

 新型コロナウイルスの影響で，当面 5月末までの活動を中止します。 

 その後も状況に応じて対応します。 
実施予定日 

（曜日） 
行事名 詳細 担当 

4月 4日（土） 

草川下流域清掃 
・時  間：９:００～１１:００ 

・集合場所：勝山パークブリッジ下の芝生 

高橋 

南部 

勝山ビギナー探鳥会 

・時  間：９:００～１２:００ 

・集合場所：さくら市ミュージアム玄関前 

・日本野鳥の会の会員 100 円、非会員 300 円 

佐々木 

木村 

4月 12日（日） 
シナダレスズメガヤ抜き取り

とカワラノギクの種まき（共） 

・時  間：１０：００～１２：００ 

・集合場所：氏家大橋上流カワラノギク保全地 
高橋 

4月 25日（土） ヤマブキソウの観察会 

・時  間：１０：００～１２：００ 

・集合場所：お丸山公園大手門駐車場（喜連川支所前） 

・講  師：うじいえ自然に親しむ会 田代俊夫 

高橋 

5月 10日（日） 
ミヤコグサ第一管理地除草作

業 

・時  間：９：００～１１：３０ 

・集合場所：ミヤコグサ第一管理地 
高橋 

5月 16日（土） 

 

毎年シルビアシジ

ミが出現しないた

め少し早めました。 

シルビアシジミ観察会 

・時  間：１０：００～１１：３０ 

・集合場所：ミヤコグサ第一管理地 

・講  師：うじいえ自然に親しむ会 高橋伸拓 

全役員 

うじいえ自然に親しむ会 総

会 

ＤＶＤの上映 

・時  間：１３：００～１４：３０ 

・場  所：さくら市ミュージアム講座室 

記念講演会 

「SDGs ではじめよう！」 

・時  間：１４：３０～１６：００ 

・講  師：エコロジーオンライン・ソーシャルエコロ

ジー研究所，上岡 裕 氏 

・場  所：さくら市ミュージアム講座室 

5月 31日（日） 
ミヤコグサ管理地 

集中除草キャンペーン 

・時  間：８：００～１１：３０ 

・集合場所：ミヤコグサ第一管理地 
高橋 

6月 3日（水） 
オオキンケイギク駆除作戦

（協） 

・時  間：９：００～１１：００ 

・集合場所：ゆうゆうパーク駐車場 階段前 

佐藤 

南部 

6月 7日（日） シナダレスズメガヤ駆除作戦 
・時  間：９：００～１１：３０ 

・集合場所：氏家大橋上流カワラノギク保全地 
高橋 

6月 13日（土） ミヤコグサ管理地 

集中除草キャンペーン 

・時  間：８：００～１１：３０ 

・集合場所：ミヤコグサ第一管理地 
高橋 

6月 14日（日） 

7月 10日（金） 
ゆうゆうパーク小川の清掃

（協） 

・時  間：９：００～１１：００ 

・集合場所：ゆうゆうパーク内の芝生の東屋 

佐藤 

南部 

7月 11日（土） 

シナダレスズメガヤ駆除作戦 
・時  間：７：００～９：００ 

・集合場所：サッカー場西側れき河原動植物保全地 
高橋 

鬼怒川の水質検査 

・時  間：９：００～１０：３０ 

・集合場所：サッカー場西側れき河原動植物保全地に 

隣接する鬼怒川 

高橋 

7月 18日（土） ミヤコグサ管理地  

集中除草キャンペーン 

・時  間：７：００～９：３０ 

・集合場所：ミヤコグサ第一管理地 

          （ゆうゆうパークの大池南側） 

高橋 

7月 19日（日） 高橋 

7月 19日（日） 夏休みの昆虫観察会と標本作

り（協） 

・時  間：１０：００～１５：００ 

・集合場所：ミュージアム体験学習室 

・持ち物：虫かご、虫取り網、標本を持ち帰るための箱、

飲み物・帽子。午後にまたがるため弁当持参 

・参加費：５００円（材料費） 

・定員：２０名（小学校低学年までは保護者が要同伴） 

・申込み：さくら市ミュージアムへの事前申込が必要 

・講師：うじいえ自然に親しむ会 高橋伸拓 

高橋 

  

   スケジュール 
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実施予定日 

（曜日） 
行事名 詳細 担当 

8月 2日（日） 植物標本作り教室（協） 

【第 1回】 

・時  間：１０：００～１２：００ 

・持 ち 物：新聞紙・筆記用具 

・定  員：10名（小学校低学年までは保護者の同伴） 

・申 込 み：さくら市ミュージアムへの事前申込が必要 

・集合場所：ミュージアム体験学習室 

・講    師：うじいえ自然に親しむ会 田代俊夫 

高橋 

セミの羽化観察会（協） ・時  間：１８：３０～２１:００ 

・集合場所：さくら市ミュージアム玄関前 

・講  師：うじいえ自然に親しむ会 高橋伸拓 

・持 ち 物：デジタルカメラやスマホ・LEDライト 

高橋 

8月 10日（月） 

祝日：山の日 

シルビアシジミを見つけよ

う！（協） 

 

（R1 年 鬼怒川の石ころ観察

会） 

・時  間：９：００～１１：００ 

・集合場所：ゆうゆうパークのパークブリッジ南側 

「ミヤコグサ第一管理地」 

・持 ち 物：筆記用具・飲み物・帽子 

・定  員：10名（小学校低学年までは保護者が同伴） 

・申 込 み：さくら市ミュージアムへの事前申込が必要 

・講  師：未定 

高橋 

8月 22日（土） 植物標本づくり教室（協） 

【第 2回】 

・時  間：１０：００～１２：００ 

・持 ち 物：新聞紙・筆記用具 

・定  員：10名（小学校低学年までは保護者の同伴） 

・申 込 み：さくら市ミュージアムへの事前申込が必要 

・集合場所：ミュージアム体験学習室 

・講    師：うじいえ自然に親しむ会 田代俊夫 

高橋 

8月 23日（日） 水辺の生きもの観察会 ・時  間：８：００～１２：００ 

・会  場：ゆうゆうパークのパークブリッジ南側 

「伝説の池」 

・講  師：うじいえ自然に親しむ会 高橋伸拓 

高橋 

工藤 

9月 5日（土） ミヤコグサ管理地  

集中除草キャンペーン 

・時  間：８：００～１１：００ 

・集合場所：ミヤコグサ第一管理地 

高橋 

9月 6日（日） 高橋 

10月 4日（日） シナダレスズメガヤ駆除作戦

とカワラノギク鑑賞会 

～感謝祭～ 

・時  間：１０：００～１４：００ 

・申 込 み：さくら市ミュージアムへの事前申込が必要 

・集合場所：氏家大橋上流カワラノギク保全地 

♪今年もご協力いただいた皆さんに豚汁や 

ＢＢＱでおもてなし♪ 

役員 

10月 24日（土） ゆめ！さくら博 ・時  間：１０：００～１４:３０ 

・集合場所：さくら市氏家体育館 

高橋 

役員 10月 25日（日） 

未定 いきものフェス 
・時  間：１０：００～１７:３０ 

・実施場所：東京都台東区 貿易センタービル 

佐々木 

木村 

磯 

11月 15日（日） 勝山探鳥会【第 1回】 

・時  間：９:００～１２:００ 

・集合場所：さくら市ミュージアム玄関前 

・日本野鳥の会の会員 100 円、非会員 300 円 

佐々木 

木村 

1月 17日（日） 勝山探鳥会【第 2回】 

・時  間：９:００～１２:００ 

・集合場所：さくら市ミュージアム玄関前 

・日本野鳥の会の会員 100 円、非会員 300 円 

佐々木 

木村 

2月 14日（日） 
冬の植物観察会【冬芽と葉痕】

（協） 

・時  間：１０：００～１２：００ 

・集合場所：ミュージアム体験学習室 

・講  師：うじいえ自然に親しむ会 田代俊夫 

高橋 

3月 14日（日） 勝山探鳥会【第 3回】 

・時  間：９：００～１２：００ 

・集合場所：さくら市ミュージアム玄関前 

・日本野鳥の会の会員 100 円、非会員 300 円 

佐々木 

木村 

3月 21日（日） シナダレスズメガヤ駆除作戦 
・時  間：９：００～１１：３０ 

・集合場所：サッカー場西側れき河原動植物保全地 
全役員 
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～その他の活動～ 

・各小学校・日々輝学園への出前授業 

・勝山城跡のフクロウ営巣モニタリング，鬼怒川河川敷でのコアジサシ飛来状況調査 

・向溜（下河戸）の環境再生支援 

・国、県、市の会議等への参加 

・関係団体への講話、生きもの調査等の自然観察会講師、イベント等での発表 

 

 編集後記  

 県レベルでの緊急事態宣言が発令されました。ここまで制限がかかる新型コロナウイルスの

拡大状況は、これまでに無い危機です。しかし、今回は物理的なことではなく“感染”という、

一種異様な恐ろしさを感じます。首都圏に続き、時間差で栃木も拡大してきています。皆さま

のご健康をお祈りし、今後の活動再開を夢見て準備していきたいと思います。 

 引き続き、皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。 

 

 

保全地に出現したオキナグサ(令和 2 年 4 月 12 日) 


