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新型コロナウイルスへの影響への対応
昨年の台風 19 号の被害から完全に復興しないまま令和 2 年になり，新型コロナウイルス
が猛威を振るう状況は，日本だけでなく全世界に及び，さらに気候変動に伴う水害が各地で
発生している状況となってしまいました。会員・関係者の皆さまにおかれましては，いかが
お過ごしでしょうか。
本会の活動も，これまでイベント中止に加え，年度内の除草以外のイベントを全て中止と
しています。社会情勢やいくつかの団体が実施しているイベント等は，新型コロナウイルス
対策ガイドラインを遵守しつつ実施している状況ではありますが，ガイドラインを遵守する
ことが感染しないことと同義ではないと本会では考えます。また，子供たちが多く参加する
本会の活動では，個人間の距離を保つことや飛沫を防ぐことが極めて困難であり，40 度近
くまで上昇する野外状況下での熱中症対策までを完全に対策することはできないと判断した
ものです。ワクチンが開発され，一般に対策が取られるようになってからイベント等を再開
したいと思います。
鈍化する人間社会の動きとは別に，梅雨の長雨により鬼怒川河川敷のシナダレスズメガヤ
やクズなどの草本類の繁茂は，激しさを増しており，本会で唯一実施している除草作業も手
作業だけでは追い付かない状況となっております。そのような中，本会では「しなだれバス
ターズ」という，機械除草を積極的に実施していくチームを結成し，対抗することとしまし
た。
以下の URL または QR コードは，YouTube で皆さまへのメッセージとともに，「しなだ
れバスターズ」の実施状況，現在の鬼怒川河川敷および各保全地の状況をビデオ公開したも
ので，是非ご覧になっていただきたいと思います。併せて Facebook も随時更新しておりま
す。
令和 2 年 7 月 30 日
会長 高橋伸拓
YouTube チャンネル「うじいえ自然に
スマホやタブレットから

親しむ会」のＵＲＬ：

は左のＱＲコードをカメ

https://youtu.be/usmWjOKyQew

ラで読み取ることで簡単
に観られます。

※検索でも出てきます。
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DVD「母なる川、鬼怒川」の完成！！
本会のＤＶＤ「母なる川、鬼怒
川」が完成し，栃木県内の全小中学
校への配布となりました。このＤＶ
Ｄの作成費は，県ホンダ会からの助
成となります。
かねてから検討に検討を重ね，素
材の収集と構成を「ＤＶＤ編集委員
会」で練ってきました。作成には長
い時間がかかってしまいましたが，
YouTube にも公開しており，是
非，以下の URL からご覧になって
いただきたいと思います。
完成に際して，下野新聞にも掲載
されました。
＜ふるさとの川、鬼怒川の自然＞
https://youtu.be/ZTX6hdlKwLU

＜母なる川、鬼怒川＞
https://youtu.be/HaIoiisrqDc

「しなだれバスターズ」始動！！
発端は，ミヤコグサ第一管理地の西側外縁や，サッカ
ー場西側保全地の南端側の藪化への対応でした。今季は
雨が多いためか，シナダレスズメガヤやクズといった雑
草の繁茂が激しく，例年とは比較にならないほどの状況
です。このまま放置するとミヤコグサやカワラノギクの
生育へ大きな影響が出ることから，機械除草を主とする
「しなだれバスターズ」を結成し，活動開始しました。
バスターズ構成員は，さくら市，宇都宮市，那須塩原
市，上三川町，日光市から駆け付けていただいています。

今年度は，除草以外の活動を中止していますが，インターネットを駆使して情報
発信していきます。コロナ禍が過ぎた時に現地がきちんとした状態で保全されてい
るよう，管理作業を頑張っていきたいと思います。
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スケジュール
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，令和 2 年度いっぱいの除草以外の活動を中止します。
実施予定日
（曜日）

行事名

詳細

・時
間：９:００～１１:００
・集合場所：勝山パークブリッジ下の芝生
4 月 4 日（土）
・時
間：９:００～１２:００
勝山ビギナー探鳥会
・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
シナダレスズメガヤ抜き取り ・時
間：１０：００～１２：００
4 月 12 日（日）
とカワラノギクの種まき（共） ・集合場所：氏家大橋上流カワラノギク保全地
・時
間：１０：００～１２：００
4 月 25 日（土）
ヤマブキソウの観察会
・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
ミヤコグサ第一管理地除草作 ・時
間：９：００～１１：３０
5 月 10 日（日）
業
・集合場所：ミヤコグサ第一管理地
・時
間：１０：００～１１：３０
シルビアシジミ観察会
・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
5 月 16 日（土）
うじいえ自然に親しむ会 総
・時
間：１３：００～１４：３０
会
毎年シルビアシジ
・場
所：さくら市ミュージアム講座室
ＤＶＤの上映
ミが出現しないた
・時
間：１４：３０～１６：００
め少し早めました。
記念講演会
・講
師：エコロジーオンライン・ソーシャルエコロ
「SDGs ではじめよう！」
ジー研究所，上岡 裕 氏
・場
所：さくら市ミュージアム講座室
・時
間：８：００～１１：３０
5 月 24 日（日）
ミヤコグサ管理地除草
・集合場所：ミヤコグサ第一管理地
・時
間：８：００～１１：３０
5 月 31 日（日）
ミヤコグサ管理地除草
・集合場所：ミヤコグサ第一管理地
・時
間：９：００～１１：３０
6 月 7 日（日）
シナダレスズメガヤ駆除作戦
・集合場所：氏家大橋上流カワラノギク保全地
草川下流域清掃

6 月 13 日（土）

担当
高橋
南部
佐々木
木村
役員
有志
高橋
役員
有志

全役員

役員
有志
役員
有志
役員
有志

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

役員
有志

6 月 18 日（木）

オオキンケイギク駆除作戦
（協）

6 月 21 日（日）

アカガネネクイハムシ調査

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：ゆうゆうパーク駐車場 階段前
・時
間：９：００～１１：００
・調査場所：下河戸地内「向溜」
・時
間：９：００～１１：００
・集合場所：ゆうゆうパーク内の芝生の東屋
・時
間：８：００～１１：３０
・集合場所：サッカー場西側れき河原動植物保全地
・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
・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）
・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）

南部
さくら市
役員
県博
佐藤
南部

6 月 14 日（日）

シナダレスズメガヤ駆除作戦
7 月 12 日（日）
鬼怒川の水質検査
7 月 18 日（土）
7 月 19 日（日）
7 月 19 日（日）

ミヤコグサ管理地
集中除草キャンペーン
夏休みの昆虫観察会と標本作
り（協）
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高橋
高橋
役員
有志
ﾕｰｽ
高橋

実施予定日
（曜日）
8 月 2 日（日）

行事名
植物標本作り教室（協）
【第 1 回】

セミの羽化観察会（協）

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）

8 月 22 日（土）

植物標本づくり教室（協）
【第 2 回】

8 月 23 日（日）

水辺の生きもの観察会

9 月 5 日（土）
9 月 6 日（日）
10 月 4 日（日）

ミヤコグサ管理地
集中除草キャンペーン
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～

10 月 24 日（土）
10 月 25 日（日）

ゆめ！さくら博

未定

いきものフェス

2 月 14 日（日）
3 月 21 日（日）

詳細

担当

・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
・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
・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
・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
・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
・時
間：８：００～１１：００
・集合場所：ミヤコグサ第一管理地
・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
・時
間：１０：００～１４:３０
・集合場所：さくら市氏家体育館

高橋

・時
間：１０：００～１７:３０
・実施場所：東京都台東区 貿易センタービル

・時
間：１０：００～１２：００
冬の植物観察会【冬芽と葉痕】
・集合場所：ミュージアム体験学習室
（協）
・講
師：うじいえ自然に親しむ会 田代俊夫
・時
間：９：００～１１：３０
シナダレスズメガヤ駆除作戦
・集合場所：サッカー場西側れき河原動植物保全地

高橋

高橋

高橋

高橋
工藤

役員
有志
役員
有志
高橋
役員
佐々木
木村
磯
高橋
全役員

※ 状況に合わせて除草作業を追加します。
探鳥会の実施の可否は，日本野鳥の会栃木県支部のホームページで確認してください。
実施予定日
（曜日）

行事名

11 月 15 日（日）

勝山探鳥会【第 1 回】

1 月 17 日（日）

勝山探鳥会【第 2 回】

3 月 14 日（日）

勝山探鳥会【第 3 回】

詳細
・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
・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
・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
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