
    
 

のつぼみも膨らみはじめ、奥州にも春がやってきました。山の野池ではもう既

にヤマアカガエルのおたまじゃくしが生まれてきています。このカエル、こどもの

生存率を高めるために、他のカエルがまだ冬眠中の3月初めの寒いうちに冬

眠から目覚めて卵を産んでしまって、暖かくなるまで再び眠りにつくとか。面

白いですね！ さて、めぐみネットは 3月の総会を経て、いよいよ新年度体制が発足しま

した。今年はどんな活動になるのか楽しみですね。昨年同様に市内の大規模イベント等

にも積極的に参加して、若い世代も地域環境保全に巻き込んでいきたいと思います。 

緊急イベントのお知らせ！ 

☆ 「平成 30年度イベント企画会議」 
今年度から 4部会が統合となりましたが、これにより、会員が各部会でイベントを提案・検討する機会がなくなりま

した。そこで、年度はじめとなる 5月に、全会員対象でイベント企画会議を実施する運びとなりました。この会議で

来年 1月までの年間スケジュール（決定済みの 4～6月は除く）を決定し、各月の担当を決めていくことになりま

すので、会員の皆様はぜひご参加ください。お待ちしております！ 

日時：5月 9日(水) 13:30～15:00 

場所：江刺総合支所 212会議室 
 

.事務局より   -------------------------------------------------------------------------------------- 

●H30新運営体制のご紹介 

・ 今年度の役員として以下の 10名が就任しました。会員の皆様のお力添えを宜しくお願い致します。（敬称略） 
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資源循環分野 自然環境分野 環境学習分野 

※会計監事：及川勝幸（水沢公衆衛生組合連合会 会長） 
及川公子（奥州市地域婦人団体協議会 会長） 

昨年度体制から変わって新しく就任した運営委員はマイムマイム奥州の及川久仁江さん。久仁江さんにはこれま

でも環境学習の部会活動に協力していただいているほか、久仁江さん自身も普段から循環型農業に率先して取り

組んでいるとても活動的な方です。また、久仁江さんと入れ替わりで運営委員を退かれた及川堅一さんには、長い

間、資源循環・廃棄物部会長として会を引っ張っていただきました。まだまだ元気な堅一さんには、“相談役”として

これからもご協力いただく予定です。 
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●H29総会のご報告 

平成 29年度総会で会員の皆様から出た貴重なご意見の一部をここの紹介します。こういったご意見はめぐみネ

ットの活動を良くするためにとてもありがたいものです。これらの意見を踏まえ、今後とも改善に向けて検討していきた

いと思います。今後も会員の皆様からのご意見をお待ちしております。 

1) 環境基本計画の指標達成状況に関してめぐみネットから審議会に提出された意見の内容を教えて欲しい 

     → 体制が整わず環境基本計画の進行管理ができていないが、体制も含め今後の課題である 

2）市の環境政策に関して、運営会議のなかだけでなく会員からの意見を募るしくみを整えて欲しい 

     → 今後、そういったしくみを検討していきたい 

3）事務局体制を充実させるため、市に環境活動の専任スタッフが欲しい 

 

.運営会議より   -------------------------------------------------------------------------------------- 

今年度の開催が既に決定している春のイベント（4,5月）と、会員団体の開催イベントについてお知らせします。4,5

月のめぐみネットイベントの詳細は同封のイベント開催チラシをご確認ください。 

●4月のイベント予定 

・ 4月 27日(金)：「春の自然観察会と軽ハイキング」 

東北自然歩道『古刹をめぐるみち』を散策し、歴史を感じながら春の自然を観察します。大師山の座禅洞

窟も訪ねます。（※雨天中止） 

参加のお申込みは 4月 24日(火)までとなっています。奮ってご参

加ください。 
 

●5月のイベント予定 

・ 5月 19日(土)：「田植えと筍掘り体験」 

『水沢エコキッズ』のみんなと一緒に、田植えと筍掘りを体験します。

親子で泥にまみれて体を動かしてみませんか？（※雨天決行） 

参加のお申込みは 5月 16日(水)までとなっています。 

 

●会員団体のイベント予定 

・ 5月 3日(木)：「ひまわりの種を蒔こう」（主催：マイムマイム奥州） 

「マイムマイム奥州」は、農村における循環型社会の構築を目指す

ことを目的に設立された団体です。当団体では、『Green Gift 地

球元気プログラム』の一環として、“ひまわりから油をとるプロジェクト”

を実施しています。まずは春のひまわりの種蒔きを、一緒に体験して

みませんか？ ひまわりを通して見えてくる生態系の循環や、意外と

知らないひまわりの生態など、面白い発見がたくさんのイベントです！ 

◆お問い合わせ先◆マイムマイム奥州事務局(ファーメンステーション

内) 及川（☎：0197-47-5917） 
 

.広報編集部より   ------------------------------------------------------------------------------------ 

めぐみネットは、各会員団体の環境活動を応援しています。本会報やラジオ(奥州エフエム)でのイベント告知が可能で

すので、告知したい環境イベント情報や活動スケジュールをお気軽に事務局までお知らせください。 

事務局： 奥州市役所 市民環境部 生活環境課 「奥州めぐみネット事務局」 

奥州市水沢大手町一丁目 1番地  ☎ 0197-24-2111 ／ ﾌｧｯｸｽ 0197-51-2374／ ﾒｰﾙ seikatsu@city.oshu.iwate.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.oshu.iwate.jp/htm/kankyou/meguminet.html 

水沢エコキッズによる田植え 

ひまわりプロジェクトの昨年の参加者 



 

 

 

 

 

◆日  時  平成 30 年 4 月 27 日（金）  9:00～12:30 （※雨天中止） 

◆集合場所 黒石寺駐車場（8:50 受付開始） 

        ※相乗りで出発点の正法寺へ移動します。 

◆実施場所 奥州市水沢黒石地内（正法寺、兵士沢、小田、大師山周辺） 

◆内  容   東北自然歩道「古刹をめぐるみち」を散策しながら自然を観

察します。（大師山の『座禅洞窟』も訪ねます！） 

◆案内（講師） 奥州めぐみネット運営委員 鈴木輝男 氏 

◆参加費 会員無料、非会員は 500 円 

◆募集人数 20 名程度   

◆申込期限 4 月 24 日（火） 

◆その他  軽ハイキング（大師山登山）を兼ねた観察会となります。 

◆主催 奥州市、奥州めぐみネット 

◆参加申込み方法 
 下記内容を電話・メールでお知らせください。（下記を切り取り担当に提出でも構いません）  

 申込み先： 奥州市  市民環境部生活環境課  環境係  電話 24-2111 内線 214 

 

 

 

「春の自然観察会」（4 月 27 日）  

申込先：奥州市  市民環境部生活環境課  自然環境分野事務局担当：及川杏莉沙   

 

①氏名         ②年齢    ③住所  

   

④当日の朝連絡可能な電話番号  
（個人情報は、この事業の目的以外には使用しません。） 

奥州めぐみネット会員のみなさまへ 



 

「春の自然観察会と軽ハイキング」 
 

◎プログラム（予定） 
（※時刻は天候やプログラムの進行状況により若干前後する可能性があります。） 

    

 

    8:50 黒石寺駐車場受付開始（集合） 

    9:00 黒石寺駐車場 出発（車相乗り利用） 

    9:05～ 9:15 正法寺西入口駐車場 

   9:25 黒門バス停（古刹をめぐるみち始点） 

   9:45 念仏坂峠  

  10:00 兵士沢（追分碑） 

  10:30 東屋（休憩）  

   10:55 小田分岐（これより大師山へ） 

  11:25～11:35 座禅洞窟見学 

11:45～12:00 大師山山頂（休憩） 

  12:15 大師山荘 

  12:30 黒石寺駐車場（古刹をめぐるみち終点）到着（解散） 

   

 ※昼食時間を設けないので、解散後各自でお願いします。 

 

 

 

 

◎服装等 
  帽子、手袋、ヤッケ（防寒衣）、長靴又はトレッキングシューズ 

 

◎持ち物等 
  おやつ、水、リュック、傘等の雨具、タオル、ごみ袋、筆記用具 

  

◎その他 
・軽ハイキング（大師山登山）を伴うのである程度体力が必要です。 

   ・集合場所で中止の判断をすることもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平 成 3 0年 ４ 月 13 日 

  

奥州めぐみネット会員各位 

 

 

奥州めぐみネット 

                                  代表 若生 和江 

 

５月イベント『田植えと筍掘り体験』の開催のご案内 

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。平成３０年度奥州めぐみネット５月の

イベント『田植えと筍掘り体験』のご案内をいたします。本イベントは≪みずさわエコキッズ

≫と共同で開催される農業体験活動イベントになります。お子様やお孫様をお誘いあわせのう

えご参加ください。詳細を下記にご案内いたします。 

 

                   記 

１ 活動日   平成３０年５月１９日（土）9:00～15:00 

２ 集合場所  水沢区黒石町字下ノ在家５  小黒石自然体験交流館（こぐりん） 

３ 日 程  雨天決行ですが、活動内容が変更され、帰りの時間が早まる可能性もあり

ます。   

時間 内  容 

9:00 受付事務 開講式 こぐりん 

9:30 苗準備、田植え活動 

10:45 田植え終了、こぐりんへ移動 おやつ休憩 

11:20 たけのこ採り  

13:00 昼食・休憩 （こぐりん） 

13:45 ポットに野菜の種を植えます。  

14:30 感想文、感想画 

15:00 解散（保護者迎え） 

４ 会費等  参加費５００円（昼食３００円 おやつ２００円） 

       （※非会員は参加費１,０００円となります） 

５ 持ち物 

筆記用具、着替え（農作業で汚れます）、タオル２～３枚、水筒（自然環境に配慮し、ペ

ットボトルや缶に入った飲み物はご遠慮ください）、軍手、移植べら、長靴、帽子、カッ

パ（雨天時）、 

６ 服装等 

①田植えのとき 長そで（半そで、うでぬきでも可）、短パン（長ズボンをまくっても可）、

サンダル（田んぼの行き帰りや、足を洗う際に履くので水にぬれてもよいものとしま



す）、靴下（田んぼに入るときに素足が嫌な人。再使用できないと思われますので、廃

棄できるものが望ましいです。） 

②畑作業のとき 長袖、長ズボン、長靴 

③帽子をかぶることをお勧めします。 

７ 参加の申込み 

参加希望者は下記担当まで申込み（連絡）をお願いします。 

一般電話、携帯電話、FAX またはメールにて平成３０年５月１６日(水)午後 6 時までに

申込み願います。（昼食、おやつ等の準備があります） 

８ その他 

（１） ご不明な点は、下記担当者までお問い合わせください。(活動日当日は一般電話は不在

となります。) 

（２） 当日の朝、急に欠席になった場合や、遅れそうな場合は、下記担当者に連絡してくだ

さい。 

 

 

〔お申込み先〕 

奥州市水沢大手町一丁目1番地 
奥州市役所 生活環境課 
担当： 千葉 悠貴 
電話：０１９７-２４-２１１１(内線213) 
FAX：０１９７-５１-２３７４ 
メール：seikatsu@city.oshu.iwate.jp 

 

〔当日連絡先〕 

奥州市水沢黒石町字下ノ在家５ 
小黒石自然体験交流館（こぐりん） 
担当：千田 正典 
携帯：０８０-５５５６-５１６８ 


