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発行者　佐々木　賢

　三区町環境保全隊とNPO法人三区町地域資源・環境保全会
は、歴史公園を中心とした生態系保全活動に取組んでいます。
これまでの活動に加え、“夢”のある取組みとして①ホタル(源
氏ボタル)の復活作戦②フクロウおいで作戦③国蝶“オオムラ
サキ”おいで作戦に取り組み始めたところです。ホタルについ
ては11月23日カワニナを放流、フクロウについては歴史公園
内に“巣箱”を設置(12月27日)しました。“オオムラサキ”
については“エノキ”の落葉で幼虫が発見されました。

   子供たちが農業や食に触れる活動として、栽培から収穫までの
農業を体験する「農業体験学習」を実施しました。30代～40代
の次期後継者の集まりである「三区ど～すっ会」が企画、今年も5
月にスイカ・さつま芋の苗を植え、枝豆とトウモロコシの種を蒔
きました。8月には枝豆・スイカ・トウモロコシ、10月にはさつ
ま芋の収穫体験を行いました。

　今回も、日本三大疏水の一つである那須疏水の分流で、生きも
のの生息環境整備として設置した井桁護岸水路「ドジョウ池」や
歴史公園内の雑木林と池で実施しました。
　調査後は、捕獲したたくさんの生きものの生態などについて、
アドバイザ-の説明を聞きました。捕獲した“シマヘビ”を首にま
いたりする子供たちの“勇気…?”にはびっくりでした。

皆さんの投票で決まった三区町スロ－ガン 

好きです! 那須疏水と緑豊かな郷・三区町 

守ります! 那須の大地と清らかな疏水  



平成27年11月20日
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1-集合場所

2-実施内容

3-ゴミの処理

4-雨天の場合

・農道の不具合箇所の有無確認・・・・・・・・通行障害となるところがないか等

・班長さんは、集めたゴミ類は分別し、三区町公民館に持ってきてください。

・ゴミを入れるビニ-ル袋(ス-パ等のレジ袋)は各自準備をお願いします。

三区町の皆様へ

・小雨決行

・決行の可否確認は下記に問い合わせください。

　　事務局　　鈴 木 　　(携帯　０８０－５９６１－９６８４  

・農道の清掃・・・・・・・ゴミ・カン拾い

・農道の路肩の崩れがないかも確認してください。

西地区行動隊　1班 栗原幸一さん宅(西堀水路沿い)付近

西地区行動隊　２班 三区町公民館

西地区行動隊　３班 三区町公民館

北地区行動隊　1班 元三村商店付近

北地区行動隊　２班 火の見(消防車車庫前)

北地区行動隊　３班 加治屋堀添いアパ-ト前(花壇周辺)

南地区行動隊　４班 大森さん宅前広場

中地区行動隊　1班 パチンコ店有楽会館前(縦道沿い)

東地区行動隊　1班 烏ヶ森公園駐車場（野外ステ－ジ裏）

今回の清掃活動は、三区町環境保全隊が行うものですが、三区町の皆様であれば誰でも参加できる
活動です。一人でも多くの皆さんの参加をお願い致します。参加される方は、下記の集合場所で一
番近いところに集合してください。

南地区行動隊　1班 木村優治さん宅前

南地区行動隊　２班 大谷津　浩さん宅裏（天鷹所有地植栽場所）

南地区行動隊　３班 山田さん宅裏点滅信号付近

今回より各班の清掃範囲が大幅に変わりました。
赤字で記載した班の集合場所も変更になりましたのでご注意ください。

【集合場所等の問合せ】事務局鈴木 携帯０８０－５９６１－９６８４

　　　　地区行動隊の皆さんによる

　 「清掃活動」のお知らせ

実施日：１２月２０日（日）午前８時　～　９時

　　

皆さんの投票で決まった三区町スロ－ガン 

好きです! 那須疏水と緑豊かな郷・三区町 

守ります! 那須の大地と清らかな疏水  



ＮＰＯ法人三区町地域資源・環境保全会女性会員(10名)

2月(予定)
佐々木涼一さん宅脇の水
路整備

役員・水路関係者

2月(予定) 土砂崩れ箇所の補修

三区町環境保全隊主な活動予定表（10月　～　１2月）

10月18日(日）
午前9時～

三区町“ゴミゼロの日”

10月18日(日）
午後7時

三区の農業を考える会

　　活動内容

9月27日(日）午前8
時

芝桜・マリ－ゴ－ルド植
栽場所の除草

全地区行動隊・三区女性の集いメンバ－・役員

１１月 1日（日）
午前８時～

　活動予定日

委員

役員・生産組合員・全地区行動隊隊員
西堀・加治屋堀水路の清
掃・一斉草刈

10月24日(土）
午後1時～

秋の生きもの調査とさつ
ま芋の収穫体験

子供会育成会・おひさまの会・役員

１1月1日（日）
午後1時～

芝桜の補植

歴史公園清掃活動

12月20日(日)
午前9時

清掃活動

１1月(予定) カワニナの放流

１1月1日（日）
午後1時～

歴史公園水仙・ムスカリ
球根植付け

　　　　　　　　活動対象者

　　　　※上記予定の他に、活動実施の場合もあります。

3月(予定)

ＮＰＯ法人会員交流会(歴
史公園清・烏ヶ森公園西
側参道掃活動終了後)

役員

ＮＰＯ法人会員

生態系保全委員会

地域住民による自宅周辺のゴミ拾い

１1月27日（金）
午後1時～　(西那須
野公民館)

地域づくりシンポジウム
(主催　ＮＰＯ法人三区町
地域資源・環境保全会)

10月24日(土）
午後4時～

歴史公園内～ドジョウ掘
り水路間の整備打合せ

地域住民による自宅周辺のゴミ拾い

役員・全生産組合員

生態系保全委員会

１1月29日(日) 先進地視察研修(福島県)
三区町環境保全隊役員・生産組合班長・地区行動隊班長・三区
女性の集いメンバ－

役員・事務所掘り水路関係者

三区町“ゴミゼロの日”

全地区地区行動隊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2月・３月の主な活動予定

　　　　※赤字で記載と(予定)は、変更及び中止の場合もあります。

事務所掘り水路の整備(小
川孝一さん田んぼ脇)

西掘水路内の清掃活動

ＮＰＯ法人会員
１2月6日（日）
午前11時30分～

那須塩原市市民・農地水活動組織

１2月6日（日）
午前10時～

１2月6日（日）
午前８時～

12月(予定)

役員・関係者
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１班．
２班．
３班．

　集合場所：歴史公園駐車場(雨天の場合は三区町公民館)

　参加賞：5歳以上の子供たちには「文具券プレゼント」(条件：締切日までに申し込みしてください)

　　   ★雨天の場合は三区町公民館で生きもののお話しとお楽しみイベントを行います!!

　参加対象：三区の子供達と三区外の友達もＯＫだよ

　実施日：１０月24日（土）午後１時集合(雨天時も同じ)

ｔｅｌ　46－6030

　さつま芋の収穫体験　:　生きもの調査終了後に行います(午後3時頃～)

木暮　尚子さん

　申込方法：参加希望者は、育成会班長さん.又は保全隊事務局まで申し込んでください。

　申込締切　:  １０月１８日(日)
　              【三区町環境保全隊事務局　鈴木　080-5961-9684】

　　　　　☆保護者同伴であれば幼児の参加もＯＫです

 　

高野　智さん　 ｔｅｌ　36－1360

安慶名　勲さん ｔｅｌ　36－3562

用意する物 ・・ 参加者は、長そでシャツ・長ズボン・長グツを身につけてください

皆さんの投票で決まった三区町スロ－ガン 

好きです! 那須疏水と緑豊かな郷・三区町 

守ります! 那須の大地と清らかな疏水  



平成27年8月20日
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　平成19年にスタ-トした三区町環境保全隊の活動も9年目を迎え、老若男女多くの皆様の参加のもとで、より充実した
活動を展開しています。特に、昨年お休みした“那須疏水＆田園ウォ-クin三区”の6回目を開催し、栃木市、壬生町、
宇都宮市等地域外からの参加者79名と地域内、スタッフを含め172名の参加があり、炊きたてのおにぎり・野菜・特別
栽培のお米・飲み物のプレゼント、その後は、子ども疏水太鼓の生演奏と市から提供していただいた牛乳で“牛乳で乾
杯”。イベントの最後は、ＮＰＯ法人三区町地域資源・環境保全会と、協賛いただいた北関東環境開発株式会社様の提
供による「地元産の農作物が当たる"はずれの無い抽選会"で盛り上がりました。（裏面に10月～12月の活動予定表掲
載)

４月～８月の主な活動報告

皆さんの投票で決まった三区町スロ－ガン 

好きです! 那須疏水と緑豊かな郷・三区町 

守ります! 那須の大地と清らかな疏水  
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　　　　　・西地区行動隊２班

　　　　　・北地区行動隊2班

　　　　　・西地区行動隊１班

　5.集合場所 : 光尊寺前 (作業場所:百間道藤田次男さん田んぼ横から生駒稔さん宅前)

　　　　　・中地区行動隊１班　　

　6.集合場所 :那須板金前(作業場所:那須板金前花壇)

　　　　　・北地区行動隊１班　

　　　　　・北地区行動隊３班　

　４.集合場所 : 加治屋掘り花壇前 (作業場所:点滅信号付近の花壇)

　　　　　・東地区行動隊１班　　　　　

　　　　　・南地区行動隊４班　　　

　２.集合場所 : 公民館 (作業場所:公民館下の百間道と公民館花壇)

　　　　　・西地区行動隊３班

《日　　　時》　平成27年７月25日（土）午前６時　～

《集合場所と植栽場所》

　１.集合場所 : 「木村優治さん宅」付近 (作業場所:植栽場所)

尚、農協女性会・ひまわり会・おひさまの会の皆様は、芝桜ロ-ドへの参加を優先してくだ
さい

　　　　役員は各担当部署をお願いします

　　　　　・南地区行動隊１班　　　

　《植栽場所の草取りを実施します》小雨決行

急なお願いとなりますが、雨続きで6月に植栽した花壇、農道沿いの草がかなりのびてきま
した。
以下の内容で実施しますので、ご協力をお願いします。

　３.集合場所 : 道音正夫さん宅付近(作業場所:縦道横花壇及び加治屋掘りアパ-ト前花壇)

　　　　　・南地区行動隊２班　　　

　　　　　・南地区行動隊３班　　　

皆さんの投票で決まった三区町スロ－ガン 

好きです! 那須疏水と緑豊かな郷・三区町 

守ります! 那須の大地と清らかな疏水  
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申込方法

１班．

２班．

３班．

用意する物 ・・・ 参加者は、ぼうし・長そでシャツ・長ズボン

         長グツを身につけてください

ｔｅｌ　46－6030

集合場所　：歴史公園駐車場　 午前９時集合　　【終了予定　１２時３０分】

木暮　尚子さん

　　　　　　　　　　　　　　昼食は“カレ-ライス”で～すヨ　!!

参加賞：3歳以上の子供たちには「文具券プレゼント」(条件：締切日までに申し込みしてください)

 　

　　　　　　   　　★雨天の場合は三区町公民館　　　午前９時集合

参加対象　：　三区の子供たち（三区外の友達もＯＫだよ）

     ☆保護者同伴でお願いします。(４年生以上は単独参加可)

実施日：７月２０日（月・祝日）

：育成会班長さん又は.保全隊事務局まで申し込んでください。

申込締切　　７月１５日(水)

　【三区町環境保全隊　鈴木良雄　　【080-5961-9684】

　　　　　　　　　　　　　おじいちゃん、おばあちゃんと一緒でもいいよ

安慶名　勲さん

　　　※保護者の名前と3歳以上の子どもさんの参加人数をお願いします。

ｔｅｌ　36－1360

ｔｅｌ　36－3562

高野　智さん　

皆さんの投票で決まった三区町スロ－ガン 

好きです! 那須疏水と緑豊かな郷・三区町 

守ります! 那須の大地と清らかな疏水  

   昨年度の参加者 

   生きもの調査中 
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　　　　・西地区行動隊１班

　三区町環境保全隊・ＮＰＯ法人三区町地域資源・環境保全会の共催で実施しま
す。

　《農道・花壇の植栽を実施します》

《集合場所と植栽場所》

中地区行動隊1班・北地区行動隊3班・西地区行動隊3班は、集合場所・作業場所が変更に
なっていますので、下記記載事項を確認してください。

　参加団体は、三区子供会育成会・副寿会・南地区・中地区・東地区・北地区・
西地区の全地区行動隊です。多くの皆さんのご協力をお願いいたします。

　　　　　　※植栽のできる道具を準備してください

　　　　・南地区行動隊２班　　　

　　　　・南地区行動隊４班　　　

　　　　・南地区行動隊３班　　　

　　　7.集合場所 :公民館(作業場所:縦道プランタ-)

《日　　　時》　　　平成２７年６月１４日（日）　午前９時　～

　　　4.集合場所 : 加治屋掘点滅信号付近(作業場所:点滅信号)

　　　　・南地区行動隊１班　　　

　　　3.集合場所 : 那須板金前花壇 (作業場所:那須板金前花壇)

　　　　・福寿会(百閒道)

　　　１.集合場所 : 「木村優治さん宅」付近 (作業場所:百間道他)

　　　　　　※(農協女性会・ひまわり会の皆さんは所属する行動隊に参加願います)

　　　5.集合場所 : 道音正夫さん宅付近(作業場所:縦道横花壇・加治屋掘りアパ-ト前花壇)

　　　　・中地区行動隊１班

　　　　・西地区行動隊２班(福寿会との共同作業)

　　　　・三区子供会育成会(公民館敷地内プランタ-、花壇等)

　　　２.集合場所 : 公民館 (作業場所:百間道・公民館プランタ-・花壇)

　　　　・西地区行動隊３班

　　　　・東地区行動隊１班　　　　　

　　　　・北地区行動隊2班

　　　　・北地区行動隊1班　　　　　

　　　6.集合場所 : 光尊寺前 (作業場所:百間道)

　　　　・北地区行動隊３班

皆さんの投票で決まった三区町スロ－ガン 

好きです! 那須疏水と緑豊かな郷・三区町 

守ります! 那須の大地と清らかな疏水  
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　　日　時　:　5月9日(土)11時～13時

　　場　所　:　烏ヶ森公園西側参道沿い田んぼ　

　　催　し　☆豚汁(先着200名・無料)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(風船・ピンポンショット・スカイサイクロン・フライングディスク等)

　        　　　☆子どもたちの遊びものもたくさんあります

春のうららかな陽気に誘われて、畑に寝そべって青空を見たり、花飾りを作ったり

　　　花摘み・草笛・おにごっこ・風船遊びなど、思い思いに楽しい時を過ごしませんか!!

　　牧草として田んぼに生育していた“レンゲソウ”　今ではあまり見ることが出来なくなりました!!

【烏ヶ森公園西側参道水仙・ムスカリロ-ド】

ＮＰＯ法人三区町地域資源・環境保全会が、那須
塩原市市民提案型協働のまちづくり助成金を受け
て7,000個の水仙・ムスカリの球根を植えまし
た。

【事務所掘り芝桜ロ-ド】

　　駐車場　:　烏ヶ森公園・歴史公園駐車場をご利用下さい　

【問合せ】　080-5961-9684　鈴木

三区町環境保全隊が、昨年2月に2,500株の芝桜
を植えました。

三区町スロ－ガン 

好きです! 那須疏水と緑豊かな郷・三区町 

守ります! 那須の大地と清らかな疏水  

歴史公園 

そすいの郷直売所 

会場 
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【申込連絡先】事務局　鈴木良雄（080－5961-9684    三区町環境保全隊専用電話）

セブンエレブン

三区町公民館

　三区町環境保全隊では、地域住民の皆さんが農業や食に触れる活動として、栽培から収穫ま
での農業を体験する「三世代交流農業体験学習」を行います。楽しい時間を過ごしてみません
か!!

参加希望者は、名前、参加人数、連絡先として電話番号をお知らせください。

　　　①募集人数　　　40名(子ども・大人)

　　　②参加資格　　　親子と60歳以上の皆さん

　　　　　　　　　　　※三区町以外の参加もＯＫです

　　　③活動回数　　　年間4回程度（土曜日か日曜日の約１時間程度）

【参加条件】　　今年から農業体験応援団を結成し皆さんと一緒に活動します

《募集期間》　　平成２７年４月２４日　～　　５月１０日

※最初の体験学習は、

日　時　：　５月１６日(土)午前9時～　　　　　(集合場所:下記の畑)

　　　④活動内容　　　野菜づくり (種まき　→　草取り　→　収穫体験)

  つくる野菜 ・・・  カボチャ・スイカ・トウモロコシ・枝豆、サツマイモです

三区町スロ－ガン 

好きです! 那須疏水と緑豊かな郷・三区町 

守ります! 那須の大地と清らかな疏水  

西小 

 農業体験用畑 
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通学・通行障害道路の整備を実施
　三区町環境保全隊は、南地区内西堀点滅信号～大田原野崎工業団地(下記地図の赤線部分)につながる道路沿いの、樹
木の伐採・枝打ちと歩道の確保のための堆積した土砂の除去を行いました。この道路は朝夕の通勤道路として使用さ
れ、特に朝の通勤時間帯(午前7時～8時半頃)には約150台の車が通行しています。この時間帯は、南地区の子供たち
の通学時間帯とも重なるため、その安全確保が必要となっています。今後も状況を見ながら対応していきます。

　また、両側の雑木林には、ポイ捨てゴミも多いので日常的な管理・監視が必要です。
“ポイ捨てゴミゼロ”を目指して、周辺住民の皆さんのご協力をお願い致します。

皆さんの投票で決まった三区町スロ－ガン 

好きです! 那須疏水と緑豊かな郷・三区町 

守ります! 那須の大地と清らかな疏水  

三区町環境保全隊は“エコ農業とちぎ”の 
 
     実践宣言と応援宣言を宣言しました! 

“エコ農業とちぎ“とは・・・!! 
 化学肥料や農薬の使用等による環境負荷の低減に配慮した環境保全型農
業に、新たに「地球温暖化防止」と「生物性多様性の維持・向上」「安
全・安心・信頼性の確保」を加えた総合的な取組みです。 

 三区町の農家では、環境負荷の低減として、除草剤を使用しないアイ
鴨農法や化学肥料と農薬を通常より5割以上削減する取組み、生物多様
性の維持・向上として、田んぼに水を入れる冬水田んぼ、緑肥効果とし
てのカバ-クロップを行っています。 
 また、三区町環境保全隊は、田んぼや水路の生きもの調査や農業体験
の実施、農業や自然環境保全の取り組み、生きものの生息環境整備とし
て水路の整備、地産地消としての地元産米と野菜をアピ-ルするための
取り組みなどを積極的に行っています。 
 “エコ農業とちぎ”に積極的に取り組んでいる農家、環境整備に取り
組んでいる三区町環境保全隊とＮＰＯ法人三区町地域資源・環境保全会
へのご理解・ご支援をお願い致します。 

冬水田んぼ カバ-クロップ アイ鴨農法 

生きもの調査(7月、10月) 農業体験(5月～10月) 生きものの生息環境整備 

  減農薬・減化学肥料米のつかみどり 

 “エコ農業とちぎ“につながる取組みの写真です 

 工業団地 

 点滅信号 
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