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●活動報告
令和元年度

夏の阿蘇野の花観察会
2019年7月15日
（海の日）

盛夏の阿蘇野の花観察会
2019年8月4日
（日）

●参加募集
令和元年度

秋の阿蘇野の花観察会
2019年9月15日
（日）

草刈り・草集め・防火帯作り
2019年9月〜11月

ヒメユリ

活動報告

夏の阿蘇野の花観察会

2019年7月15日
（海の日）

スズサイコ

アソタカラコウ

例年、
「阿蘇野の花観察会」は春・夏・秋の３回を開催していま
したが、新会員が急増していることもあり、今年は春（4月）、初
夏（6月）、夏（7月）、盛夏（8月）、秋（9月）と５回の開催を計画して
います。ひと月ごとに大きく変化してゆく阿蘇の花野を楽しん
でいただければと思います。
●
令和元年7月15日に開催した夏の「阿蘇野の花観察会」は、前
日の実施予定が雨のために翌日に延期となりました。参加人数
は13名と少なくなってしまいましたが、予想を超えるヒメユリ
の群生が壮観な、よい観察会となりました。
●
約１ヶ月後の令和元年8月4日、盛夏の「阿蘇野の花観察会」を
開催しました。参加者24名。天候に恵まれ、多彩多様な花々に恵
まれ、また、今回はシダ類の勉強まで。充実した観察会になりま
した。但し、天候が良すぎて、健康のためお昼すぎに終了としま
した。ご参加の皆さん、お疲れさまでした。

活動報告

盛夏の阿蘇野の花観察会
2019年8月4日
（日）

ヤツシロソウ

キツネノカミソリ

ワレモコウ

令和元年度
募集

秋の「阿蘇野の花観察会」のご案内

参加者

令和元年度の秋の阿蘇野の花観察会を下記の日程で行います。秋の草原に咲いて
いるヤマハギやオミナエシなどの秋の七草やワレモコウ、シラヤマギク、ヤナギア
ザミなどを観察します。

期

日 ： 令和元年９月１５日（日）

予備日９月１６日（月・敬老の日）

場

所 ： Pro Natura Reserve阿蘇花野トラスト（阿蘇郡高森町野尻）

時

間 ： 午前１０時〜午後２時

参 加 募 集 ： ３０名程度
集 合 場 所 ： 阿蘇花野トラスト駐車場（放牧地駐車場）＜９時５０分までに集合してください＞
内
持

容 ： 阿蘇の野の花の観察および野の花パトロール
ち

物 ： 弁当、飲物、帽子、軍手、メモ帳、筆記具、スマホ・タブレット（お持ちであれば）

● 参加者にはボランティア保険をかけます。参加希望の方は「阿蘇花野協会事務局」まで、E-mailか電話、FAXにて、住所・氏
名・電話番号を明記の上、９月１２日（木）までにお申し込み下さい。
◆電話 ：０９６−２４０−２９０６ ◆FAX ：０９６−３００−３３３９ ◆E-mail：info@asohanano.com
※小雨決行です。台風や大雨警報発令等の場合は、翌日に延期いたします。
当日の実施の有無は朝６時以降に、事務局（０９６-２４０-２９０６）にお問い合わせください。

令和元年度

草刈り・草集め・防火帯作りのご案内

募集

参加者

令和元年度の草刈り・草集め、防火帯作りを下記の日程で実施いたします。

▶草刈り・草集めは、およそ1haの草原について実施します。まだ草が緑色をしている１０月に刈り取る
ことによってススキの成長が抑えられさらにたくさんの花たちが咲く草原へ変貌していきます。
▶防火帯作りは、野焼きをより安全に行うための作業で、延焼を防ぐための空地を作ります。一昨年から
防火帯の幅を10ｍから20ｍと広げたため、多くの人数が必要です。刈払い機が使える方は草刈りを、それ
以外の方は防火帯を焼くのを安全にするための草集めや防火帯焼きの作業を手伝っていただきます。
▶どれも大変な作業ではありますが、それぞれ半日ほどの作業です。体力に合わせて少しずつでかまい
ませんので、ご協力よろしくお願いします。

◎防火帯作り（１回目）
◎草刈り
◎草集め
◎防火帯作り（２回目）

令和元年 ９月２９日（日）
令和元年１０月１３日（日）
令和元年１０月２０日（日）
令和元年１１月 ３日（日）

予備日
予備日
予備日
予備日

１０月 ６日（日）
１０月１４日（月）
１０月２２日（火）
１１月 ４日（月）

５〜１０名程度
５〜１０名程度
３０名程度
５〜１０名程度

※防火帯作り、草刈りは計３回実施します。何回参加されてもかまいません。
※刈払機による草刈りの経験のない方は、草集めへの参加をお願いします。
※草集めが一番人数を必要とする作業です。多数の参加をお願いします。

場
所 ：
時
間 ：
参 加 募 集 ：
集 合 場 所 ：
服
装 ：
準 備 物 ：

Pro Natura Reserve阿蘇花野トラスト（阿蘇郡高森町野尻）
午前１０時〜午後３時（４時間ほどの作業です）
３０名程度
阿蘇花野トラスト駐車場（放牧地駐車場）＜９時５０分までに集合してください＞
長袖、長ズボンで作業のできる服装
刈り払い機、レーキ、鎌、弁当、飲み物、タオル、軍手、雨具

※刈り払い機、レーキ、鎌、燃料等の作業道具は阿蘇花野協会で準備しますが、持参可能な方は持ってきて頂けると助かります。
※草集めの方がより多くの人員を必要とします。自分の体力に合わせてできますので、できるだけ草集めをお願いします。
● 参加者にはボランティア保険をかけます。参加希望の方は「阿蘇花野協会事務局」まで、E-mailか電話、FAXにて、住所・氏名・電話番
号を明記の上、それぞれ実施日の３日前（木曜）までにお申し込み下さい。その際、予備日についても参加可能かをご連絡ください。
◆電話 ：０９６−２４０−２９０６ ◆FAX ：０９６−３００−３３３９ ◆E-mail：info@asohanano.com
※雨天時は順延します。
当日の実施の有無は朝６時以降に、事務局（０９６-２４０-２９０６）にお問い合わせください。

TION
RMA

INFO

本年度の活動スケジュールです。

NPO法人阿蘇花野協会の201９年度スケジュールは、下記のとおりです。
各活動については事前にご案内をお送りし、参加者確定の上で実施いたします。
ふるって、
ご参加ください。

●阿蘇野の花観察会 ●草刈り・防火帯作り ●野焼き ■会報誌発行 ★調査研究活動

201９年度の活動スケジュール
４月

●春の阿蘇野の花観察会 4月29日
（月・昭和の日） 予備日：３０日
（火・祝日）
阿蘇花野トラスト地 サクラソウ、
フクジュソウ、
キスミレ、
ヒトリシズカなど

済

●初夏の阿蘇野の花観察会 6月16日
（日）
阿蘇花野トラスト地 ツクシマツモト、
ベニバナヤマシャクヤク、
ケルリソウなど

済

５月
６月

■会報誌「花野たより Vol．45」発行
７月

●夏の阿蘇野の花観察会 7月14日
（日） 予備日：15日
（月・海の日）
阿蘇花野トラスト地 ヒメユリ、
ツクシマツモト、
ハンカイソウ、
ハナウド、
シシウドなど

８月

●盛夏の阿蘇野の花観察会 8月4日
（日） 予備日：5日
（月）
阿蘇花野トラスト地 カワラナデシコ、
ヤツシロソウ、
ツクシトラノオなど
■会報誌「花野たより Vol．46」発行 本号

９月

●秋の阿蘇野の花観察会 9月15日
（日） 予備日：16日
（月・敬老の日）
阿蘇花野トラスト オミナエシ、
ワレモコウなど
●防火帯づくり
（１回目） ９月２９日
（日） 予備日１０月６日
（日） 募集

10月

●草刈り 10月13日
（日） 予備日：14日
（月・体育の日）
●草集め 10月20日
（日） 予備日：22日
（火・即位礼正殿の儀）

11月

●防火帯づくり
（２回目） 11月3日
（日） 予備日：11月4日
（月・振替休日）

済

済

募集

募集
募集

12月
１月

■会報誌「花野たより Vol．47」発行

２月
３月

●野焼き 2020年３月20日
（金・春分の日） 予備日：21日
（土）、22日
（日）
■会報誌「花野たより Vol．48」発行

阿蘇花野協会は、下記の各団体からの寄付・助成金・補助金を受け、活動しています。

日野自動車グリーンファンド

発行

環境省

Ministry of the Environment

認定NPO法人

阿蘇花野協会
〒862-0912 熊本市東区錦ケ丘３番15号
TEL：096-240-2906 FAX：096-300-3339

過酷な暑さや異常な豪雨による被害が各地で起きています。皆さまも十分
にお気をつけください。
ところで、Facebookページも開設しましたので、
よろしければご覧ください。
また、活動のためのご寄付もよろしくお願いいたします。
（事務局広報担当：森）

