
親自身が
昔を知り

今を生きる糧を知り
未来に引き継ぐ

空間

「暮らし遺産」
葛川細川町にある古民家Zuttoでの暮らし体験を「古民家zutto
再生プロジェクト」※1では 「暮らし遺産」と呼ぶことにしました。
文化、伝統、歴史など、昔から脈々と受け継がれてきた暮らしの
ひと・こと・もの・・・・を古民家Zuttoコアメンバー※2が「暮らし遺
産」と認定し、それらを地域の方と古民家Zuttoに訪れる方々と
共に受け継ぎ、「暮らし遺産」の １つ１つの細川の大切な宝物と
して大切に語りついでいきたいと考えています。
年間登録者には古民家Zutto年間登録としてネームプレートを
ご用意させていただきます。

申込みは年間登録申込み用紙にてお申し込み下さい。年
間登録費 人 円（ 年度 月まで有効）を添えてお申し
込み下さい。クラブ登録済みの子どもは不要です。
今後の情報を古民家 年間登録にご連絡します。

子どもが
知識だけでなく

感じる心
体感できる力育つ

空間

古民家Zutto活動場所：
滋賀県大津市葛川細川町１４番地
Blog ：古民家Ｚ再生プロジェクト

http://kominka.shiga-saku.net/

「つながり感じる」
すべてのもののつながりを
感じるところです。

自然とつながり、人とつなが
り、自分とつながる場所をめ

ざします。

※1 「古民家zutto再生プロジェクト」
古民家Zuttoの活動は様々な外部員で構成され
「古民家zutto再生プロジェクト」といいます。
※2古民家Zuttoコアメンバー
事業企画の構成員をコアメンバーといい月1回のコア会議を含め、
「暮らし遺産」の認定登録を行います。
古民家Zuttoコアメンバー（H23.4現在6名）
琵琶湖博物館昔暮らしクラブ
琵琶湖博物館はしかけグループ
子どもネットワークセンター天気村

古民家Zuttoコアメンバーの募集も行っています。お気軽にご参下さい。

古民家zuttoの1日の暮らしかた
ご挨拶
朝の暮らしの活動
暮らし遺産活動
お昼ご飯づくり（かまどdeごはん、季節の素材を
を中心したご飯作りです）
暮らし遺産活動のつづき 後片付け

終了

古民家」zutto暮らし遺産活動の
参加者を募集しています！！

古民家zutto暮らし遺産活動参加方法
子ども（小学 年生以上または大人）参加費：
円（ 人）
親子参加（小学 年生以下は親子で参加）１家族

円（上限）
※親子 人の場合は 円（子どもは 才以上
です）
・天気村より送迎バスご利用の場合は 人 円
（ 人分）プラスして下さい。申し込みの際に申し
出て下さい。現地集合も可能です。
・お申込みは、 ・ ・メールにて天気村まで
お申込みください。

基本の持ち物（服装）
当日の昼食の具材一品

（野菜、果物なんでもＯＫみそ汁やおかずになりま
す）
軍手、着替え、
動きやすい服装（汚れても良い服装）

活動内容により持ち物追加がある場合は連絡しま
す。

【お問合せ先】
特定非営利活動法人
ＮＰＯ子どもネットワークセンター天気村
Tel：０７７－５６４－７８６８
Fax：０７７－５６４－７９１８
Mail：nt-tenki@biwako.jp

月間計画は裏面にあります！



古民家Zuttoの会通信VOL.２ 平成23年５月

古民家Zuttoの会4月の活動を行いました。
古民家Zuttoを天気村で買い入れて4年目の春
にやっとやりたかったことが実現できたような
気がします。
案内役がまだまだ不慣れな中での活動ですので、
参加者の皆様にはご迷惑をおかけしていますが、
参加者の皆様が今後主体的な動きもできるよう
になることが私達の役割ではないかとも思いま
す。
さて前回「日本みつばち巣箱づくり」ですがみ
んなの力を合わせて4箱出来上がりました！！
巣箱を作って最後に「蜜蝋」というハチの巣か
らとれる蝋を巣箱に中に垂らすのですが、これ
が特に大人にはたまらなく新鮮で珍しい作業で
はなかったかと思います。感想では「こんな珍
しい経験いくらお金を出してもできるものじゃ
ない！！とっても幸せです！！」と感激の言葉
をいただきました。
となると昔の暮らしをしていたかつての大人は
幸せだったということになりますが、私達は残
念ながら過去の幸せより文明の利器を選んだよ
うです。
まだ遅くない、今なら取り戻せる！！古民家
Zuttoの会でかつての幸せをみんなで取り戻そ
う！！

日程 時間 定員・参加費 暮らし遺産活動予定

５月１４日
（土）

10:00～15:00
〈現地）

送迎バス天気村
集合9：00解散１

６：００（解散は交
通事情で遅れる場

合有り）

子ども・ 親子・一般

定員 １５名
参加費子ども2,000円
１家族5,000円（上限）
※親子2人の場合は4,000
円送迎バス1人500円
※詳細表面

春の細川祭り！よもぎ団子で春を満喫！

今年は春の季節が半月遅れています。細川でも
よもぎの発育が遅れていますので今回はうぐい
すきな粉を使ったお餅にします。同時に手作り味
噌づくりもします！！忙しそうです！！

昼食メニュー：細川の水で作った手作り味噌料理
の地域伝統食を食べよう

５月２９日
（日）

同上
子ども・親子・一般

定員15名
参加費同上

畑づくり～夏野菜を植えよう～

畑が広がりました！！夏に食知る野菜を植えた
いちお思います。その他細川ならではの野菜も

植えましょう！！
昼食メニュー：山菜いっぱい手作りピザ

６月１９日（日） 同上
子ども・親子・一般

定員15名
参加費同上

かばたの復活
こけ玉づくり（雨の日の過ごし方）

夏の細川暮らし合
宿のお知らせ
詳細は別途

Ａコース 8月3
日（水）～ 5日
（金）
Ｂコース 8月
22日（月）～24日
（水）

幼稚園年長～小学生※詳
細後日

夏の細川キャンプ

くらしの体験、露天風呂、ピザがまでピザづくり、
川遊び、地域伝統行事（久多の松あげ）など国際
教育交換機構（ＣＩＥＥ）からの外国人ボランティア

と一緒に活動します。

５月～６月予定をお知らせします

4月の活動報告

４月１６日（土）日本みつばち巣箱づくり 参加者１４
人（子ども：８人、大人：６人、３才以下：２人）
この地域に残したい「暮らし遺産」第1回目は「日本
みつばち巣箱づくり」でした。

聞き慣れない日本みつばちとは何か？？私達が普
段食しているハチミツとはどう違うのか？？等々
素朴な疑問が次から次へと大人も子ども並みに出て
きました。それに答えていただいたのは参加者のお
父さんで素人にもわかりやすく解説いただきまし
た！！
参加者の方からの感想
「塗りの椀の温かみを感じました」

「みんなで持ち寄った食材、山でとったフキノトウ、ツ
クシの料理を味わいました」

「日本ミツバチのハチミツが今から楽しみです」
等々 まだまだやり足りない部分はありますが、参加
者の方は満足していただいけたかと思います。

ログハウスづくり報告！！４月５月の連休にてロク
ハウスが建ち上がりました！！露天風呂の完成も近
いです！！



親自身が

昔を知り

今を生きる方法を知り

未来に引き継ぐ空間

「暮らし遺産」
大津市葛川細川町にある古民家Zuttoでの暮らし体験
を「古民家zutto再生プロジェクト」※1では 「暮らし遺
産」と呼ぶことにしました。
文化、伝統、歴史など、昔から脈々と受け継がれてきた
暮らしのひと・こと・もの・・・・を古民家Zuttoコアメン
バー※2が「暮らし遺産」と認定し、それらを地域の方と
古民家Zuttoに訪れる方々と共に受け継ぎ、「暮らし遺
産」の １つ１つの細川の大切な宝物として大切に語りつ
いでいきたいと考えています。
年間登録者には古民家Zutto年間登録としてネームプ
レートを ご用意させていただきます。

申込みは年間登録申込み用紙（天気村
ｈｐよりダウンロードして下さい）にてお
申し込み下さい。
年間登録費 人 円（保険費、夏の
暮らし合宿補助等、 年度 月まで有
効）を添えてお申し込み下さい。
クラブ登録済みの子どもは不要です。

子どもが

知識だけでなく

感じる心を

体感できる力育つ空間

古民家Zutto
滋賀県大津市葛川細川町１４番地
ＴＥＬ077-599-2270(古民家Zutto）
Blog ：古民家Ｚ再生プロジェクト

http://kominka.shiga-saku.net/

※1 「古民家zutto再生プロジェクト」
古民家Zuttoの活動は様々な外部員で構成され
「古民家zutto再生プロジェクト」といいます。
※2古民家Zuttoコアメンバー
事業企画の構成員をコアメンバーといい月1回のコア会議を
含め、「暮らし遺産」の認定登録を行います。
古民家Zuttoコアメンバー（H23.4現在6名）

子どもネットワークセンター天気村
琵琶湖博物館はしかけグループ 近江昔暮らしクラブ

古民家Zuttoコアメンバーの募集も行っています。お気軽にご
参下さい。

Zuttoの会 1日の暮らしかた
10：00 集合ご挨拶 朝の暮らしの活動

暮らし遺産活動
11：30 お昼ご飯づくり

（かまどdeごはん、季節の素材をを中
心したご飯作りです）

13：30 暮らし遺産活動のつづき 後片付け
14：30 細川カフェ（ティタイム、おいしい

お菓子も用意しています）
15：00 バス送迎出発 16：00頃 自由解散

Ｚｕｔｔｏの会年間登録参加方法
年間登録が必要です。登録者には
毎月通信がＦＡＸされます。
子ども（小学 年生以上または大人）
参加費： 円 人／１回
親子参加（小学 年生以下は親子で
参加）１家族 円（上限）／１回
※親子 人の場合は 円（子ど
もは 才以上です）／１回
・天気村より送迎バスご利用の場合
申し込みの際に申し出て下さい
人 円 人／１回参加費にプ
ラスして下さい。

・ 現地集合も可能です。
・お申込みは、 ・ ・メールにて
天気村までお申込みください。

基本の持ち物
・当日の昼食の具材一品

（野菜、果物なんでもＯＫ みそ汁やお
かずの具材です）
・軍手、着替え、タオル

・動きやすい服装と靴（汚れても良い服
と靴）

活動内容により持ち物追加がある場合
は連絡します。

【お問合せ先】
特定非営利活動法人
ＮＰＯ子どもネットワークセンター天気村
http://www.biwako.ne.jp/~nt-tenki/
Tel：０７７－５６４－７８６８
Fax：０７７－５６４－７９１８
Mail：nt-tenki@biwako.jp月間計画は裏面にあります！

Zuttoの会

これまでの野外体験保育、自然体
験活動を通して子どもまたは親に対
して、何が残せて何を伝えられるか
が大きな課題となっています。
一緒に遊んでいた子どももやがて親
になり子どもを育て時代がやってき
ます。そんな時代にこそ伝えなけれ
ばならない物がきっとあるはずです。
年間の活動歴史とともに古民家
でつながりを感じる関係づくり

をはじめましょう！！



Zuttoの会通信VOL.３ 平成23年５月

連休中はボランティアさん中心に行い、ログハウ
スの組み立ての終了、畑周囲の柵作りなど作業は
随分はかどりました。
これからやってくる子どもたちや親子がここに来
て心から「楽しいなぁ」「もっと来たいなぁ」と
思われ、心のふるさととして感じていただけるよ
うにゆっくりまったりとやっていきたいと思って
います。
連休中の鯖街道を通る車や単車の多いのに驚きま
したが、隣の鯖寿司屋さんの「花ひさ」さんもお
客さんもたくさん来られていました。「花ひさ」
さんに「お客さん多かったですねー」と話しかけ
たら、「今年の冬は雪が多くて全くだめやったか
ら春で取り戻さんとー」といわれ、今年の冬の雪
がいかに多かったが伺われます。
古民家Zuttoは大雪が降ると近づけないので行け
ませんが、ここで暮らしておられる方にとっては
冬の雪は驚異の何者でもないのです。
ここで暮らすことがいかに大変であるかを考える
させられるとともに、ここでの暮らしが知恵と勇
気を授けてくれるところであることも合わせて感
じたいと思います。

日程 時間 定員・参加費 暮らし遺産活動予定

５月１４日
（土）

終了しました。

10:00～15:00
〈現地）

送迎バス天気村
集合9：00解散１

６：００（解散は交
通事情で遅れる場

合有り）

子ども・ 親子・一般

定員 １５名
参加費子ども2,000円
１家族5,000円（上限）
※親子2人の場合は4,000
円送迎バス1人500円
※詳細表面

春の細川祭り！よもぎ団子で春を満喫！

今年は春の季節が半月遅れています。細川でも
よもぎの発育が遅れていますので今回はうぐい
すきな粉を使ったお餅にします。同時に手作り味
噌づくりもします！！忙しそうです！！

昼食メニュー：細川の水で作った手作り味噌料理
の地域伝統食を食べよう

５月２９日
（日）

同上
子ども・親子・一般

定員15名
参加費同上

畑づくり～夏野菜を植えよう～

畑が広がりました！！夏に食知る野菜を植えた
いちお思います。その他細川ならではの野菜も

植えましょう！！
昼食メニュー：山菜いっぱい手作りピザ

６月１９日（日） 同上
子ども・親子・一般

定員15名
参加費同上

かばたの復活
かばたって何？？
ゲスト：未定

こけ玉づくり（雨の日の過ごし方）

夏の細川暮らし合
宿のお知らせ
詳細は別途

Ａコース 8月3
日（水）～ 5日
（金）
Ｂコース 8月
22日（月）～24日
（水）

幼稚園年長～小学生※詳
細後日

夏の細川キャンプ

くらしの体験、露天風呂、ピザがまでピザづくり、
川遊び、地域伝統行事（久多の松あげ）など国際
教育交換機構（ＣＩＥＥ）からの外国人ボランティア

と一緒に活動します。

５月～６月予定をお知らせします

5月連休中14日の活動報告

4月30日5月1日4日5日ログハウス組み立て
連休中にログハウスを立ち上げるぞぉーと勢いよく
集まったメンバーで、本当に4日間で屋根まで立ち上
げてしました！！
作業していると訪れる方も多く地域の方も「だいぶで
きたなぁ」とか「屋根はこうした方がええでぇ」など指
導もいただきうれしい限りです。ログの組み立ては全
員初心者で、わからないことばかりの中みんなでわ
いわいがやがやといいながらの作業でした。

5月14日（土）手作りみそづくりに挑戦！！
手作りみそは見るのも作るのもはじめてという方がほとん
どという中で作業を始めたのですが、みなさんてきぱきと
昔取った杵柄という具合でした。でも実際経験者はお1人
ということでみなさんのＤＮＡが記憶を呼び戻したかのよう
な動きでした。午前中はとても忙しく、みそづくりの豆炊き、
豆つぶし,うぐいすきな粉餅、昼食のご飯、みそ汁、サラダ
と慌ただしかったですが尐々遅れた昼食をゆっくりとり、午
後は,細川カフェでうぐいす餅をいただき談笑、細川散策と
気が付けば4時を回っていました。帰りの時間も忘れてし
まうまで時間を過ごしました。



親自身が

昔を知り

今を生きる方法を知り

未来に引き継ぐ空間

「暮らし遺産」
大津市葛川細川町にある古民家Zuttoでの暮らし体験
を「古民家zutto再生プロジェクト」※1では 「暮らし遺
産」と呼ぶことにしました。
文化、伝統、歴史など、昔から脈々と受け継がれてきた
暮らしのひと・こと・もの・・・・を古民家Zuttoコアメン
バー※2が「暮らし遺産」と認定し、それらを地域の方と
古民家Zuttoに訪れる方々と共に受け継ぎ、「暮らし遺
産」の １つ１つの細川の大切な宝物として大切に語りつ
いでいきたいと考えています。
年間登録者には古民家Zutto年間登録としてネームプ
レートを ご用意させていただきます。

申込みは年間登録申込み用紙（天気村
ｈｐよりダウンロードして下さい）にてお
申し込み下さい。
年間登録費 人 円（保険費、夏の
暮らし合宿補助等、 年度 月まで有
効）を添えてお申し込み下さい。
クラブ登録済みの子どもは不要です。

子どもが

知識だけでなく

感じる心を

体感できる力育つ空間

Zuttoの会
滋賀県大津市葛川細川町１４番地
ＴＥＬ077-599-2270(古民家Zutto）
緊急連絡先090-3679-6950（辻）
Blog ：古民家Zuttoの会
http://tumi2.jugem.jp/

※1 「古民家zutto再生プロジェクト」
古民家Zuttoの活動は様々な外部員で構成され
「古民家zutto再生プロジェクト」といいます。
※2古民家Zuttoコアメンバー
事業企画の構成員をコアメンバーといい月1回のコア会議を
含め、「暮らし遺産」の認定登録を行います。
古民家Zuttoコアメンバー（H23.4現在6名）

子どもネットワークセンター天気村
琵琶湖博物館はしかけグループ 近江昔暮らしクラブ

古民家Zuttoコアメンバーの募集も行っています。お気軽にご
参下さい。

Zuttoの会 1日の暮らしかた
10：00 集合ご挨拶 朝の暮らしの活動

暮らし遺産活動
11：30 お昼ご飯づくり

（かまどdeごはん、季節の素材をを中
心したご飯作りです）

13：30 暮らし遺産活動のつづき 後片付け
14：30 細川カフェ（ティタイム、おいしい

お菓子も用意しています）
15：00 バス送迎出発 16：00頃 自由解散

Ｚｕｔｔｏの会年間登録参加方法
年間登録が必要です。登録者には
毎月通信がＦＡＸされます。
子ども（小学 年生以上または大人）
参加費： 円 人／１回
親子参加（小学 年生以下は親子で
参加）１家族 円（上限）／１回
※親子 人の場合は 円（子ど
もは 才以上です）／１回
・天気村より送迎バスご利用の場合
申し込みの際に申し出て下さい
人 円 人／１回参加費にプ
ラスして下さい。

・ 現地集合も可能です。
・お申込みは、 ・ ・メールにて
天気村までお申込みください。

基本の持ち物
・当日の昼食の具材一品

（野菜、果物なんでもＯＫ みそ汁やお
かずの具材です）
・軍手、着替え、タオル

・動きやすい服装と靴（汚れても良い服
と靴）

活動内容により持ち物追加がある場合
は連絡します。

【お問合せ先】
特定非営利活動法人
ＮＰＯ子どもネットワークセンター天気村
http://www.biwako.ne.jp/~nt-tenki/
Tel：０７７－５６４－７８６８
Fax：０７７－５６４－７９１８
Mail：nt-tenki@biwako.jp月間計画は裏面にあります！

Zuttoの会

これまでの野外体験保育、自然体
験活動を通して子どもまたは親に対
して、何が残せて何を伝えられるか
が大きな課題となっています。
一緒に遊んでいた子どももやがて親
になり子どもを育て時代がやってき
ます。そんな時代にこそ伝えなけれ
ばならない物がきっとあるはずです。
年間の活動歴史とともに古民家
でつながりを感じる関係づくり

をはじめましょう！！



Zuttoの会通信VOL.４ 平成23年５月

5月の鯖街道は行楽客が多く行き交い、土日は隣
の花ひささん、前の音さんもたくさんお客さんが
訪れていました。これからは細川町が葛川の終点
地として賑わうことを希望します。
さて、Zuttoの会も3回目を終わり、Zuttoが何
を目指していくのかが少しづつですが見えて来た
ようです。
3回皆勤の親子は1組だけですが、親子のみなさ
んで自分たちなりのZuttoの中での位置づけをだ
んだんと見つけていただいて来たように思います。
自分たちは何ができて何がしたいのかという気持
ちを明確にすることが大切で、Zuttoの会ではそ
の気持ちが実現できる場にしたいとと思います。
まだ3回しか開催していないのでこれからも新し
い方もどんどん入ってきていただき、先輩になる
親子がしっかりと後輩の親子と一緒に活動する場
を提供できるのがZuttoの会です。
住むところも、子どもの学校も違う、これまでの
関係とは全く違った新しい関係づくりが築ける場
としてZuttoの会があればいいのではないでしょ
うか。

日程 時間 定員・参加費 暮らし遺産活動予定

６月１９日（日）

10:00～15:00
〈現地）

送迎バス天気村
集合9：00解散１

６：００（解散は交
通事情で遅れる場

合有り）

子ども・ 親子・一般

定員 １０組（親子）
参加費子ども2,000円
１家族5,000円（上限）
※親子2人の場合は4,000
円送迎バス1人500円
※詳細表面

かばたの復活
かばたって何？？

Zuttoにあるかばたをよみがえらせましょう！！
こけ玉づくり（雨の日の過ごし方）

７月１８日（祝） 同上

子ども・ 親子・一般
定員 １０組（親子）

同上

夏野菜の保存食って知ってますか？
Zuttoでとれた野菜を塩づけにしましょう！！
ほかの保存食にも挑戦してみましょう！！

（ウグイのフナ寿司など）

夏の細川暮らし合
宿のお知らせ
詳細は別途

Ａコース 8月3
日（水）～ 5日
（金）
Ｂコース 8月
22日（月）～24日
（水）

幼稚園年長～小学生
※詳細後日

夏の細川キャンプ

くらしの体験、露天風呂、ピザがまでピザづくり、
川遊び、地域伝統行事（久多の松あげ）など国際
教育交換機構（ＣＩＥＥ）からの外国人ボランティア

と一緒に活動します。

６月から７月予定をお知らせします

5月活動報告

5月28日（土）
ログハウスの横に活動場所を作ります。
連休中に建ち上がったログハウスの横に屋根を延長し
てトタン板を張ってもらいます。
その下にかまどと調理台を置けるようにして、野外キッ
チンを作ります。野外キッチの使い方と、名称はなんと
よべばいいのかをまたみなさんで考えましょう。

5月29日（日）
昨日からの大雨に急遽参加
者は自主参加にして、活動も

短縮にしました。参加者親子2組
今回は、Zuttoの会メンバーのファミリーによる会津伝統料
理「こづゆ」を提供いただき一緒に作ることになりました。

「こづゆ」は何種類もの食材（大根、人参、たけのこ、キクラ
ゲ、しいたけ、こいも、こんにゃく等々）を貝柱のだしで炊く
素朴な郷土料理です。何でも武家料理として伝わっている
るそうで今では冠婚葬祭に出されるということです。

食材を全部それぞれ湯がいたものを後で貝柱のだしで炊
き合わせるという関西では味わえない味でした

Zuttoの畑が広がりました！！



親自身が

昔を知り

今を生きる方法を知り

未来に引き継ぐ空間

「暮らし遺産」
大津市葛川細川町にある古民家Zuttoでの暮らし体験
を「古民家zutto再生プロジェクト」※1では 「暮らし遺
産」と呼ぶことにしました。
文化、伝統、歴史など、昔から脈々と受け継がれてきた
暮らしのひと・こと・もの・・・・を古民家Zuttoコアメン
バー※2が「暮らし遺産」と認定し、それらを地域の方と
古民家Zuttoに訪れる方々と共に受け継ぎ、「暮らし遺
産」の １つ１つの細川の大切な宝物として大切に語りつ
いでいきたいと考えています。
年間登録者には古民家Zutto年間登録としてネームプ
レートを ご用意させていただきます。

子どもが

知識だけでなく

感じる心を

体感できる力育つ空間

※1 「古民家zutto再生プロジェクト」
古民家Zuttoの活動は様々な外部員で構成され
「古民家zutto再生プロジェクト」といいます。
※2古民家Zuttoコアメンバー
事業企画の構成員をコアメンバーといい月1回のコア会議を
含め、「暮らし遺産」の認定登録を行います。
古民家Zuttoコアメンバー（H23.4現在6名）

子どもネットワークセンター天気村
琵琶湖博物館はしかけグループ 近江昔くらしクラブ

古民家Zuttoコアメンバーの募集も行っています。お気軽にご
参下さい。

Zuttoの会 1日の暮らしかた
10：00 集合ご挨拶 朝の暮らしの活動

暮らし遺産活動
11：30 お昼ご飯づくり

（かまどdeごはん、季節の素材をを中
心したご飯作りです）

13：30 暮らし遺産活動のつづき 後片付け
14：30 細川カフェ（ティタイム、おいしい

お菓子も用意しています）
15：00 バス送迎出発 16：00頃 自由解散

Ｚｕｔｔｏの会年間登録参加方法
年間登録が必要です。登録者には
毎月通信がＦＡＸされます。
子ども（小学 年生以上または大人）
参加費： 円 人／１回
親子参加（小学 年生以下は親子で
参加）１家族 円（上限）／１回
※親子 人の場合は 円（子ど
もは 才以上です）／１回
・天気村より送迎バスご利用の場合
申し込みの際に申し出て下さい
人 円 人／１回参加費にプ
ラスして下さい。

・ 現地集合も可能です。
・お申込みは、 ・ ・メールにて
天気村までお申込みください。

申込みは年間登録申込み用紙（天
気村ｈｐよりダウンロードして下さい）
にてお申し込み下さい。
年間登録費 人 円（保険費、夏
の暮らし合宿補助等、 年度 月ま
で有効）を添えてお申し込み下さい。
クラブ登録済みの子どもは不要です

基本の持ち物
・当日の昼食の具材一品

（野菜、果物なんでもＯＫ みそ汁やお
かずサラダのの具材になります）
・軍手、着替え、タオル

・動きやすい服装と靴（汚れても良い服
と靴、特に雨天時降雪時）長靴があれ
ば持参下さい）

活動内容により持ち物追加がある場合
は連絡します。

【お問合せ先】
特定非営利活動法人
ＮＰＯ子どもネットワークセンター天気村
http://www.biwako.ne.jp/~nt-tenki/
Tel：０７７－５６４－７８６８
Fax：０７７－５６４－７９１８
Mail：nt-tenki@biwako.jp
古民家Zutto
滋賀県大津市葛川細川町１４番地
ＴＥＬ077-599-2270(古民家Zutto）
緊急連絡先090-3679-6950（辻）
Blog ：古民家Zuttoの会
http://tumi2.jugem.jp/月間計画は裏面にあります！

Zuttoの会

これまでの野外体験保育、自然体
験活動を通して子どもまたは親に対
して、何が残せて何を伝えられるか
が大きな課題となっています。
一緒に遊んでいた子どももやがて親
になり子どもを育て時代がやってき
ます。そんな時代にこそ伝えなけれ
ばならない物がきっとあるはずです。
年間の活動歴史とともに古民家
でつながりを感じる関係づくり

をはじめましょう！！

古民家Zuttoまでの地図



Zuttoの会通信VOL.５ 平成23年６月

雨の多い梅雨時の季節になりました。
Zuttoの会でも、雨天対策は万全と考えています。
雨でも活動できるようにと６月10日前後に久多
の入江さんにお願いして、ログハウスに片流れの
トタン屋根をつけてもらい、かまどを移動し、調
理も屋内でできるようにしていただきました。
おかげさまで晴天の時は日よけに雨天の時は雨よ
けになって、安心してかまどご飯が炊けるように
なりました。ログハウスの中も二間の部屋ができ
て、その内の一間に木製二段ベットを平良農業小
学校より寄贈されたので入れることにしました。
まだ床が張れていないので組み立てていません。

日程 時間 定員・参加費 暮らし遺産活動予定

７月１８日（祝）

10:00～15:00
〈現地）

送迎バス天気村集
合9：00解散１６：００

（解散は交通事情で
遅れる場合有り）

子ども・ 親子・一般

定員 １０組（親子）
参加費子ども2,000円
１家族5,000円（上限）
※親子2人の場合は4,000円
送迎バス1人500円※詳細
表面

夏野菜の保存食って知ってますか？
Zuttoでとれた野菜を塩づけにしましょう！！
キュウリ、なすび、新玉ねぎの糟漬け

ほかの保存食にも挑戦してみましょう！！
（ウグイのフナ寿司など）

夏の細川暮らし
合宿Ａコース
8月3日（水）～
5日（金）

集合参加当日13:00
解散当日12:00いず
れも天気村

※Ｚｕｔｔｏ会員には日
帰りの参加プログラ
ムがあります。
詳細は別途

参加費：20,000円/1人
（※Ｚｕｔｔｏ会員15,000円

優先申込み可）
幼稚園年長～小学生

定員20名

夏の細川キャンプ

くらしの体験、露天風呂かまどでご飯、ピザがま
でピザづくり、川遊び、流しそうめん、地域伝統行

事（久多の松あげ）など

国際教育交換機構（ＣＩＥＥ）からの外国人ボラン
ティアまたは大学生、一般ボランティアの参加有

り

夏の細川暮らし
合宿Ｂコース
8月22日（月）～
24日（水）
詳細は別途

集合参加当日13:00
解散当日12:00いず
れも天気村

※Ｚｕｔｔｏ会員には日
帰りの参加プログラ
ムがあります。
詳細は別途

参加費：20,000円/1人
（※Ｚｕｔｔｏ会員15,000円

優先申込み可）
幼稚園年長～小学生

定員20名

夏の細川キャンプ

くらしの体験、露天風呂かまどでご飯、ピザがま
でピザづくり、川遊び、流しそうめん、地域伝統行

事（久多の松あげ）など

国際教育交換機構（ＣＩＥＥ）からの外国人ボラン
ティアまたは大学生、一般ボランティアの参加有

り

７月8月予定です

６月活動報告

6月11日（土）雨
Ｚｕｔｔｏの畑にサルよけネットを張りました。どうやら
サルがきて、なすびの苗を引き抜いたようです.畑
にはキュウリ、トマト、オクラ、しそ、なすびとハー
ブのルッコラ、ミント、カモミールそれとサツマイモ
100本を植えています。目的はＺｕｔｔｏの会の昼食
や暮らし合宿時の食材として、取れたての野菜を
すぐ調理して食することで野菜のうまみや甘みを
体験することです。19日にルッコラをサラダに入れ
たところからし菜のような味がして好評でした。
造園師の入江さんから
お茶の木をいただき畑
に植えました。

6月19日Ｚｕｔｔｏの会では新
しく2組の親子参加があり、
参加大人9名子ども9名ボ
ンティア6名（山口さん、田

中さん、中西さん、芥川さん
辻駕奈子さん）＋3名（久多入江さん本郷さん史人君
（午前中）スタッフ3名総勢30名で行いました。午前中は、

Ｚｕｔｔｏの説明その後かばたの復活とＺｕｔｔｏの清掃、ま
た昼食づくりは屋内屋外に分かれての活動にしたとこ
ろ30人分の昼食づくりはスムーズに作れました。メ

ニューはかまどご飯、具だくさんみそ汁、野菜サラダ、
ポテトマカロニサラダ（畑でとれたルッコラ入り）それと
デザートのフルーツポンチまで！！

Ｚｕｔｔｏの会メンバーは調理技術をグッと上げてきました

ログハウスの屋根の下が今後調理スペースにな
りますので、調理の得意な会員の方が、動きや
すい配置を考えていただけたらと思っています。
午後は予定通り苔玉づくりを行いました。活動
している最中にザッと一雨ありましたが活動に
は支障ありませんでした。みなさん思い思いの
形の苔玉ができました。

６月作業報告



親自身が 

昔を知り 

今を生きる方法を知り 

未来に引き継ぐ空間 

「細川暮らし遺産」とは・・・ 
文化・伝統・歴史・生活・自然など昔から脈々と受
け継がれてきた、暮らしのひと・こと・ものを掘り起
こし「細川暮らし遺産」としました。 
そのひとつひとつを古民家Zuttoを訪れる方々と
共に体験プログラムとして受け継ぎ、細川の大切
な宝物として語り継ぎ、伝承することを暮らし遺産
活動といいます。 
また「細川暮らし遺産」は古民家zutto再生プロ
ジェクト※1によって企画立案し、「Zuttoの会」のメ
ンバー※2が「細川暮らし遺産」と認定します。 

子どもが 

知識だけでなく 

感じる心を 

体感できる力育つ空間 

※1 「古民家zutto再生プロジェクト」 
古民家Zuttoの活動は様々な外部員で構成され、
古民家改修などの企画運営を「古民家zutto再
生プロジェクト」といいます。            
 ※「Zuttoの会」のメンバー 
「Zuttoの会」は毎月行う古民家Zuttoでの活動で
それに参加する方を「Zuttoの会」メンバーと言い
ます。古民家Zuttoメンバーの募集も行っていま
す。お気軽にご参加下さい。 

Zuttoの会 1日の暮らしかた 
10：00 集合ご挨拶  
     暮らし遺産活動「細川暮らし遺産」 
11：30 お昼ご飯づくり 
    （かまどdeごはん、季節の素材をを中 
     心したご飯作りです） 
13：30 暮らし遺産活動のつづき 後片付け 
14：30 細川カフェ（ティタイム、おいしい 
     お菓子も用意しています） 
15：00 バス送迎出発 16：00頃 自由解散       

「Ｚｕｔｔｏの会」入会するには年間
登録が必要です！！登録者には毎
月通信がＦＡＸされます。（夏の暮らし
合宿参加者は登録済みです！！） 
・子どものみ（小学 年生以上）
・参加費： 円 人／１回
・ 親子参加（小学 年生以下は親子で
参加）１家族 円（上限）／１回
※親子 人の場合は 円）／１回
（子どもは 才以上です

・天気村より送迎バスご利用の場合
申し込みの際に申し出て下さい。
人 円 人／１回参加費にプ
ラスして下さい。

・ 現地集合も可能です。
・お申込みは、 ・ ・メールにて天
気村までお申込みください。 
・月間計画は裏面です。 

 

基本の持ち物 
・当日の昼食の具材一品 
（野菜、果物なんでもＯＫ みそ汁やお
かずサラダなどの具材になります） 
・軍手、着替え、タオル 
・動きやすい服装と靴（汚れても良い服
と靴、特に雨天時降雪時）長靴があれ
ば持参下さい） 
活動内容により持ち物追加がある場合
は連絡します。 

【お問合せ先】 
特定非営利活動法人 
ＮＰＯ子どもネットワークセンター天気村
http://www.biwako.ne.jp/~nt-tenki/ 
Tel：０７７－５６４－７８６８ 
Fax：０７７－５６４－７９１８ 
Mail：nt-tenki@biwako.jp 
古民家Zutto  
滋賀県大津市葛川細川町１４番地 
ＴＥＬ077-599-2270(古民家Zutto） 
緊急連絡先090-3679-6950（辻） 
Blog ：古民家Zuttoの会
http://tumi2.jugem.jp/ 

月間計画は裏面にあります！ 

Zuttoの会 会員募集中！！ 

天気村では野外体験保育、自然体
験活動を 年間行い、子どもや親に
対して、自然からの学びを大切にし
てきました。古民家 では親子が
ともに遊んで学べる場として活動し
ています。
年間の活動と古民家 の歴史

とともにつながりを感じる関係づくり
をはじめましょう！！

 

古民家Zuttoまでの地図 

古民家Zuttoはこんな所です！！ 



Zutto通信VOL.６ 平成23年8月 

7月18日（月・祝）【曇りのち雨】 
夏野菜の保存食づくり（新玉ねぎの酒粕漬け作り）
参加者：大人5人 子ども7人 スタッフ天気村3人、
ボランティアスタッフ4名 
夏野菜がたくさん収穫できる時期に、雪深い地域の
冬に備えて保存食を作ります。新玉ねぎの小さいの
をつるさないでとっておき、酒粕漬けにします。酒
粕だけでは子どもが食べにくいので砂糖のザラメを
加え甘さを出します。酒粕の苦手な方も「これなら
私も食べられます！！」と好評でした。夏野菜なら
他にきゅうり、なすび等もできると思います。11
月頃には食べられます。昼食はいつものとおり材料
持ちよりで4品（天ぷら、きゅうりとトマトサラダ、
もやしの炒め物カレー味、）デザートにスイカも登
場！！ 
 
 
 
 
 
 
おやつづくりは合宿のおやつ出す予定のおはぎをみん
なで作りました。わいわいがやがやとやっているうち
に簡単にできました！！ 
あずきときなこ 
の二色、畑の 
ウドの葉で飾り 
付けをしました。 

日程 時間 参加費 暮らし遺産活動予定 

 
 

9月24日
（土） 

古民家Zutto 
１０:００集合 
１５：００（解散） 

送迎バス利用の場合
天気村集合9：00解散１

６：００（解散は交通事
情で遅れる場合有り） 

 親子・一般・子ども       
親子１家族5,000円（上限） 
※親子2人の場合は4,000円 
子どものみ2,500円 
送迎バス1人500円 
※詳細表面 

ミョウガ摘みとミョウガ料理に戦！！ 
ミョウガって知っていますか？？ 

Ｚｕｔｔｏの周辺にはミョウガがたくさん
とれます。 ミョウガを食べ過ぎると物
忘れをするってホント？？迷信？？ 

みんなでミョウガを収穫して食べま
しょう！！ 

  
 
 

10月1日
（土） 

 

古民家Zutto 
１０:００集合 
１５：００（解散） 

送迎バス利用の場合
天気村集合9：00解散１

６：００（解散は交通事
情で遅れる場合有り 

 親子・一般・子ども       
親子１家族5,000円（上限） 
※親子2人の場合は4,000円 
子どものみ2,500円 
送迎バス1人500円 
※詳細表面 
 

日本はちみつの収穫 
春に巣箱づくりをして巣箱を設置した 
日本みつばちの巣箱をあけます！！ 
さぁ、細川限定日本はちみつって 

どんな味でしょうか！！ 
お楽しみに！！ 

９月・1０月Ｚｕｔｔｏの会予定 予定が変更になる場合があります。HPで確認して下さい。          
  

７月Zuttoの会活動報告  

7月16日（土）Ｚｕｔｔｏの畑にまたサルが入ったよ
うです。今度はサツマイモの苗を引き抜かれま
した！！ようやく根付いていた葉が引き抜かれ
てとても残念です。気を取り直してネットの修復、
サツマイモの土かけなどをしました。きゅうりやト
マト、なすびもまだ収穫できていません。これで
はいつ、Zuttoに畑の野菜が食べたれるかわか
りません。合宿までにはなんとか収穫をしたいと
思っていますがサル対策に頭を悩ましています。 
7月30日（土）今回暮らし合宿にも参加する国際
教育交換機構（ＣＩＥＥ）からボランティア2名がＺ
ｕｔｔｏの土間の石張り作業をしてくれました！！ 
2日間かかって、おかげでりっぱな土間ができま
した！！ 
 

古民家Ｚ再生プロジェクト 作業報告 

参加者の感想 
・１１月に玉ねぎの粕漬けが出来るのが楽
しみです。 
・甘い粕漬けを作るのが初めてだったので
珍しかったです。 
・子どもがいつも来ていて、話をよく聞い
ていたので来れてよかったです。 
・スイカ、おはぎがおいしかった！！ 
など毎回うれしい感想をいただいています。 
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Aコース（８月３日～５日２泊３日） 
「炭づくり体験～間伐から炭が出来るまで～」 
 ２泊３日の間で、こどもたちと一緒に山に入り、
木を運んでくるところから、薪割り、炭窯作り、そ
して炭が出来上がるところまで、一貫した体験をし
てもらいました。 
 こどもの頃から、お父さんについて山の仕事をし
ていたという地域のおじいさんから、山の暮らしに
ついての貴重なお話を聞き、手仕事で作った大切な
薪も炭にさせていただきました。 
 ２日目の夜。火入れをしました。皆で火を囲み、
赤い火を見つめ、「みんなで運んだ木がどうなるん
だろう」という期待と疑問にワクワクしていました。 
 最終日、今度は出来上がった炭を囲んで見ました。
地域のおじいさんも来てくれました。昨日の「木」
から変化を遂げた「炭」に皆感動しました。「昨日
より軽くなってる！」「きれい」と、炭を手にとり、
見つめました。 
 今は使うことが少なくなった「炭」も、昔はエネ
ルギーの１つとして利用されていました。ほんの少
しですが、木を共に生きる人々の暮らしを、こども
たちが感じ取ってくれたのではないのでしょうか。 
 

日程 時間 参加費 暮らし遺産活動予定 
 

 
 

10月2日
（日） 

 

古民家Zutto 
１０:００集合 
１５：００（解散） 
送迎バス利用の場
合天気村集合9：00
解散１６：００（解散は
交通事情で遅れる場

合有り 

親子・一般・子ども
親子１家族 円（上限）
※親子 人の場合は 円
子どものみ 円
送迎バス 人 円
※詳細表面

日本はちみつの収穫 
春に巣箱づくりをして巣箱を設置した 
日本みつばちの巣箱をあけます！！ 
さぁ、細川限定日本はちみつって 

どんな味でしょうか！！ 
お楽しみに！！ 

1０月Ｚｕｔｔｏの会予定 予定が変更になる場合があります。HPで確認して下さい。 

１０月２日（日）以降の古民家Zuttoの会活動予定は、次回号にてお知らせします。          
  

８月夏のくらし合宿（Aコース/Bコース）活動報告  

Bコース（８月22日～24日２泊３日） 
「魚つかみ名人と、天然うなぎを食す」 
 古民家Zuttoのすぐ隣には安曇川という清流が流
れています。本当にきれいな川で、合宿中も、こど
もたちはここで泳いだり、岩からジャンプをして、
川遊びを存分に楽しんでいます。今回は、久多とい
うところに住む魚とり名人に、「ひっかけ」という
漁法を教えていただいたり、うなぎの仕掛けを一緒
にさせていただきました。 
 夕方にうなぎの仕掛けをかけ、次の日の朝方、
真っ暗なうちに捕獲しなければ、仕掛けを壊して出
て行ってしまうとのこと。まだ太陽が昇らない朝方
というのに、起きることが出来たこどもたちは、ワ
クワクしながら、川へ向かいました。そして、天然
のうなぎの捕獲に大喜びしました。 
 魚つかみ名人がうなぎをさばき、食べた天然うな
ぎは最高においしく、こどもたちの心に残ったよう
です。命をいただくということを目の前で体験する
ことは、こどもにとって衝撃でもありますが、恵み
を与えてくれる生き物に対しての感謝の気持ちが湧
いていたように思います。 
 
 

注意！！ 
日程変更 
あります。 

細川カフェ はじめます。 

営業時間 ２０１１年の土曜日・日曜日 
１０：００～１５：００ 

場所 古民家Zutto～ずっと～ 
（滋賀県大津市葛川細川町14番地） 

珈琲１杯１００円～（献金という形で
いただいています。古民家Zuttoの
修理費や活動費として使用しま
す。） 
古民家Zutto会員の手作りお菓子や
手作り市もあるかも。 

１０月・１１月 
  秋期限定 

営業時間 ２０１１年の土曜日・日曜日
１０：００～１５：００

場所 古民家Zutto～ずっと～
（滋賀県大津市葛川細川町14番地）



親自身が

昔を体験し 

今を生きる方法を知り 

未来の子どもに 

引き継ぐ空間 

「細川暮らし遺産」とは・・・ 
文化・伝統・歴史・生活・自然など昔から脈々と受
け継がれてきた、暮らしのひと・こと・ものを掘り起
こし古民家Z再生プロジェクト※2が「細川暮らし遺
産」と名付けました。 
そのひとつひとつを古民家Zuttoを訪れる方々と
共に体験プログラムとして受け継ぎ、細川の大切
な宝物として語り継ぎ、伝承することを「細川暮ら
し遺産活動」といいます。 また「細川暮らし遺産活
動」の１つ１つをデーターベース化し、「Ｚｕｔｔｏの
会」会員-※2が認定作業を行います。 

子どもが 

知識だけでなく 

感じる心を 

体感できる力を 

育てる空間 

        
※1 「古民家Ｚ再生プロジェクト」 
古民家Zuttoの活動は様々な外部員で構成され「細川
暮らし遺産」プログラム企画、古民家改修などの運営
を「古民家zutto再生プロジェクト」といいます。           
 ※2「Zuttoの会」 
「Zuttoの会」は毎月行う古民家Zuttoでの活動でそれ
に参加する方を「Zuttoの会」会員と言います。Zuttoの
会メンバーの募集も行っています。お気軽にご参加下
さい。 

Zuttoの会 1日の暮らしかた 
10：00 集合ご挨拶  
     暮らし遺産活動「細川暮らし遺産」 
11：30 お昼ご飯づくり 
    （かまどdeごはん、季節の素材をを中 
     心したご飯作りです） 
13：30 暮らし遺産活動のつづき 後片付け 
14：30 細川カフェ（ティタイム、おいしい 
     お菓子も用意しています） 
15：00 バス送迎出発 16：00頃 自由解散       

「Ｚｕｔｔｏの会」入会するには年間
登録が必要です！！登録者には毎
月通信がＦＡＸされます。（夏の暮らし
合宿参加者は登録済みです！！） 
・子ども（小学 年生以上）または大人
・参加費： 円 人／１回
・親子参加（小学 年生以下は親子で
参加）１家族 円（上限）／１回
※親子 人の場合は 円）／１回
（子どもは 才以上です）

・天気村より送迎バスご利用の場合
申し込みの際に申し出て下さい。
人 円／ 人参加費にプラスして
下さい。

・現地集合の場合は直接来て下さい。
・お申込みは、 ・ ・メールにて天
気村までお申込みください。 
・月間計画は裏面です。 

 

基本の持ち物
・当日の昼食の具材一品
（野菜、果物なんでもＯＫ みそ汁やお
かずサラダなどの具材になります）
・軍手、着替え、タオル
・動きやすい服装と靴（汚れても良い服
と靴、特に雨天時降雪時）長靴があれ
ば持参下さい）
活動内容により持ち物追加がある場合
は連絡します。

【お問合せ先】 
特定非営利活動法人 
ＮＰＯ子どもネットワークセンター天気村
http://www.biwako.ne.jp/~nt-tenki/ 
Tel：０７７－５６４－７８６８ 
Fax：０７７－５６４－７９１８ 
Mail：nt-tenki@biwako.jp 
古民家Zutto  
滋賀県大津市葛川細川町１４番地 
ＴＥＬ077-599-2270(古民家Zutto） 
緊急連絡先090-3679-6950（辻） 
Blog ：古民家Zuttoの会
http://tumi2.jugem.jp/

月間計画は裏面にあります！ 

Zuttoの会 会員募集中！！ 

天気村では野外体験保育、自然体
験活動を 年間行い、子どもや親に
対して、自然からの学びを大切にし
てきました。古民家 では親子が
ともに遊んで学べる場として活動し
ています。
年間の活動と古民家 の歴史

とともにつながりを感じる関係づくり
をはじめましょう！！

 

古民家Zuttoまでの地図 

古民家Zuttoはこんな所です！！ 
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９月２４日（土）Zuttoの会 「ミョウガ摘み＆ミョウガ料理」 
参加者：大人３人 子ども：８人 スタッフ４人  
夏休みが終わってから、初めてのZuttoの会を開催しました。 
この地域では、８月の半ばから９月にかけて、たくさんのミョウガが取れま
す。ミョウガの収穫を楽しみにしていたのは、お母さんたち！ 
「宝探しみたいに、夢中になってしまう～」と、目を輝かせていました。そ
の横で子どもたちも、かごをしっかり持ってお手伝いしてくれました。 
 
たくさん獲れた 
ミョウガで作った 
のは・ミョウガ 
のおにぎり・ミョウ 
ガのお味噌汁・ミョ 
ウガの天ぷら・（以前に作っておいた）ミョウガのお漬物。ミョウガのおに
ぎりは、ミョウガと塩を混ぜただけですが、アクがなくて大好評でした。 
昼からは、炭作り名人が昨晩作った「炭」でオブジェを作りました。炭の色、
音、形に感動！ 
こちらも皆さん 
熱がこもってい 
て、とっても素 
晴らしい作品と 
なりました。 
 

日程 時間 参加費 暮らし遺産活動予定 
 

１０ 
／ 
２ 
（日） 

古民家Zutto現地 
１０:００集合 
１５：００解散 
送迎バス天気村 
集合９：００ 
解散１６：００ 
（解散は交通事情で
遅れる場合有り） 

子ども（小学2年生以上）大人 
２，５００円/１人
親子１家族５，０００円（上限）
※親子 人の場合は４，０００円
天気村より送迎バス利用の場合
５００円 人
※持ち物等詳細表面

日本はちみつの収穫 
春に巣箱づくりをして巣箱を設置し
た日本みつばちの巣箱をあけま
す！！ 

さぁ、細川地域限定 
日本はちみつって 

どんな味でしょうか？！！ 
お楽しみに！！ 

１０ 
／ 
２９
（土） 

 
 

同上 同上

細川秋の収穫祭 
おイモ掘り＆やきいも 
むかごごはん
畑の収穫など 

細川の秋を堪能しよう！ 

1０月Ｚｕｔｔｏの会予定 予定が変更になる場合があります。HPで確認して下さい。 

注意！！ 
日程変更 
 

古民家Ｚｕｔｔｏ細川カフェ  
はじめます。 

営業日＆時間   
10月11月土曜日・日曜日10:00から15:00 

１０月・１１月 
  秋期限定 

営業日＆時間営業日＆時間  
10月11月土曜日・日曜日10:00から15:00

Zutto再生プロジェクト作業報告 
 

      １１月２３日（祝・水） 
      「細川てづくり市」開催！ 
古民家Zuttoにて手づくりの小物や、暮ら
しに役立つもの、手づくりのお菓子などを
販売します。手づくりのものを販売した
い！という方も募集しています。ご連絡く
ださい！お友達もどんどん誘ってください
ね。 

      
      
古民家

9月23日（金）丸太おろし
作業  
地域の方に声をかけても
らって川砂を入れてもら
いました。川砂があれば
水も溜まらないと思った
ところ今回の台風の大雨
で川砂が流れ出し急遽丸
太でせき止め作業を行い
ました。 
丸太は山から木を切り出
し丸太にして下におろし
て運びました.。大変な
重労働でしたがなんとか
せき止め作業は終了しま
した。大きな丸は椅子に
して、広場に設置しまし
た。 
 
 
 
 

Ｚｕｔｔｏ会員サポート募集！！ 
・・細川カフェのお手伝いです・・ 
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10月２４日（土）Zuttoの会 「日本はちみつの収穫」 
参加者：大人４人 子ども：１０人 スタッフ４人 
 待ちに待った日本みつばちの収穫の季節となりました。しかし、なんと、
４月に皆で作ったハチの巣箱は、とっても残念ながら熊にまるごと食べられ
てしまいました…。今回は、葛川細川からほど近い久多に住む地元住人のご
協力で、ハチミツの収穫を見学させていただきました。 
 まず最初に説明をしていたき、有志が白い防護服を着ました。 
ハチの巣箱を空けると、ぶんぶんと聞こえてきます。ハチが別の巣へ移動す
ると、黄金色のハチの巣が現れました！！ 
濃厚な甘さのハチミツに感動しました。 
自然にしかないハチミツの味は、自然 
豊かなこの地域の魅力が凝縮されている 
ような気がしました。いつもと少し場所 
を変えての今回のＺｕｔｔｏの会ですが、 
また新しいこの地域の魅力を体験しました。 
来年こそは、みんなで作ったハチの巣箱で 
ミツがとれることが目標です！ 
10月３０日（土）Zuttoの会 「秋の収穫祭＆プチお泊まり体験」 
参加者：親子2組（大人４人 子ども：4人 スタッフ４人） 
Zuttoの畑のさつまいもとその他なすびや万願寺トウガラシをすべて収穫し
て昼食に料理しました！なんと７品のおかずが出来上がりました！！ムカゴ
でご飯も炊きました。 
さつまいもは植えたときに、猿に苗を抜 
かれてしまい期待はできなかったのです 
がなんとか一かごは収穫できました！！ 
夜のプチお泊まり体験は一家族の参加 
でしたが、久多の入江さん一家があそ 
びに来ていただきにぎやかな夜になり 
ました。 

１１ 
／ 
２３ 
（祝） 

  
「細川てづくり市」 

開催！ 

 古民家Zuttoにて手づくりの小物や、暮らしに役立つもの、手
づくりのお菓子などを販売します。お友達もどんどん誘ってくだ
さいね。 
出展団体（出品内容）：八百久（暮らしの生活用品）、田中家ファミリー
（羊毛クラフト）、中井さん（もんぺおばさんの手作りパン）のっち家ファミ
リー（苔玉・布ぞうり）、入江さん（木工クラフト）、細川のお母さんたち
（声かけ中）＊出品内容に少し変更がある場合もあります。
出展者もまだまだ募集中！手作りのものを販売してくださる方、お待ち
しています！！ご連絡ください！（澤田090－2109－0856）

古民家Ｚｕｔｔｏ細川カフェ  
やってます。

営業日＆時間   
11月土曜日・日曜日 
10:00から15:00 

  11月 
   秋期限定 

Zutto再生プロジェクト作業報告 
 
１０月１５･１６・２2・２３日 
杉板づくりと横板張り作業 
古民家の横板を防水シート
で張っていたところを
をはりました！今まで、外
からの風がスースーと入っ
てくる状態だったのですが、
このままでは冬をこせな
い！ということで、手作業で
壁をはりました。

その他冬仕度のための薪
割りや冬野菜の種まきなど
まだまだやることはたくさん
あります。 

Ｚｕｔｔｏ会員サポート募集！！ 
・細川カフェのお手伝いです 

１０月から、土日曜日に、古民家Ｚｕｔto会員に協力をい
ただきながら、細川カフェをオープンしています。コー
ヒーと、その日のお菓子がおいています。もちろん周り
の自然でのびのびと遊んでいただくことも出来ます。こ
け玉を作った方もおられました！細川散策もこどもたち
はとっても楽しんでいます♪まだまだお客さまも少ない
ですが…(^^；)気軽に古民家Ｚｕｔtoにお立ちよりいただけ
るよう、１１月の土日曜日もオープンします！細川カフェ
の様子はブログでも掲載しますのでご覧ください。 

古民家Ｚ再生プロジェクト
～古民家Ｚｕｔｔｏの会～ 

 
 

http://tumi2.jugem.jp/ 

秋期限定

ただきながら、細川カフェをオープンしています。コー
ぶろ
ぐ 

みんな
見に来
てね！ 

＊予告＊
１２月に今年も細川
もちつきを開催予定
です！どうぞお楽し

みに★ 




