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『地域の牧場と連携して子どもの温かい心を育てる』

～１８頭のウシたちが子どもたちの心を変えた！！！～

山口県周南市立和田小学校 教諭 藤井 幸司

１ はじめに

自然環境に恵まれた 和田小学校区は、山に囲まれ、中心部に川も流れるな

和田小学校の子どもたち ど、豊かな自然に恵まれた所である。家庭に帰ってから

の遊びの中でも昆虫や水辺の生き物を捕ることも容易で

ある。また、学校ではウサギ、ニワトリ、インコ等の小

、 、 。動物 カブトムシ クワガタ等の昆虫類を飼育している

１年生の子どもたちにとって生き物にふれあう環境は非

常に恵まれていると言えよう。

興味だけでは生き物に対する 実際に，学級で飼育している小動物の世話の仕方は回

親しみや大切にする気持ちは 数を重ねるたびに上手になってきた。しかし、その一方

育たない。 で生き物への興味が持続せず世話が受け身になりがちな

子も増えてきた。結局、興味だけでは、その生き物の特

徴は分からず、親しみもわかないし、大切にする気持ち

も育ってこないのである。

今，日本全国で目を覆いたくなるような命に関わる悲

しい事件が起きている。私は，教育に携わる人間の一人

としてこの現状を何とかしなければと『生命の教育』に

ついて考え続けてきた。

ふれあいを重視した そこで，着目したのが小規模ながら精力的に活動を進

学習の展開 めておられる「藤井牧場」であった 「この牧場を舞台。

～学校の外へ に子供たちの心を変えたい 「生命について考えるきっ」

とびだそう～ かけにしたい」私の夢は広がっていった。そして出来上

がったのが本単元『命の輝き～藤井牧場へ行こう～』で

ある。これは、６～９月にかけて実施した生活科『さが
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してみよう、あんな虫こんな虫 『和田小にいる動物と』

あそぼう』の発展単元として位置づけたものである。こ

れら２つの単元で子どもたちは昆虫や小動物とふれあい

ながら様々な体験を積み重ねてきた。その中で子どもた

ちの興味関心意欲はどんどん広がり、生活科という教科

の枠にはまらない横断的・総合的な学びへと発展してい

くことになったのである。

２ 単元を構想するにあたって

（１）牧場をどのようなかたちで教育に活用していくか

本単元は教室の水槽や学校の飼育小屋から牧場という

大きな世界に場所を移し、学校ではできない多くの体験

をさせたいという願いをこめている。たくさんのウシや

ニワトリたちを近くに感じ、飼料や堆肥の匂いをかぎ、

牧場の人たちとふれあう。その中で驚きや感動、発見と

学習を繰り返しながら、子どもたちは生き物への親しみ

の心、命を大切にする心を更に深め、広げていってくれ

ると考えた。

あたたかい

本単元では次のような支援をしたいと考えている。心を育てるための

○ 一人一人の子どもに世話をするウシを一頭ずつ与え教師の支援

・自分のウシを与える ることによって自分のウシだという意識をもたせ、さ

・感動体験の設定 らに大きな愛着と責任感をもつことができるようにす

・様々な資料の活用 る。

・多様な表現 ○ ウシの出産や子ウシとの別れ、飼育舎の掃除、えさ

、 、・人や物との出会いの場作り やり 乳搾りなど様々な体験の機会を作ることにより

驚きや感動を与え、生き物をより身近な存在に感じる

ことができるようにする。

○ 直接体験をした驚きや感動をカードに記録させるこ

とにより、子どもたち自身で自分の学習を振り返るこ
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とができるようにする。

○ 体験の中から生まれた疑問点は、図書館にある図鑑

や絵本を積極的に活用したり、身の回りの様々な人に

尋ねたりする活動を通して調べる力が身に付くように

する。

○ 藤井牧場の方とのふれあい体験の中から、生き物におじさん，私のウシに名前をつ

対する限りない愛情を肌で感じ、命を大切にするとはけたよ

どのようなものなのか、気付くことができるようにす

る。

（２）本単元のねらい

① 自分から進んで動物とふれあう活動を通して、それらに親しみをもち、大切にして

いくことができる。

② 動物の成長を振り返り、世話をしてきた喜びや感想をいろいろな方法で表現するこ

とができる。

③ 動物の身になって、大切に世話をすることができ、世話を通してそれぞれの習性に

、 。気付くとともに すべてが自分と同じ生命をもっていることを感じ取ることができる

［総時数１７時間 生活⑦国語②学活④音楽①道徳①図工②］（３）活動計画

《春の遠足》 牧場のスケッチをしよう（学校行事）

第一次 命の輝き～藤井牧場へ行こう～Ⅰ【ウシさんよろしくね ［２時間］】

・ウシさんにまた会いに行きたい？（学活①）

・ウシさんのことをもっとよく知ろう（生活①）

第二次 命の輝き～藤井牧場へ行こう～Ⅱ【ウシさんとなかよくなれたよ】

［１２時間］・飼育小屋の掃除や餌やりの仕方を覚えよう（生活①）

・冬用のえさの取り入れをしよう（生活①）

・ぼくのウシさんに名前をつけよう（学活①）

・赤ちゃんウシと遊ぼう（生活①） ・牧場を版画で表そう（図工②）

・ウシさんの乳搾りを体験しよう（生活①） ・ウシさんの歌を作ろう（音楽①）

・ウシさんが赤ちゃんをうむよ（生活②） ・ウシさんの絵本を作って
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・ぼくが生まれたとき（道徳①） みんなに紹介しよう（国語①）

第三次 命の輝き～藤井牧場へ行こう～Ⅲ【ウシさんさようなら ［３時間］】

・ウシさんとのお別れ会を開こう（学活②）

・藤井牧場にお礼の手紙を書こう（国語①）

３ 活動の実際と考察

４月に行われた春の遠足。１年生は、学校から２㎞離

れた藤井牧場へ向かった。ウシのスケッチをするのが目あたたかい心と

的である。初めて見るウシに逃げ腰になりながらも、スふれあう

ケッチに熱中する子どもたち ウシってかわいいね え。「 」「

っ、もう帰るの？ 「もっといたいよ 「先生、また来た」 」

いな」わずかな時間ウシたちとかかわっていただけなの春の遠足での

に、ここまで思い入れることができる１年生である。牧場スケッチ体験

夏休みが過ぎ、２学期になったある日。教室で飼って

いたキンギョが全部死んでしまった。聞けば、輪番制に

なっていた飼育当番をみんな忘れていたそうである。そ

う言えば１学期に飼っていたカタツムリやクワガタの世

話も中途半端で最後は投げ出してしまっていた。理由を

子どもたちと話し合った 「めんどうくさい 「忘れてし。 」

まう 「きたない 「おなかがすいたって言ってくれれば」 」

よかったのに」次々に都合のいいことを並べ立てる。

どうしたら生き物を大切にするあたたかい心が育つの生き物を大切にする

だろうか…。私は悩んだ・・・。あたたかい心を

そんな時、私はふと春の遠足で行った藤井牧場のウシ育てるには？

たちのことを思い出した。ウシは大型動物である。世話

することは大変である。全員の協力なしには飼育活動は

できない。また、自分のわがままを通そうとすると、い

やがって思い通りにならない。だからこそ、相手の気持

。 、ちを思いやってかかわっていくことが必要になる また
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牧場の人たちが愛情を注いで生き物に接している様子を

肌で感じ、自分たちのこれまでの生き物との接し方を振

り返ることもできる。出産場面の見学や乳搾りの体験に

よって命の大切さ、ぬくもりを知ることもできる。牧場

を学習の舞台にできないだろうか・・・・・。

１０月の初め、私は子どもたちに問いかけてみた。再び牧場へ

「 」藤井牧場で自分のウシをかりてお世話をしてみない？

大型動物とかかわっていくには、それなりの覚悟が必

要である。校長先生をはじめ先生方や藤井牧場の皆さん

、 。と安全面 衛生面等について綿密な打ち合わせを行った

同時に子どもたちとは動物を飼うことの大変さについ

てじっくり話し合った。自分たちの力でうまくウシの世

話ができるだろうか。子どもたちの心は揺れ動いた。し

かし、春の遠足の時の牧場体験は子どもたちの心の中に

教師が考えていた以上に強く残っていたようである。最

後には「みんなで力を合わせてお世話をするから行きた

」 。い ついに牧場での学習の第一歩を歩みだしたのである

刺激を与え、

意欲を高める （刺激） （関心・意欲の芽生え）

牧場での また来たいな。

スケッチ体験 もっとウシとかか

わりたいな。

何かをやろうとする時、情意面が大きく影響する

のは言うまでもない。私は春の遠足での体験を再び

思い出させるために撮影しておいたＶＴＲを見せる

ことにした。

「あの時のウシ、どうしてるかな 「もう一回行っ」

てみたいな」という声が次々にあがった。
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牧場で 牧場でやってみたいことベスト５

やってみたいこと ①ちちしぼりがしてみたい。

②ウシのあかちゃんがうまれるところを

見たい。

③せなかにのってみたい。

④さわってみたい。

⑤えさをあげたい。

半年ぶりに牧場のウシたちと再会。子どもたちは喜びウシとの再会

勇んで飼育舎に向かった。ところがウシたちは思っていしかし・・・

たほど簡単にかかわれるものではなかった。

ウシさんにあいにいきました。でもわたしのいうこ

とをぜんぜんきいてくれません。大きくてこわかった

です。ぜんぜんさわれませんでした （Ａ子）ウシと仲良くなる 。

方法を調べてみたい

学校に帰って子どもたちに感想を聞いてみた 「もう。

行きたくないって言うかな」私は思った。ところが…。

「ウシだって初めて見たぼくたちにびっくりしたんだ。

ウシと仲良くなれる方法を調べてみたい。そしてもう

一回行きたい」春からいろいろな方法で調べるというこ

とを意識させ、指導してきたつもりであるがその効果が

現れたのである。ウシについて図鑑で調べる

絵本や図鑑で調べる子、家で聞き取り調査をする子、

知った牧場の方からはウシの世話の仕方についての掛け

図が届いた。多くの資料をもとにウシの世話の仕方につ
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いて話し合った 「ウシさんとなかよくなれるまで何回。

でも行きたい」調べ活動が進むにつれてこんな言葉が子

どもたちから飛び出すようになった。ウシたちのそっけウシと仲良し大作戦

ない態度が逆に子供たちの心に火をつけたのである。

子どもたちは「ウシと仲良し大作戦」と名付けて自分

たちが調べたり、考えたりしたことを実行に移していっ

た。二回、三回と牧場を訪れ、ウシたちとかかわってい

くにつれ、子どもたちのウシへの見方、かかわり方に少

しずつ変化が見られるようになった。わらをたべさせてあげるよ

いつものようにえさをあげました。ぼくのウシさん

はおなかがすいていたみたいで、むしゃむしゃたべま

した。たべおわったらぼくにむかってにっこりウシさ

んがわらいました。

えさをあげたら仲良くなれると考えたＡ君

ウシさんのおうちをほうきできれいにしてあげまし

た。みんなで「よいしょ、よいしょ」といってはきま

。 「 」 。おうちをきれいにしてあげるよ した ウシさんが モー と大きなこえでなきました

「ありがとう」っていったのかな。

飼育舎の掃除をしたらウシが喜んで

友達になってくれると考えたＢ子

おばさんがウシさんを毛のついたものでなでていま

した 「ブラッシングというんだよ」とおしえてくれ。

ました。ぼくもやってみました。目をつむって気持ち

よさそうにじっとしていました。また、やってあげよ

うとおもいます。

牧場のおばさんの世話の様子から
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ウシとのかかわり方を学んだＣ君

子どもたちは「ウシと仲良くなりたい」という大きな

課題をもって牧場での学習を進めていった。一歩一歩ウ

シたちとの距離が縮まる中で、新たな疑問も次々に子ど

もたちの中から生み出された。ブラッシングをしてあげよう

① ふゆのとき、ウシさんはどうしているの。えさは

たべないの？

② ウシさんは水はのむの？

③ ウシさんはわらしかたべないの？

④ 生まれた赤ちゃんウシは、どこへ行くの？冬用のエサを集めよう

⑤ おちちはどうやってぎゅうにゅうになるの？

⑥ あかちゃんはどこからうまれるのかな？

「見つけたノート」から抜粋

これらの疑問は、ウシとのかかわりの中で子どもたちどんなエサを食べているのかな

自身で解決することができるものもあったし、新たに教

師や牧場の人が体験活動を仕組むことにより、解決する

ことができるものもあった。

子どもたちが、半年間の活動の中で一番心に残った活

動としてあげた「乳搾り体験 「出産見学」について述」

べてみたい。塩もなめるんだね

【ウシのおちちはあたたかいね】

「ぼくたちが給食で飲んでいる牛乳は藤井牧場のウシさ

のおちちだって！」

どこで聞いたのか、ある朝、教室に行くと子どもたち

がうれしそうに話してきた どんな味がするのかな ぼ。「 」「

くもちちしぼりをやってみたいな 「今度牧場の」

おじさんにお願いしてみようか 「やったあ」」
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搾乳は早朝と夕方という一日の二回、時間が限

定されている。それ以外の時間に行うとウシの体調が崩

。 。れてしまう 牧場の方のＯＫもすぐにはもらえなかった

しかし、子どもたちの熱い気持ちとこれまでの牧場

でのウシたちとのかかわりの様子は、牧場水が出るところを発見

の方の心を動かした。

「１月の終わりまでにウシの体調を整え、一番乳の出が

よいウシを準備しておきましょう。午後一時頃、牧場へ

いらっしゃい」

きょう、ふじいぼくじょうでちちしぼりをさせても

らいました。はじめうまくできるかしんぱいだったけウシのお乳って温かいね

どおじさんにおしえてもらったので、じょうずにでき

ました。ぴゅっ、ぴゅっ、とでました。せんせいやみ

んなが手をたたいてほめてくれました。いえにかえっ

ておかあさんにはなすと 「よかったねえ。おかあさ、

んもやってみたいな」といいました。 （Ｄ子）

しぼったお乳を赤ちゃんにあげ

きょう、ちちしぼりをしました。ぼくのウシのちちるよ

をしぼりました 「いたくないかな」とおもいました。。

でてきたおちちは、あったかかったです。あじはあま

りありませんでした。 （Ｅ君）

乳搾り体験後の「ウシさんにっき」を読むと、どの子

。 、も乳が出た喜びと共にその温かさを記していた そして

この乳が赤ちゃんウシの栄養源になること、人間はその

乳を牛乳として飲んでいるんだということを牧場のおじ

さんから聞いた。

翌日の給食で、これまで牛乳ぎらいだったＦ子が全部
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牛乳を飲み干していたことには私も驚いた。

【お母さんウシ、ガンバレ！ガンバレ！】

ウシの出産を見学体験できるチャンスが来た。半年間

の牧場体験活動で実際に子ウシが生まれたのは四回。そ

のうち三回は日曜日や夜中の出産でなかなかチャンスにそっと見ようね

巡り会うことができなかった。しかし、出産見学体験だ

けはぜひさせたかった。三月八日の午前九時、牧場から

緊急の電話がかかった 「先生、ウシが破水しました。。

すぐに子どもたちを連れてきてください」子どもたちと

２㎞の道のりを走りに走った。

出産が無事終了し、赤ちゃんウシが立ち上がるまでのあっ，赤ちゃんが立った

約４時間、子どもたちは刺激の強い出産場面に対しても

気持ち悪がることもなく熱心に見守った 「ガンバレ！。

ガンバレ！ 「ヤッター」」

おかあさんウシ、くるしそうだったね。よくがんばしぼったお乳を赤ちゃんに飲ま

ったね。チエちゃんもうれしかったよ。おちちいっぱせてあげるよ

いのませてあげてね。 （Ｇ子）

先生、出産見学が実現しましたね。おめでとうござ

います。子どもが帰ってくるなり、目を輝かせて出産

の様子を話してくれました。私も見に行きたかったで

す。いろんな貴重な体験をさせていただき、親として

心から感謝しております。 （保護者の手紙より）

出産見学後、子どもたちが一番心配していたのはオス

かメスかということであった。なぜならオスは肉牛とし

て売られ、将来殺されてしまうことを知っていたからで
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ある 「ぼく、もう焼き肉食べん」男の子のつぶやきで。

ある。うれしいことに今回の赤ちゃんウシはメス、二重

の喜びとなった。

三月も半ばに入った。楽しかった半年間の牧場での学おじさん，おばさんありがとう

習も終わろうとしている。ウシたちや牧場の人たちとも

あと少しでお別れである。学級会で子どもたちとお別れ

会のことについて話し合った 「ウシさんの歌を作って。

歌いたい 「おじさんとおばさんにプレゼントをあげた」

い 「牧場のおそうじをしてぴっかぴっかにしてあげた」

い」いろいろな意見が出た。どれも大賛成。早速準備にぼくたちが作ったウシさんの歌

取りかかった。を聞いてください

きょう、ふじいぼくじょうでおわかれかいをしまし

た。うたをうたったり、プレゼントをあげたりしまし

た。おじさんもおばさんもよろこんでくれました。二

年生になってもまたきたいです。 （Ｇ子）

わたしはおわかれかいをしたくなかったです。もう

ウシさんとあえなくなるからです。でも、おばちゃん

「 」 。が いつきてもいいよ っていったのでよかったです

おじちゃん、おばちゃんありがとう （Ｈ子）。

調べ方を学ぶ

子どもたちは、分からないことは先生が教えてくれる

ものという固定観念がある。また、教師も指導とは、教

えることであると狭く捉えているむきがある。援助した

り助言したり支援したりすることも指導であると広
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く捉図鑑で調べる

えたい。１学期に国語の説明文単元を学習した時 「先、

生、カブトムシの飼い方を教えてください」と質問され

た 「先生も知らないから図書館に行ってみよう 」とさ。 。

そった。この時、図鑑というものがあることや調べ方を

教えた。その後も学校生活で生まれた大小様々な疑問を図書館を活用する

解決するために「図書室へ行ってみよう」と言葉かけを

し、図鑑を開かせた。このような活動を何度も繰り返す

ことによって、図鑑で調べる技能や自分で分かっていく

喜びを身につけていったのである。

人に尋ねるということも調べる技能の中の大切な要素尋ねて調べる

である。低学年の子どもたちは好奇心も強く、いろいろ

なものに「はてな？」をもつことができる。尋ねたこと

はその場で絵や文にまとめたり、テープレコーダーやカ

メラに収めたりして後の学習に生かしている。

「 」活動が終わったら子どもたちは必ず ウシさんにっき

に記録をする。毎回読むたびに子どもたちの観察力や表ものの見方を学ぶ

現力に驚かされる。一人でも多く、その子らしい見方や

考え方ができるようになればと願い、本単元では次のよ

うな具体的な方法を試みた。

牧場に着けば、子どもたちは一目散に自分のウシの所対象に思う存分

へかけつける。そしてウシの変化を見る。何をしてあげかかわる

たらよいか、考える。おなかをすかしていればえさをあ

げる。汚れていれば、掃除をする。牧場のおじさんやお

ばさんとふれあう。そんな時、教師の指示はいらない。

ウシと思う存分かかわっている子どもを黙って見てやる

のも支援である。
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「ウシさんの○○についていくつ見つけられるかな」「見つけたカード」

となげかけ 『見つけたカード』を配る 「ぼくは４こ見にかく 、 。

つけたよ 「私は５こ」子どもたちは見つけることを楽」

しむようになる。また「はてな？」と思ったこともどん

どん書かせる。それから友達の前で発表させる。内容が

どんなものでも価値を見出して心から誉めることを心が

けている。そうすれば、子どもは自分の見る目に少しず「くわしく見ること」

つ自信をもつようになってくる。のすすめ

きょうぼくのウシの「あばれんぼうくん」はあまり

げんきがありませんでした。わらをあげてもあまりた

べません。おなかがいたいのかな。なんだか、ないて

いるようにみえました。 （Ｉ君）

いつものようにえさをあげました。ぼくのウシはお

なかがすいていたみたいでむしゃむしゃたべました。

。たべおわったらぼくにむかってにっこりわらいました

（Ａ君）

ウンチのかたづけをしました。よく見ているとウンよごれたものもかたづけて

チやしっこをするとき、ウシさんはしっぽを上にあげきれいにするよ

ていました。しっぽを上にあげたら、すぐににげない

としっこをかけられるんじゃないかなとおもいます。

みんなにもおしえてあげました。 （Ｊ子）

Ｉ君は食欲がない自分のウシを見ておなかをこわして

いるんじゃないかと心配している。Ａ君は、ウシの表情
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まで観察し 「にっこりわらった」と表現している。Ｃ、

子はウシが排泄するとき「しっぽが上がる」ことを発見

し、カードの中に書いている。どの子も実に細かい所ま

で見ている。

くわしく見ることについて、私は次のようなワンポイ

ントアドバイスを行ったので紹介したい。

①数を見よう。

②形をよく見よう。

③広さを見よう。

④長さを見よう。

⑤小さな変化を見よう。

⑥色を見よう。

⑦比べてみよう。

※周りとの比較 ※前との比較

実践からわかったこと

本実践記録は、半年間にわたって、子どもたちが成功

や失敗を繰り返しながらウシとかかわってきた足跡であ問題意識の連続と

る。最後まで興味・関心が持続し、主体的にかかわって価値ある体験

いけたのは、牧場での体験活動が子どもたちに多くの疑

問や発見を投げかけ続けてくれたからである。

「ウシが寄ってきてくれない」という事実が「仲良く

なるにはどうしたらいいだろう」という問題意識につな

がった。そして飼育小屋の掃除、えさの取り入れ、えさ

やり、乳絞り、出産見学等を通してウシと深くかかわれ

、 。生活科の枠を越える るようになり 生き物を愛おしむ心につながっていった

、 「 」また 新たな体験をするたびに記す ウシさんにっき

からは「見る目 「考える力 「表現する力」の成長がう」 」

かがえた。
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本単元のすべての学習を終えた今、振り返ってみると

本当に子どもたちのパワーには驚かされる 「次は○○。

がしたい 「先生、○○をさせて！」子どもたちの追求。」

意欲は生活科という教科の枠をはるかに越え、他の教科子どもたちは

・領域を巻き込んでいった。そしてその中で、学校の中変わった！

だけでは得ることのできない多くの事を学んでいったの

である。

初めて経験する１年生担任という波乱万丈の一年間が

今、終わろうとしている。ふと教室を見回すと、教室の

後のロッカーの上から小鳥の鳴き声が耳に入ってくる。

３学期から飼い始めたジュウシマツのポッポとビジョ

ンの声である。彼らは、今４個の卵を生んでいる。子供

、 。たちは 新たな命の誕生を今か今かと心待ちにしている

子どもたちは、変わった！！！

４ おわりに

「牧場が教育の場になるの？子供たちが喜ぶの？」最藤井牧場のその後・・・。

初は疑問と不安を抱きながらも学習の場を提供してくだ教育ファームとして。

さった藤井さんご夫妻 「子供たちの喜ぶ姿に逆に感動。

しました 「命を育む酪農の新しい可能性を発見すると。」

同時に、子供たちと一緒に酪農を見直して、一番変わっ

たのは、私たち自身なのかもしれません。酪農にはウシ

を育てるだけでなく、自然との共生を教える役割を担っ

ていることを実感しました 」ご夫妻の半年後の感想でチーズ作り教室には幼稚園児か 。

ある。この学習がきっかけとなり、現在、藤井牧場はチら大人まで多くの参加者があっ

ーズ作り教室や職場体験学習など様々な分野で牧場を開た

放して、地域から愛される牧場作りに精力的に取り組ん

でおられる。

子供たち、教師、保護者そして地域の人々がそれぞれ
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の願いをひとつの授業にのせて具現化していく。これか

らも「夢を語り、郷土にキラリ輝く子」の育成をめざし

て、地域と共に歩んでいける授業創りに努めていきたい

と思う。

５ 新たな挑戦！

今年度，私は４年生を担任している。４年生は社会科

で「ごみ問題」をテーマにした環境学習に取り組んでい

る。その中で，生ゴミの処理について子どもたちの問題

意識が高まった。そこで，山口県農政課や藤井牧場の皆

さんと連携して『循環型社会をめざして～牛フンを堆肥防府市立牟礼南小学校の児童と

にして生活に役立てよう』をテーマに新たな挑戦に取り堆肥作りの現場を見学

組んでいる。

牧場でのウシとのふれあい活動からスタートした本学

， ，習は 先進校である防府市立牟礼南小学校での交流学習

和田小学校での堆肥作り体験へと発展し，３月の完成を

めざして一歩一歩学習が進んでいる。池田牧場の最新の設備にびっくり

牧場は，子どもの発達段階，興味関心，そして現代社

会の現状に応じて様々な教育素材を提供してくれる宝箱

のような場所である。

私は多くの先生方にこのことを広く伝え，子どもたち

の成長に役立てていってもらいたいと思う。同時に，全牛フンと生ゴミをまぜて堆肥を

，作る 国の牧場を経営されておられる酪農家の皆様と手を携え

日本の将来を担う子供たちのよりよき成長の一助になる

ことを願っている。

おわり


