
綿花栽培から世界に一つ

の手織りハンカチ作り 

ﾁｰﾑ豆っこ 

令和3年度マツダ財団青少年育成事業 



「綿花栽培から世界に一つの手織りハンカチ作り」 チーム豆っこ　　

NO 日付 作業内容 人数 時間
作業時
間(h)

時間累
計(h)

備考

5月2日（日）
綿花畑予定地に有害獣防止
柵・ネット設置

2
13:00～
17:30

4.5 9 豆っこ1人、地域協力者1人

5月5日（水） マリンゴールド種撒き 1
10:00～
11:00

1 1 豆っこ1人

1 5月22日（土） 綿花畑を管理機で耕起 2
8:30～
10:30

2 4 豆っこ1人、地域協力者1人

6月9日（水） 畝作り、マルチ曳き 1
8:30～
11:30

3 3 豆っこ1人

2 6月17日（木）

畝作り、マルチ曳き、綿花、
藍の種蒔き、マリーゴールド
の苗移植（小学4年生と共
に）

15
9:00～
12:00

3 45
河内小4年生11人　教諭1名、地域協力者1
人、豆っこ２人

3 ７月14日（水）
綿花の支柱建て及び結束
（小学4年生と共に）

15
9:00～
10:00

1 15
河内小4年生11人　教諭1名、地域協力者1
人、豆っこ２人

７月26日（水）
～8月6日（金）

種取り・糸紡ぎ 1 1日3h位 33 豆っこ1人

4 8月7日（土） 綿花畑草取り 2
9:00～
11:00

2 4 豆っこ1人、地域協力者1人

5 8月10日（火）
綿花支柱建て及び結束
（7/14の残作業）

1
9:00～
11:00

2 2 豆っこ1人

6 8月21日（土） 綿花虫駆除 1
9:00～
12:00

3 3 豆っこ1人

7 9月25日（土） 綿花虫駆除薬散布 1
9:00～
10:30

1.5 1.5 豆っこ1人

8 10月1日（金） 綿花虫駆除 1
9:00～
10:30

1.5 1.5 豆っこ1人

9 10月6日（水） 綿花虫駆除 1
9:00～
11:00

2 2 豆っこ1人

10 11月4日（木）
コットンボール収穫及び糸紡
ぎ（小学4年生と共に）

15
9:00～
11:00

2 30
河内小4年生11人　教諭1名、地域協力者1
人、豆っこ２人

11 11月17日（水）
ジンキ作り・糸紡ぎ
（小学4年生と共に）

15
9:00～
11:00

2 30
河内小4年生11人　教諭1名、地域協力者1
人、豆っこ２人

12 11月20日（土）
文化展にてコットンボール販
売
（小学4年生と共に）

14
9:30～
11:00

1.5 21
河内小4年生９人　教諭1名、地域協力者2
人、豆っこ２人

11月30日～12
月13日

藍・マリーゴールド染試作 1 1日2h位 16 豆っこ1人

13 12月15日（木）
草木染
（小学4年生と共に）

16
8:30～
12:00

4.5 72
河内小4年生11人　講師1名、教諭1名、地域
協力者1人、豆っこ２人

12月20日～1月
10日

手織試作 1 1日3h位 42 豆っこ1人

14 1月１2日（水） 手織り（小学4年生と共に） 17
8:30～
12:00

4.5 76.5
河内小4年生11人　講師1名、教諭3名、豆っ
こ２人

合計 120 35.5 402 　
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令和3年度マツダ財団青尐年育成事業日報（綿花）



日時 5月22日（土） 8:30～10:30 参加者数（人） 2

概要

内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－１

綿花畑を管理機で耕起 豆っこ1人、地域協力者1人

・管理機で畑を耕し、草を除去

管理機を運転 同左

同上 同左



日時 6月17日（木） 9:00～12:00 参加者数（人） 15

作業概要

作業内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－2

畝作り、マルチ曳き、綿花、藍の種蒔
き、マリーゴールドの苗移植（小学4年
生と共に）

河内小4年生11人　教諭1名、地域協力者1人、
豆っこ２人

・小学生に鍬の使い方、畝、マルチについて説明
・畝を作りそのうえにマルチを引き、穴をあけて綿花の種を入れて土をかぶせる
・藍の種蒔き、マリーゴールド苗植えも実施

代表が畝の目的などを説明 初めて鍬を使います

上手に畝ができています マルチを引きます

マルチに種蒔き用に穴を開けます 穴を掘り綿花の種を入れて土をかぶせます



藍の種蒔きもしました マリーゴールド苗植えもしました



日時 ７月14日（水） 9:00～10:00 参加者数（人） 15

作業概要

作業内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－3

綿花の支柱建て及び結束
（小学4年生と共に）

河内小4年生11人　教諭1名、地域協力者1人、
豆っこ２人

・植えた綿花が尐し大きくなったので、台風などで倒れないよう、支柱を建てて、麻紐で八の
字縛りをします

支柱の目的を説明 支持棒と麻紐を配布

建てたら麻紐で縛ります 八の字縛り完成です

準備万端 綿花の根を切らないようそばに支柱を建てます



日時 8月7日（土） 9:00～11:00 参加者数（人） 2

作業概要

作業内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－4

綿花畑草取り 豆っこ1人、地域協力者1人

・草取りをしました

綿花も草も伸びてきました 草取り鍬で草を削り取ります

マリンゴールドもい大きくなりました 藍も芽が出てきました



日時 8月10日（火） 9:00～11:00 参加者数（人） 1

作業概要

作業内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－5

綿花支柱建て及び結束（7/14の残作
業）

豆っこ1人

・先日小学生と行った残りの支柱建てを実施

以前より綿花が大きくなっていました 感性

白い花も咲きました 白からピンクに変わります



日時 8月21日（土） 9:00～12:00 参加者数（人） 1

作業概要

作業内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－6

綿花虫駆除 豆っこ1人

・長雨で虫がついえ葉っぱがやられているのを取り除きます

１枚１枚葉を見て取り除きます 花ももう終わりです



日時 9月25日（土） 9:00～10:30 参加者数（人） 1

作業概要

作業内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－7

綿花虫駆除薬散布 豆っこ1人

・害虫が酷く竹酢液を散布して駆除します

竹酢液を３０倍くらいに薄めた液を虫の居る葉に散布します 同左

これがコットンボールの種です 開いたものも出てきました



日時 10月1日（金） 9:00～10:30 参加者数（人） 1

作業概要

作業内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－8

綿花虫駆除 豆っこ1人

・害虫が酷い状態です

葉っぱが少なくなりました 駆除のために葉っぱを除去します

このように取り除いた葉っぱでいっぱいです



日時 10月6日（水） 9:00～11:00 参加者数（人） 1

作業概要 綿花虫駆除 4 豆っこ1人

作業内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－9

・海中駆除限界になりました

殆ど葉っぱが無くなりました まだ虫がついています

悪い葉っぱを・・・



日時 11月4日（木） 9:00～11:00 参加者数（人） 15

作業概要

作業内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－10

コットンボール収穫及び糸紡ぎ（小学4
年生と共に）

河内小4年生11人　教諭1名、地域協力者1人、
豆っこ２人

・何とか出来たコットンボールを収穫しました
・種取りをし糸紡ぎを初めてしました

収穫に仕方を説明 ハサミで切ります

種取り機で種を取っています スピンドルで糸紡ぎに挑戦

収穫したコットンボールから種を取ります 種繰り機の使用方法を説明



日時 11月17日（水） 9:00～11:00 参加者数（人） 15

作業概要

作業内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－11

ジンキ作り・糸紡ぎ
（小学4年生と共に）

河内小4年生11人　教諭1名、地域協力者1人、
豆っこ２人

・収穫したコットンボールからジンキ（綿筒）を作りました
・糸車で綿糸を作ってみました

ジンキの使い方を説明 ドラムカーダーで綿をほぐします

スピンドルも教えて貰いました 少しづつ出来てきましたよ

糸車の使い方を説明 糸車で糸を作りました



日時 11月20日（土） 9:30～11:00 参加者数（人） 14

作業概要

作業内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－12

文化展にてコットンボール販売
（小学4年生と共に）

河内小4年生９人　教諭1名、地域協力者2人、豆っ
こ２人

・文化展でコットンボールを販売しました

４年生全員が整列し販売開始です コットンボールと種を透明袋に入れて綺麗に！

文化展会場にも足を運んで販売 ２０個完売しました

珍しいので売れて・・・ おじいさんも孫に買ってくれました



日時 12月15日（木） 8:30～12:00 参加者数（人） 16

作業概要

内　容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－15

草木染
（小学4年生と共に）

河内小4年生11人　講師1名、教諭1名、地域協力
者1人、豆っこ２人

講師に三原市地域支援員の村尾きみか氏を招き、指導して貰った。
１．綿糸に児童が栽培した藍とマリーゴールドの草木染を行った。
２．講師に糸紡ぎの手本を見せて頂き、児童もスピンドルを使って糸紡ぎを行った。

三原市地域支援員の村尾きみか先生を紹介
綿花の糸を藍の入ったぬるま湯に3分間につけ、その後しっか

りと洗い藍を落とします

染色酸の薄め水に15分つけて水洗いし、更にレジノールに20
分付けて色止めします

しっかり洗って絞って干します

15分マリーゴールドを煮詰めた媒染液に綿糸を付けます 鍋から取り出します



しっかり水で洗い流します 次はミョウバン液に20分漬けます

しっかり絞ってもつれたのを綺麗にして干します 漬け置きする時間に先生が糸紡ぎの手本を見せてくれました

生徒はスピンドルによる糸紡ぎをしました
先生に教わったテクニックでこんなに上手に撚りをかけれるよ

うになりました



藍染め完成（1日干します） マリーゴールド染め完成（1日干します）



日時 1月１2日（水） 8:30～12:00 参加者数（人） 17

作業概要

作業内容

令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－16

手織り（小学4年生と共に）
河内小4年生11人　講師1名、教諭3名、豆っこ２
人

講師に三原市地域支援員の村尾きみか氏を招き、指導して貰った。
１．足踏み式手織機でお手本と児童が体験を行った。
２．児童が染めた3色ので手織りして「世界に一つの手織りハンカチ」を完成させた。

足踏み式手織機でお手本 足踏み式手織機を児童にも体験

最初は機械に結ぶのが難しい シャトルをこのように通して

児童が使う手織機で実演
前回藍とマリーゴールドで染めた綿糸２色と染めていな

い白で作ります



糸が絡まったのでほどきます この手つきどうです！！

こう通せば・・・ 糸を櫛を使って詰めます

反対から見たらこんな感じ どうです。半分は出来たかな？



出来たら糸のまとめ方を指導 完成です

僕だっていい色合いでしょ！ 村尾先生と祈念撮影



令和３年度マツダ青尐年育成（綿花）活動日誌－17

児童の完成品





広報

プレスネット ＫＡＭＯＮケーブル

hpにアップ


