われわれ自身の手で豊かな自然をとりもどそう
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広報担当 宮北､池田
村上､藤原

里山体験とシイタケのホダ木作り支援
「ヒノキの間伐体験とシイタケのホダ木作り」の支援を行
いました。寒い中７名（内中学生１名）が参加され、午前は
ヒノキの間伐、午後はいきものふれあいセンターでホダ木
作りを行い初めての体験を楽しまれました。作業後ホダ木
を各自１本持ち帰られました。 写真右：2/21（日） ヒノキ
間伐地にて

木の伐採と若竹切り
快晴で汗ばむ陽気の中、交野山山頂の木の伐採とらく
らく新道及びつつじの丘の若竹切りを行いました。交野山
の木の伐採には倉治区より区長さんほか２名が見学にこ
られ、景観が良くなったお礼と、くれぐれも安全作業でお
願いしますとコメントをいただきました 写真左：2/28（日）
交野山山頂にて

もみじ植樹記念写真
里山推進員養成講座 第５回を行いました。（受講生５名
参加）午前は２班に分かれ石仏の道北側の毎木調査地
での雑木の伐採作業、午後は生駒山系花屏風構想によ
る、ヤマモミジ１０本の植樹を行い無事終了しました。 モ
ミジの成長が楽しみです。 写真右：３/5（土） 石仏の
道北側にて植樹記念写真

15周年記念お花見会のお知らせ
交野里山ゆうゆう会創立１５周年を記念して、倉治公園にて会員とその家族で賑やかに花見を行います。
日時：4/10（日） 11:00～13：30頃まで 場 所：倉治公園 （雨天中止） 花見弁当や飲み物などをふるまいます。
準備の都合上参加される方は４/７迄に、活動日に申し込み、又は久保井さん（８９２-２４４１)まで申し込みをお願いし
ます。アルコールが多少ありますので車は禁止です！（会費無料）

第15回定期総会と記念講演会開催のお知らせ
4/24（日） 9:00～12：00 交野里山ゆうゆう会定期総会及び１５周年の記念講演会を開催します。
定期総会終了後記念講演会（青年の家 学びの館） 講師 大阪産業大学 前迫ゆり先生 万障繰り合わせて出
席お願いいたします。記念講演終了後、懇親会（青年の家 武道館） アルコールが多少ありますので車は禁止で
す！（会費無料）

会費の納入のお願い
先月ご連絡いたしました新年度分会費の納入時期がせまってきました。まことに恐縮ですが会員の皆様に
は納入期日までに、活動日にお支払いいただくか又は3月の会報に併せお届けします振り込み用紙（郵便
局）でお支払い頂きますようお願い致します。 会費￥2,000 納入期日は3月27日（日）までと致します。

平成28年2月～3月 活動予定
活動日
2/14（日）
2/16（火）
2/20（土）
2/21（日）
2/28（日）.
晴れ
3/3（木）
晴れ
3/5（土）
打合せ

人数
11名
15名
ー
12名
27名

活 動 実 施 内 容

晴れ・第46回クラフト教室
晴れ・チェンソー実習 （交野山山頂の木の伐採）
・雨天の為、活動中止 ・里山保全推進員養成講座第5回 3/5（土）に延期
晴れ・ヒノキの間伐体験とシイタケのホダ木作り 7名参加
・竹伐り ・竹炭焼き、環境フェスタ用土産作り（拠点地）
・交野山山頂の木の伐採
19名 ・モミジの植樹地の整備（生駒山系花屏風活動支援事業）
・竹伐り ・竹炭焼き（拠点地）
6名 晴れ・里山保全推進員養成講座 第5回
12名 2/13（土）「赤十字救急法短期講習」に大月、中岡さんが参加
3/5（土）モミジ苗木、杭、腐葉土等搬入、植樹をしました 加藤、谷、池田
3/7（月）井戸端会議 奥田、谷、宮北、加藤、大垣、渡辺文、久保井

作業地
山手集会場（東倉治）
交野山
いきものふれあいセンター
らくらく新道周辺
交野山
石仏の道北側
大鉄塔の丘
倉治区 滝町集会所

平成28年3月～4月 活動予定
活動日
3/12（土）
3/13（日）
3/15（火）
3/19（土）
3/20（日）
3/27（日）
3/28（月）
4/7（木）
4/10（日）
4/16（土）
4/17（日）
4/19（火）
4/24（日）

活 動 予 定 内 容
・環境フェスタ in 交野2016 会場準備とブース展示
・環境フェスタ in 交野2016 9:30～16：00
・チェンソー実習 9：30～14：30 （交野山山頂の木の伐採）
・里山保全推進員養成講座 第6回
・とんぼ池周辺、斜面竹置き場の整備 ・ＢＢＱ大会 会費 1,000円 食器持参
アルコールが多少ありますので車は禁止です！
・第47回クラフト教室 環境フェスタ開催の為第3日曜日に変更
・交野山山頂の木の伐採
・桜とつつじの森づくり
・倉治公園草刈 ・竹炭焼き（拠点地）
・15周年記念花見
・竹伐り、お楽しみ ・竹炭焼き（拠点地）
・第48回クラフト教室 15周年記念花見のため第3日曜日に変更
・チェンソー実習 9：30～14：30
・第15回 定期総会 9：00～10：30
・15周年記念講演 10：30～12：00
講師 大阪産業大学 前迫ゆり 教授 ・ 懇親会 （青年の家 武道館2F）

役員会報告 （3月12日開催）

作業地
星の里いわふね
星の里いわふね
交野山
倉治区 滝町集会所
とんぼ池、拠点地
山手集会場（東倉治）
交野山山頂
白旗池付近
倉治公園
倉治公園
ゆうゆうの森、倉小用竹林
山手集会場（東倉治）
青年の家 学びの館
青年の家 学びの館

3/12現在の会員数 102名

1.会長のひとこと：今月は年度末になりますので来期に向けたいろいろな課題に取り組んで頂きたい。
2.大阪さともり地域協議会主催の「赤十字救急法短期講習」に参加された大月さんより報告がありました。
3.Ｈ27年度の「さともり」は3月5日に締切 実績 1,589,870円（申請額 1,748,000円）
4.環境フェスタについて ・展示項目及び担当、事務局手伝い、後片付け、等の要員が示されました。
5.里山保全推進員養成講座関係
・里山保全推進員養成講座第6回 内容修正あり。
6. 3月19日（土） BBQ担当者選出 買出班：渡辺文、秋口、大湾 準備班：廣田
7.交野山頂観音岩周辺の雑木伐採
・倉治区よりもう少し伐採をすすめて欲しいと要望があり、3/15（チェンソー実習）と3/27（定例活動日）に
おにやんまの道両側の木の伐採、山頂東側の藪椿の伐採を行う。
8. 3月28日（月） 桜とつつじの森づくり
・環境衛生課主催で森林組合からヤマザクラの苗木を購入し、いきものふれあいセンター入り口付近に植樹。
・ゆうゆう会支援者 奥田、杉本、村上 10時現地集合
9. 4月10日（日） 15周年記念花見について
・4/7（木）活動日に参加者を締め切り、花見開催の可否も決める。
・弁当の価格、飲料の種類と量、他発注先を決定 ・花見実行委員を選出 渡邊、久保井、横内
10. 4月24日（日） 第15回定期総会と記念講演について
・定期総会：9:00～10:30 青年の家 学びの館
・総会資料作成準備 4月9日（土）役員会で総会資料のたたき台を検討
・役員の退任と新任 長谷川さん退任
15周年記念講演 講師 大阪産業大学教授 前迫ゆり教授 10:30～12:00 青年の家 学びの館
・懇親会 12:00～13:30 青年の家 武道館
・総会参加者と料理について 予算と準備委員を決定
11. Ｈ28年度「さともり」の申請準備
*** 次回役員会 *** 4/9（土） 私部公園管理棟2Ｆ 14:00
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