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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第64回 クラフト教室
8/13 お盆で猛暑のなか13名集まりました。いつもよりも
30分早出して、集会所の周りの草刈りをして、各自、自由
作品を作りました。お盆のせいか、地元の参加は有りませ
んでした。 写真右：8/13（日） 山手集会所（東倉治）の草
刈り風景。

AED講習参加
8/26 倉治区主催の普通救命講習（AED講習）が、13：
00～16：00 倉治区公民館2Fであり、ゆうゆう会から10名
が参加し、心肺蘇生とAEDの実技講習を受講しました。帰
りには、交野市消防本部から修了証を頂きました。 写真
左：8/26（土） 倉治区公民館にて

竹伐りチーム活動
9/3 夏休みが終わって最初の活動は竹伐りチーム活動
で始まりました。参加者は14名で倉小竹林で竹林の整備
を行いました。他に、上の倉庫の修理の下見も行っていま
す。写真右：9/3（日） 倉小竹林整備風景

ゆうゆうの道の補修と草刈他
9/7 今日は雨模様の天気の中、16名でゆうゆうの道の
補修と草刈り、モニタリング地設定、上の倉庫の周りの薪
の移動、刈払い機の歯の目立て、及び下の倉庫横のヒマ
ラヤスギの枝の伐採を行いました。 12時ごろに雨が降り
出したので慌ただしく解散になりましたが、いしころえんの
子供達が大雨の中を下りてきたので、新倉庫で雨宿りを
して貰いました。写真左：9/7（木） ゆうゆうの道の補修

１０、１１ 月 の 特 別 活 動
１、倉治小学校 5年生の森林体験支援
10月26日（木）、27日（金） 予備日10月30日（月）、31（火） 午前中 生徒数 4学級 118人
２、交野みどりネットから、小学生の竹伐り体験支援の依頼
①11月1日（水） 予備日11月8日（水） 10時～12時 星田ふれあいの森 星田小4年 2学級 58人
②11月7日（火） 予備日11月13日（月） 10時～12時 妙見坂小内竹林 妙見坂小4年 2学級 62人
３、ほしだ幼稚園の竹林整備（妙見坂小学校隣）
10月～H30/3末まで、月1回（第4水曜 午前中）、5人程度で竹林整備
初回 10月25日（水） 9時～12時 駐車場有り
以上、ご協力お願いいたします。

平成29年8月～9月 活動報告
活動日
8/13（日）
8/26（土）
9/3（日）
9/7（木）

打合せ

人数
13名
10名
14名
16名

活 動 実 施 内 容
作業地
晴れ ・第64回クラフト教室
山手集会所（東倉治）
晴れ ・倉治区主催「普通救命講習会（ＡＥＤ講習）」
倉治公民館2Ｆ
倉小竹林
晴れ ・竹伐りチーム活動
曇り時々小雨 ・草刈り ・道路の整備
ゆうゆうの道両側
・さともりモニタリング地の設置
こだちの道西
・拠点地周辺の整備（薪撤去と置場づくり、ヒマラヤスギ下枝伐り）
拠点地
・いしころえん来訪 ・お楽しみ
拠点地
3名 8/23（水） 生駒山系花屏風支援事業の申請を中部農と緑の総合事務所へ提出
7名 9/4（月） 井戸端会議 奥田、宮北、矢寺、神戸、大垣、山本、久保井

平成29年9月～10月 活動予定

定例活動： 9月は午前中

活動日
活 動 予 定 内 容
9/16（土） ・草刈り 交野カントリー管理道脇のヒノキの植林地
・若竹伐り ・クラフト用竹材採取
・拠点地周辺の整備（各種掲示板の整備） ・お楽しみ
9/18（月） ・第65回クラフト教室 10：00～15：00 会場都合により日程変更
9/19（火） ・チェンソー活動 9：30～14：30 ヒノキの間伐
9/24（日） ・草刈り ・拠点地周辺の整備（倉庫屋根の清掃） ・お楽しみ（拠点地）
10/1（日） ・チェンソー活動 9：30～14：30 ヒノキの間伐
10/5（木） ・草刈り（ゆうゆうの道～みはらしの道） ・拠点地周辺の整備 ・竹炭焼き
10/8（日） ・第66回クラフト教室 10：00～15：00
10/17（火） ・竹伐りチーム活動 9：30～14：30
10/21（土） ・刈払機安全講習 ・草刈り ・拠点地周辺の整備 ・竹炭焼き（拠点地）
10/25（水） ・ほしだ幼稚園の竹林整備 1回目 9:00～12:00 駐車場有
10/26（木） ・倉小5年生の森林体験支援 予備日10/30（月）
10/27（金） ・倉小5年生の森林体験支援 予備日10/31（火）
10/29（日） ・草刈り、坪狩り ・拠点地周辺の整備 ・竹炭焼き（拠点地）
・里山保全推進員養成講座 第1回 9：00～15:00

役員会報告 （9月9日開催）

作業地
交野カントリー管理道脇
大鉄塔の丘
拠点地
山手集会所（東倉治）
ヒノキの間伐地
倉治公園
ヒノキの間伐地
拠点地
山手集会所（東倉治）
倉小竹林
倉治公園
ほしだ幼稚園
倉小竹林
倉小竹林
やまざくらの丘東西
倉治・滝町集会所

9/9現在の会員数 93名

1.会長のひとこと： 来月以降スポットでの活動が増えてきますので折々の参加をお願いします。
2. 倉治区の滝不動尊用ヒノキの下草刈りの見積書を9月9日（土）に提出。
3. H29年度 生駒山系花屏風活動支援事業に8月23日（水）申請。
事業内容は石仏の道北側に やまもみじの植樹と工具、鎌とケースの購入。
4. AED講習 倉治公民館で8月26日（土）に行われた「倉治区のAED講習」にゆうゆう会員10名参加。
5. 保全協会より「第4回 リスクマネジメント研修会」に奥田会長が参加予定。
6. H29年度 里山保全推進員養成講座の募集を10月の市広報に掲載。 申込み締切10月25日（水）
7. 倉小5年生の森林体験支援 10月5日（木）倉小と事前打合せを予定。
8. みどりネットから小学生の竹伐り体験支援の依頼。
①11/1（水） 予備日11/8（水） 10時～12時 星田ふれあいの森 星田小 4年生 2学級 58名。
②11/7（火） 予備日11/13（月） 10時～12時 妙見坂小竹林
妙見坂小 4年生 2学級 62名。
依頼内容：実技指導の支援に各8名程度、子供用ヘルメットと枕木18台の借用。
9. 拠点地付近の整備及び資機材、備品購入について。
・みはらしの道入口の鳥居近くのコナラが枯れて、枝が落ちたり、倒れる恐れがあり9/16（土）活動日に確認。
・主倉庫の基礎及び床板張替えを予定。 ・刈払機用替刃（255ｍｍ） 10枚 を購入予定。
10. ほしだ幼稚園の竹林整備について
10月以降、月1回（第4水曜日、午前）半日、5名程度でH30年3末までに進める方向で9月5日（火）見積書を提出。
11. 公益財団法人、大阪みどりのトラスト協会のH29年度「みどりの募金」にノコギリ5本を申請。
12. 大阪地域さともり協議会より「チェンソー安全技術・技能習得講習会」の案内があり当会の山本篤志さんが参加。
***次回役員会*** 10/14（土） 14:00～16：00 私部公園管理棟2Ｆ
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