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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2/11（日） 第70回 クラフト教室
2/11 第70回クラフト教室が、外は寒いが集会所の中は
暖房が効き快適の中で、倉治区から2名と初参加の会員1
名合わせて17名で、それぞれ自由作品を作りました。
写真右：2/11（日） 山手集会所（東倉治）にて

2/18 (日) 市民森林体験支援
2/18 早朝で少し気温が低い中11名で、市民森林体験
を支援しました。一般参加者10名（子供4名）がいきものふ
れあいセンターに集合し、ヒノキの間伐地でヒノキの間伐
体験をして、午後からいきものふれあいセンターでシイタ
ケのホダ木作りを行い、各自ホダ木1本を持ち帰られ、参
加者全員が1日楽しい時間を過ごされました。
写真左：2/18（日） ヒノキ間伐地にて

やまざくらの丘と大鉄塔の丘の若竹伐り
2/25 朝は寒かったが、だんだん暖かくなって春を感じ
るようになりました。今日は17名が参加して、やまざくらの
丘と大鉄塔の丘の若竹伐り、らくらく新道5の倒木の処理、
らくらく新道１の崩落地の危険表示と整備及び拠点地周
辺の整備（倉庫6の波板取付け他）を行いました。
写真右：2/25（日） やまざくらの丘にて
春の植物観察会（ゆうゆう会）
開催日：4月15日（日） 10：00～15：00頃
集合場所：9：50 倉治公園（テニスコート上）
行程：倉治公園 → 拠点地 → 糸吉神社 → 源氏の
滝下川岸（トイレ休憩）→ カントリー道路 → サワガ
会費納入のご連絡
ニの小路 → いきものふれあいセンター → 国見山
会員様 今年度も残り少なくなり次年度会費のご
→ 国見山登山口（第２京阪沿い） → ＪＲ津田駅
連絡です。 3月の会報にて振り込み用紙を同封し
雨天中止：大阪管区気象台 TEL 072-177 の天気予 ますが活動時に持参頂けましたら非常に助かります。
報で、午前または午後の降水確率が60％以上
会費：￥2，000です。 納入期日は3月25日（日）まで
問合せ：村上（072-891-2328）、寺野（072-891-7381）、と致します。会計：山本
白井
尚、万が一、行き違いの場合はご容赦ください。

「金曜クラブ」→「金曜広場」に変更します
今年1月から金曜日に倉庫№6を拠点に開催している、「金曜クラブ（仮称）」の名称を「金曜広場」に変更し
ます。尚、先月もお知らせしましたように、刃物研ぎの講習を3月23日（金）に行いますので興味ある方は参
加してください。
日時：3月23日（金） 10:00～15:00 場所：拠点倉庫№6 内容：刃物研ぎの講習 講師：岡田 実さん
砥石や刃物がある方は持参して下さい。

平成30年2月～3月 活動報告
活動日 人数
活 動 実 施 内 容
作業地
2/11（日） 15名 晴れ ・第70回クラフト教室
山手集会所（東倉治）
2/17（土） 19名 ・若竹伐りと1/28採取したホダ木を拠点地に運搬
石仏の道北側
晴れ
・拠点地周辺の整備と竹炭焼き ・モミジの植樹地穴掘り
拠点地、石仏の道北側
・里山保全推進員養成講座 第5回 （受講生4名）
滝町集会所
2/18（日） 11名 晴れ ・市民森林体験（ヒノキの間伐とシイタケのホダ木作り支援）
いきものふれあいセンター
2/20（火） 10名 晴れ ・竹伐りチーム活動（竹林整備）
倉小竹林
2/25（日） 16名 ・若竹伐り ・竹伐り、坪狩り（やまざくらの丘東）
大鉄塔の丘
晴れ
・らくらく新道の倒木処理及び崩落地の整備（トラロープ張り）
らくらく新道
・拠点地周辺整備と竹炭焼き
拠点地
2/28（水） 8名 晴れ ・ほしだ幼稚園の竹林整備
ほしだ幼稚園
3/1（木） 16名 ・竹伐りと草刈り ・拠点地周辺の整備と竹炭焼き（拠点地）
つつじの丘+石仏の道南側
曇り
・.竹林整備（皆伐含む）
2号池上東側
・いしころえん来訪は、強風のため中止
拠点地
3/4（日）
9名 晴れ ・竹伐りチーム活動（竹林整備）
倉小竹林
3/5（月）
井戸端会議
奥田、久保井、大垣、神戸、横内、山本宜、村上
打合せ
7名

平成30年3月～4月 活動予定
活動日
活 動 予 定 内 容
・第71回クラフト教室
10：00～15：00
3/11（日）
3/17（土） ・倉小竹林整備 ・拠点地周辺の整備（拠点地）
・里山保全推進員養成講座 第6回（最終回）
・受講生を交えた懇親ＢＢＱ大会 会費1,000円 車厳禁 食器持参
3/20（火） ・チェンソー活動（ヒノキの間伐） 9：30～14：30
3/25（日） ・雑木の間伐及びホダ木採取 ・竹林整備（2号池上東側）
・拠点地周辺の整備と竹炭焼き
3/28（水） ・ほしだ幼稚園竹林整備 8：50～12：00 現地集合
4/1（日） ・チェンソー活動（ヒノキの間伐） 9：30～14：30
4/5（木） ・倉小竹林整備 ・拠点地周辺の整備と竹炭焼き（拠点地）
・No6倉庫上の木の伐採
・いしころえん来訪予定
4/8（日） ・第72回クラフト教室 10：00～15：00
4/15（日） ・植物観察会 １ｐ参照
4/17（火） ・竹伐りチーム活動（竹林整備） 9：30～14：30
4/21（土） ・倉治公園草刈 ・拠点地周辺の整備と竹炭焼き（拠点地）
4/25（水） ・ほしだ幼稚園竹林整備 8：50～12：00 現地集合
4/29（日） ・第17回定期総会

役員会報告 （3月10日開催）

作業地
山手集会所（東倉治）
倉小竹林
滝町集会所
拠点地
ヒノキの間伐地
2号池の西側
拠点地
ほしだ幼稚園
ヒノキの間伐地
倉小竹林
拠点地
拠点地
山手集会所（東倉治）
拠点～いきもの～国見山
倉小竹林
倉治公園
ほしだ幼稚園
倉治公園
3/10現在の会員数 96名

1.会長のひとこと：会長欠席 事務局、久保井さんから季節の変り目で温暖差が体に応えます。皆さんには体調に十分
留意して頂きたいと思います。
2.交野山山頂付近の樹木の伐採は終了。2月10日（土）倉治区に結果報告と請求書を提出し、同日入金済み。
3.いしころえんの卒園式（3月17日（土））に大垣さんが参列予定、入園式（4月7日（土））にも招待を受けています。
4.市民森林体験2月18日（日） ヒノキの伐採、椎茸のホダ木作りを行った。
参加者は市民 5家族、大人6名、子供4名、計10名 ゆうゆう会支援11名
ヒノキのコースターやお風呂に入れるヒノキ、椎茸のホダ木を持って帰りました。
5.里山保全推進員養成講座 第6回 及び モミジの植樹計画のスケジュールと担当者を決定。
6.ほしだ幼稚園の竹林整備は4月、5月、10月に裏山整備の要望が正式にあり、3月に現地にて立会いの上決める。
7.「金曜クラブ」の呼び方をより自由な目的で利用して貰いたいとの思いで「金曜広場」に変更。
8.「ロープ高所作業特別教育」を寺野さんに続き中岡さんの受講を予定。
***次回役員会*** 4/14（土） 14:00～16：00 私部公園管理棟2Ｆ
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