くわれわれ自身の手で豊かな自然をとりもど

交野里山ゆうゆう会

そう

会報第182号

発 行
2018/10/18
会 長
奥田 中
広報担当 宮北､池田
村上、藤原、野口

倒木処理
台風21号の爪痕が至る所に残りました。作業道
では周りの樹木が倒壊し、道路は大きく削り取られ
あっちこっちに多くの被害が出ています。この日は
倒木の整理を行いました。そして危険と思われる道
路は入り口にて通行禁止の処理をしました。道路に
ついては9月28日に重機を使用し補修が完了しまし
た。
写真：9/23（日） 倒木の処理風景

郡津児童会分室樹木整理
台風21号の影響で折れた枝が木に引っかかった
り倒木したものがありました。10月1日（月）にこれら
を整理し子供達が安全に校庭で遊べるようにしまし
た。終わりに樹木についての勉強会を行いました
写真：児童達に樹木について説明する風景

伊三木さん死亡
かねてから入院されていました伊三木 清さんが
お亡くなりになりました、71歳という若さです。当会の
役員を務めて頂いて、特に新倉庫建設では発電機
の設置と倉庫内の配線工事を一手にして頂きました。
これから会の中心を担って頂く方だけに誠に残念で
す。9月23日（日）に有志で偲ぶ会を催し生前の活躍
ぶり等について話が尽きませんでした。
ご冥福をお祈りいたします。

里山講座始まる
今年度の里山保全推進員養成講座が今月から始まります。周りで受講希望する方がいましたら是非
おすすめ下さい。スケジュールと主な内容は下記の通りです。
第1回：１０／２０（土）講義とコドラート設定 第2回：１１／１７（土）里山の成り立ちと人との関わり
第3回：１２／１５（土）実習、竹の伐採
第4回：Ｈ31年１／１９（土）里山に関する講演会
第5回：２／１６（土）チェンソーの使い方
第6回：３／１６（土）シイタケのホダ木作り
午後は会員と懇親会
開始時刻：いずれも９：００ 会場：東倉治滝町集会所（倉治グラウンド横）
参加ご希望の方は市・環境衛生課まで（072-892-0121）

平成30年9月～10月 活動報告
活動日 人数
活 動 実 施 内 容
9/15（土） 20名 ・倉小竹林間道の倒竹処理
曇り
・台風による倒木の処理（ゆうゆうの道、みはらしの道、こだちの道）
12名 ・午後 シニア自然大学OB18人が来訪。ヒノキ皮むき間伐体験支援
9/16（日） 9名 晴れ ・第77回クラフト教室
9/18（火） 10名 晴れ ・チェンソー活動 （台風による倒木、枝処理）
9/23（日） 7名 ・台風による倒木、枝処理 ・午後は有志で倒木処理
曇り
・拠点地周辺道路の整備 ・お楽しみ ・伊三木さんを偲ぶ会
9/28（金） 1１名 晴れ ・拠点地周辺道路の整備
10/ 1（月） 6名 晴れ ・郡津小児童会 樹木の整理 （市からの依頼）
10/ 3（水） 3名 晴れ ・さともりのモニタリング調査
10/ 4（木）
雨
・雨で中止
10/ 7（日） 11名 晴れ ・チェンソー活動（台風による倒木、枝処理）
10/11(木）
雨
・秋の植物観察ハイキング 雨で延期「10／21（日）」へ
打合せ
4名 10/8（土） 井戸端会議 奥田、久保井、神戸、山本、大垣、横内

作業地
倉小竹林間道
ゆうゆうの道他
ヒノキの間伐地
山手集会所（東倉治）
らくらく新道①
倉治公園・らくらく新道
拠点地
拠点地
郡津児童会分室
２号地西側上
こだちの道
活動地

平成30年10月～11月 活動予定
活動日
活 動 予 定 内 容
10/14（日） ・第78回クラフト教室 9：30～14：30
10/16（火） ・竹伐りチーム活動 竹の間伐、らくらく新道⑥の倒竹処理 9：30～14：30
10/20（土） ・坪伐り、草刈り ・拠点地周辺整備、竹炭焼き（拠点地）
・らくらく新道②、③の倒木処理、草刈り
・里山保全推進員養成講座 第1回 9:00～16：00
10/21（日） ・秋の植物観察ハイキング 9：50倉治公園集合
10/24（水） ・ほしだ幼稚園の竹林整備 ５名以上 8：50現地集合 午前中
10/28（日） ・草刈り ・拠点地周辺整備、竹炭焼き（拠点地）
11/ 1（木） ・大鉄塔の丘竹伐り、草刈り ・拠点地周辺整備、竹炭焼き
11/ 4（日） ・竹伐りチーム活動 （竹の間伐） 9：30～14：30
11/11（日） ・第79回クラフト教室 9：30～14：30
11/14（水） ・倉治小５年生森林体験学習支援 拠点地8:45集合
11/15（木） ・倉治小５年生森林体験学習支援 雨天時は11/27（火）、11/28（水）
11/17(土） ・竹伐り ・拠点地周辺整備、竹炭焼き
・里山保全推進員養成講座 第2回 9:00～16：00
11/19（月） ・みどりネット支援 私市小 竹伐り 8名と道具
11/20（火） ・チェンソー活動 9：30～14：30
11/25（日） ・草刈り ・拠点地整備、竹炭焼き（拠点地）
11/29（木） ・ほしだ幼稚園の竹林整備 ５名以上 8：50現地集合 午前中 ㊟日の変更

作業地
山手集会所（東倉治）
倉小竹林、らくらく新道⑥
やまざくらの丘東
らくらく新道
東倉治滝町集会所
活動地
ほしだ幼稚園
倉治公園、トンボ池、駐輪場

大鉄塔の丘 ・拠点地
倉小竹林
山手集会所（東倉治）
倉治公園、倉小竹林
倉治公園、倉小竹林
らくらく新道①～③、拠点地
東倉治滝町集会所
私市植物園
ヒノキの間伐地
つつじの丘、石仏の道
ほしだ幼稚園

役員会報告 （10月13日開催）
10/13現在の会員数 97名
1. 会長のひとこと： 台風が去り、秋の活動は順調に進めたい。12月4日南港でトラスト感謝祭・講演があります。
2. ９月役員会で決定した「危険生物ファーストハンドブック」陸編（1728円）購入し、№６倉庫の食器棚に保管済み。
殺虫スプレーの購入は涼しくなったので来春購入に延期する。
3. 交野市身体障がい福祉会の橘氏に竹炭50袋を寄贈した。（例年、福祉団体フェアのため行っている）
4. アンケートの依頼が、大阪みどりのトラスト協会より「しかと植生に関するアンケート調査」と、林野庁補助事業の
NPO法人森づくりフォーラムより平成３０年度「森づくり活動についての実態調査」の依頼があり、会長から回答
5. さともりのモニタリングの調査方法が変更になり、１０月３日調査し再提出した。
6. 天候による活動中止の再徹底 当日の朝7時前（6時55分頃）のNHK（総合）の天気予報で大阪午前の降水確率
50％以上の場合は、活動中止です。
7. 大阪みどりのトラスト協会から２件の講演会案内が来ています。
8. 1月19日開催の「里山講演会」のチラシを大湾さんが作成。12月会報と一緒にハガキを入れ出欠確認する。
9. 倉小5年生里山体験活動支援 日時：11/14（水）・11/15（木） 場所：倉治公園・倉小竹林 内容：体験
①竹の伐採体験②竹のクラフトづくり 雨天時 11/27（火）・11/28（水）
10. みどりネット支援 私市小4年生の竹伐り支援の件
日時：11月19日（月）10時～12時『雨天時は22日（木）に延期』 場所：私市植物園の竹林 集合：９時植物園入口
支援内容 ①要員８名、②子供用ヘルメット70個、工作用木枕16個（21日か22日に使用、活動日に貸出し予定）
11. さともり関係、生駒花屏風諸手続き 大月さんから秋山さんへバトンタッチ
***次回役員会*** 11/10（土） 15:00～16：30 私部公園管理棟2Ｆ
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