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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竹伐りチーム活動
10/16 今日の竹伐りチーム活動は12名で、倉小竹林1
の樹木の折れ木の処理と用水路寄りの竹の伐採、及びら
くらく新道6の倒木と倒竹の処理を行いました。台風21号
による作業道の整備は一応終り、今後はまだ残っている
倒木や、落枝の危険がある木の伐採を行う必要がありま
す。 写真右：10/16（火） らくらく新道６にて

倉治公園の草刈り、ヒマラヤスギの枝落とし他
10/20 18名で倉治公園の草刈り、ヒマラヤスギの枝
落とし、里山保全推進員養成講座 第１回を行いました。
今年度の養成講座の受講生は6名で、午前は滝町集会所
で座学を行い、午後はゆうゆうの森で毎木調査を行いま
した。皆さんハードな講座内容を元気にこなされました。
写真左：10/20（土） 滝町集会所にて

秋の植物観察ハイキング
10/21 秋晴れの中、7名で第3回植物観察ハイキングを
行いました。雨で順延になったのと、他の行事が重なった
りで、少ない人数になりましたが、中身のある楽しい観察
会になりました。次回は山桜の咲くころに開催の予定です。
写真右：10/21（日） 旧リトルリーググラウンド横にて

やまざくらの丘東側の草刈り他
10/28 やまざくらの丘東側とらくらく新道の草刈り、拠点
地周辺の整備、竹炭焼きを行いました。やまざくらの丘東
側の草刈で、台風の被害の対応で、手を付けていなかっ
たためか、ネザサやヒメコウゾが背丈ほども伸びて手こ
ずってしまった。竹も繁殖していたので皆伐しました 写真
左：10/28（日） やまざくらの丘東側にて

天候による活動中止の再徹底
活動日当日の活動中止の判断の再徹底です。
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%以上の場合は活動を中止と
します。

平成30年度 さともり実績状況
平成30年度 9月までの さともり実績状況は、達成率で里山林保全タイプ ７０．８％、侵入竹除去・竹林整
備タイプ ８５．３％です。又、資機材は、キックバック時に刃をロックする安全装置が付いたチェンソー（エン
ジン式×2、充電式×1台 合計3台）を購入する予定です。

平成30年10月～11月 活動報告
活動日
10/14（日）
10/16（火）
10/20（土）
晴れ
10/21（日）
10/24（水）
10/28（日）
晴れ
11/ 1（木）
晴れ
11/ 4（日）
晴れ
打合せ

人数
活 動 実 施 内 容
作業地
9名 晴れ ・第78回クラフト教室
山手集会所（東倉治）
12名 晴れ ・竹伐りチーム活動 竹の間伐、らくらく新道⑥の倒竹処理
倉小竹林、らくらく新道⑥
18名 ・草刈り
倉治公園
・拠点地周辺整備（ヒマラヤ杉の枝打ち） ・竹炭焼き、袋詰め
拠点地
・里山保全推進員養成講座 第1回
東倉治滝町集会所
7名 晴れ ・秋の植物観察ハイキング
活動地
8名 晴れ ・ほしだ幼稚園の竹林整備
ほしだ幼稚園
やまざくらの丘東側
15名 ・草刈り、坪刈り ・草刈り（らくらく新道②③、こだちの道）
拠点地
・拠点地周辺整備、竹炭焼き
19名 ・若竹伐り、草刈り、危険な枯れ木の伐採 倉小クラフト用竹林採取
大鉄塔の丘、らくらく新道
・拠点地周辺整備、竹炭焼き、いしころえん来訪 焼き芋
拠点地
10名 ・竹伐りチーム活動 （竹の間伐）
倉小竹林
・倉小森林体験学習で切る竹にテープで印
8名 11/5（月） 井戸端会議 奥田、久保井、神戸、山本、大垣、横内、矢寺、宮北

平成30年11月～12月 活動予定
活動日
活 動 予 定 内 容
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
集合:： 8:45 拠点地
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（拠点地）
・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 ・拠点地周辺整備、竹炭焼き（拠点地）
11/29（木） ・ほしだ幼稚園 竹林整備 5名以上 8：50現地集合 午前中 ㊟日の変更
12/2（日） ・チェンソー活動 9：30～14：30
12/6（木） ・竹伐りと雑木の間伐 （モニタリング地）
・拠点地周辺整備、竹炭焼き
12/9（日） ・第80回クラフト教室 9：30～14：30
12/15(土） ・草刈り、坪刈り ・拠点地整備、竹炭焼き（拠点地）
・里山保全推進員養成講座 第3回 9:00～16：00
12/18(火） ・竹伐りチーム活動 9：30～14：30
12/23(日） ・倒木処理と草刈り ・年末BBQ（拠点地） 会費1000円 ※車禁止 食器持参
12/26(水) ・ほしだ幼稚園 竹林整備 5名以上 8：50現地集合 午前中
1/5(土） ・初出 ・拠点地周辺の掃除、糸吉神社への安全祈願 ・豚汁

作業地
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
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
ヒノキの間伐地
2号池の上
拠点地
山手集会所（東倉治）
やまざくらの丘東側
東倉治滝町集会所
倉小竹林の上
やまざくらの丘西側
ほしだ幼稚園
拠点地

役員会報告 （11月10日開催）
11/10現在の会員数 98名
1. 会長のひとこと： 好天が続いて活動していても気持ちが良いです。今月は特別活動が多くありますので
是非多くの会員の皆さんに参加して頂きたいと思います。
2. さともりの交流会が12月4日（火）にあり、宮北、村上、久保井 が参加。
3. 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。
4. 平成30年度 里山保全推進員養成講座 第3回 12月15日（土） のスケジュールと担当者を確認。
5. 倉小5年生 4クラス130名 森林体験学習（竹の伐採/竹のクラフト）支援の件
日程：11月14日（水）、11月15日（木） 雨天時：27（火）、28（水）に延期 支援メンバー集合：8：45 拠点地
日程、支援要員の配置、準備品、伐った竹の運搬方法と数量等を確認。
6. みどりネット支援 私市小4年生 2クラス62名 竹伐り支援の件
日時：11月19日（月） 雨天時：21日（水）に延期 集合：9時、植物園入口 支援要員：8名
貸出品： 子供用ヘルメット 70個、工作用木枕 16個 は15日（木）に引き取りに来る。
7. チェンソー購入の件 エンジン式 2台、充電式 1台（予備充電池、充電器を含む） を購入を決定。
8. 平成30年度 さともり実績状況の報告がありました。
***次回役員会*** 12/8（土） 14:00～16：00 私部公園管理棟2Ｆ
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