われわれ自身の手で豊かな自然をとりもどそう

交野里山ゆうゆう会

会報第187号

発 行 2019/3/14
会 長 奥田 中
広報担当 宮北､池田
村上､藤原、野口

第８２回 クラフト教室
2/10 小雪がちらつき風も吹く寒い中、ゆうゆう会9名、
東倉治自治会1名、先月に続いて倉小5年生の男の子2名
の12名が集まりクラフト教室が行われました。男の子たち
は擦り傷をおいながらも、一輪挿しやバターナイフ等を
リーダーに教えてもらって楽しく作っていました。
写真右：2/10（日） 山手集会所（東倉治）にて

里山保全推進員養成講座 第５回
2/16 講座生9名の内当日は6名の方が参加され、午
前は拠点地でチェンソーの使い方の実習と薪割りの体験、
午後はヒノキの間伐地で雑木とヒノキの伐採実習を行い
ました。受講生の感想：「どれをとっても初めての体験であ
り難しかった」、「木を倒したときの気持ち良さは格別です」
など 写真左：2/16（土） ヒノキの間伐地にて

竹炭焼き、拠点地周辺の整備、若竹伐り
2/24 竹炭焼き、拠点地周辺の整備、大鉄塔の丘と小鉄
塔の丘の若竹伐り及び倒木処理を行いました。当日は風
もなく日が当たり気持ちの良い活動日になり、作業もはか
どったような気がします。 拠点地周辺整備では積み上
がった枯木の整理などを行いました。
写真右：2/24（日） 小鉄塔の丘の急斜面にて

獅子窟寺～くろんど園地倒木処理
2/26 去年の台風21号で、獅子窟寺～くろんど園地の
ハイキング道にも倒木があり通行の妨げになっているた
め、獅子窟寺さんに相談をして、当会の有志５人で倒木処
理を行いました。当日は天気も良くハイカーが多数通られ
感謝されました。 写真左：2/26（火） 獅子窟寺～くろん
ど園地ハイキング道中間にて
交野里山ゆうゆう会主催 春の植物観察会
日時：平成３１年３月２５（月） 雨天順延 ３月２６（火） 集合場所：９：0０ 倉治公園（テニスコート上）
行程：倉治公園 → サワガニの小路 → いきものふれあいセンター → やすらぎの道 → 倉治公園
中止の判断：大阪管区気象台 TEL 072-177 の天気予報で、午前または午後の降水確率が60％以上
見どころ：河津桜、大島桜、山桜、タチツボスミレ 連絡：寺野（072-891-7381）、白井、村上（072-891-2328）

会 費 納 入 の ご 連絡
会員様 今年度も残り少なくなり次年度会費のご連絡です。 3月の会報にて振り込み用紙を同封しま
すが活動時に持参頂けましたら非常に助かります。 会費：￥2，000です。 納入期日は3月23日（日）まで
と致します。会計：山本
尚、既に納入済みの方ははご容赦ください

平成31年 2月～3月 活動報告
活動日 人数
活 動 実 施 内 容
2/10（日） 9名 曇り晴れ ・第82回クラフト教室
2/16（土） 23名 ・草刈り、雑木の伐採 ・倒木処理
曇り
・竹炭焼き、拠点地周辺の整備 ・雨水タンク設置
・里山保全推進員養成講座 第5回
2/19（火）
- ・竹伐りチーム活動 雨天の為中止
2/24（日） 19名 曇り ・若竹伐り、倒木処理 ・竹炭焼き、拠点地周辺の整備（拠点地）
2/26(火） 5名 ・獅子窟寺～くろんど園地ハイキング道の倒木処理
晴れ
（台風21号の被害）
2/27（水） 9名 曇り ・ほしだ幼稚園 雑木の間伐
3/3（日）
8名 曇り ・竹伐りチーム活動 （竹林整備、作業台北側 竹の皆伐）
3/7（木） 14名 曇り ・雑木の伐採、草刈り、竹伐り
らくらく新道②、石仏の道、の倒木処理
打合せ
5名 3/4 （月） 井戸端会議 奥田、久保井、宮北、神戸、山本

作業地
山手集会所（東倉治）
やまざくらの丘東側他
拠点地
東倉治滝町集会所
大鉄塔の丘、小鉄塔の丘
獅子窟寺～くろんど園地
ほしだ幼稚園
倉小竹林②
やまざくらの丘東側他

平成31年 3月～4月 活動予定
活動日
活 動 予 定 内 容
3/10（日） ・第83回クラフト教室 9：30～14：30
3/16（土） ・倉治公園の落ち葉集積場所の整備、とんぼ池の整備（池の土砂、Ｕ字溝清
・里山保全推進員養成講座 第6回（最終回）
・受講生を交えた親睦ＢＢＱ大会 "会費 1,000円 車厳禁 食器持参"
3/19（火） ・チェンソー活動 9：30～15：00 （ヒノキの間伐）
3/24（日） ・竹伐り（作業台～大鉄塔間の道左側竹皆伐、 作業台下の草刈り）
・キノコ作りチームキックオフ （ホダ木の整理と菌打ち）
3/25（月） ・植物観察ハイキング 9：00 倉治公園集合 詳細1Ｐ参照 雨天時3/26(火）
3/27（水） ・ほしだ幼稚園 雑木と竹の間伐 8：50現地集合 午前中
4/4（木） ・竹伐り、お楽しみ
・竹炭焼き、拠点地周辺の整備 ・会計監査（午前）
4/7（日） ・チェンソー活動 9：30～15：00 （ヒノキの間伐）
4/14（日） ・第84回クラフト教室 9：30～14：30
4/16（火） ・竹伐りチーム活動 （作業台～大鉄塔間）
4/20（土） ・倉治公園の草刈り ・お楽しみ
・竹炭焼き、拠点地周辺の整備
4/28（日） ・第18回 定期総会（雨天時 市役所別館3F）
・野草の天ぷら

作業地
山手集会所（東倉治）
倉治公園
東倉治滝町集会所
拠点地
ヒノキの間伐地
大鉄塔の丘
拠点地
倉治公園～
ほしだ幼稚園
ゆうゆうの森南側
拠点地
ヒノキの間伐地
山手集会所（東倉治）
大鉄塔の丘
倉治公園
拠点地
倉治公園
拠点地

役員会報告 （3月9日開催）
3/9現在の会員数 102名
1. 会長のひとこと： 最近は寒暖差が大きく、体調を崩している方も居られます。是非、体調に留意して頂いて活動を
お願いします。 年度末を迎え、総会準備や新年度の諸手続きがありますので皆さんのご協力をお願いします。
2. 2月24日（日）2002年購入の黄色いヘルメット17個を活動に参加した人に1個づつ持ち帰り、廃棄。
H31年4月の会員のへルメット置き場整理。
3. 2月26日（火）9：30～15：00 有志5人で獅子窟寺～くろんど園地間のハイキング道の倒木処理を行った。
4. 3月25日（月）植物観察ハイキング 9：00 倉治公園集合 雨天時順延 3月26日 詳細は1P参照
5. 里山の安全講習会を日赤の資格を持つ苫さんに講師をお願いし5月18日（土）午後 倉治公園にて検討中。
6. H31年度さともり活動はモニタリング地周辺に限定し申請予定。
7. 4月13日（土） 役員会で第18回 総会資料審議。
8. 3月16日（土）BBQ準備 車 中岡さん、買い出し 大湾さんにお願いする。
9. 3月24日（日）伐採竹等の処分方法として粉砕機（チッパー）利用を穂谷へ見学に行く 近藤さん、久保井さん。
10. チェンソー活動に使用するシールド面付ヘルメットを10個購入予定。
11. H31年度さともりの資機材として、充電式刈払機1台を申請予定。
***次回役員会*** 4/13（土） 14:00～16：00 私部公園管理棟2Ｆ
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