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188号

発 行
2019/4/18
会 長
奥田 中
広報担当 宮北､池田
村上、藤原

キノコチーム発足
3/24（日）キノコチームが発足しました。この日
は活動日ですが数名が参加し従来のシイタケの横
にナメタケとヒラタケのホダ木を設置しました。それ
ぞれの木に菌を打ち込みヒラタケはホダ木を半分
程地面に埋め込みナメタケは立て置きで完了です。
写真左：ナメタケとヒラタケのホダ木の様子
（左半分がナメタケ右がヒラタケ）

里山講座最終回
昨年の10月から始めた里山保全推進員養成講
座が3月の第6回目で終了しました。午前中は刈り
払い機の操作の仕方とシイタケのホダ木を作り、
受講生達は1本づつ持ち帰りました。午後は会員と
懇親バーベキューがあり皆さん楽しそうに飲んだり
食べたりしてひとときを楽しみました。受講生の皆
さん半年間お疲れ様でした。
写真右：3／16（土）刈り払い機操作の

植物観察ハイキング
春めいた日になり4回目の観察会は13名の参加
で行われました。今回は交野山西面中心に観察し
いろいろの種類を観察できました。スミレ、ニオイス
ミレそれにタチツボスミレを見ることが出来ました。
写真左：3／２５（月）観察会の風景

安全講習会のお知らせ
安全講習会を下記の通り開催します。多数参加下さい（関連記事2ページ参照）
日 時：５月１８日（土） １３：００～１５：３０ （定例活動日） 場 所：倉治公園
講 師：日赤の講習資格者 苫（トマ）さん 雨天時：No．倉庫

定期総会開催のお知らせ
第1８回定期総会を開催します。 日時：4/2８（日） 10:00～11：00
場所：倉治公園
その他：準備の関係で ９：００拠点に集合して下さい
終了後は野草の天ぷらを揚げます。 アルコールが多少ありますので車は禁止です！（会費無料）

平成31年 3月～4月 活動報告
活動日 人数
活 動 実 施 内 容
3/10（日） 8名 曇り雨 ・第83回クラフト教室
3/16（土） 27名 ・拠点地周辺の整備、薪ストーブ作り （降水確率60％で活動中止）
雨のち曇り
・里山保全推進員養成講座 第6回（最終回でもあり決行）
・受講生を交えた親睦ＢＢＱ大会 （有志が多く集まったので開催）
3/19（火） 6名 ・チェンソー活動 雨天中止 （有志で糸吉神社参道西側樹木伐採）
3/24（日） 19名 ・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）
晴れ曇り
・キノコ作りチームキックオフ （ホダ木の整理と菌打ち、栽培地整備）
・刈払機の刃研磨
3/25（月） 12名 晴れ曇り ・植物観察ハイキング（交野山西面の桜の観察を主力に）
3/27（水） 8名 晴れ ・ほしだ幼稚園の竹林整備 （雑木の間伐）
4/4（木） 20名 ・倒木処理、竹伐り（間伐） 「21号台風の被害」
晴れ
・ヒマラヤ杉の枝落とし ・竹炭焼き ・会計監査
4/7（日） 13名 晴れ ・チェンソー活動 （総復習、ヒマラヤ杉の枝落とし、樹木伐採）
打合せ
4名 4/8 （月） 井戸端会議 久保井、矢寺、神戸、山本

作業地
山手集会所（東倉治）
拠点地
東倉治滝町集会所
拠点地
拠点地
大鉄塔の丘
拠点地
拠点地
倉治公園～
ほしだ幼稚園
ゆうゆうの森
拠点地
拠点地

平成31年 4月～5月 活動予定
活 動 予 定 内 容
活動日
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 9:30～14：30 （作業台～大鉄塔間）
4/20（土） ・倉治公園の草刈りと落ち葉集積場所の整備
・竹炭焼き ・拠点地周辺の整備 ・お楽しみ
4/24（水） ・ほしだ幼稚園の竹林整備 （雑木の間伐） 8：50現地集合
4/28（日） ・第18回 定期総会（雨天時市役所別館3Ｆ）9：00準備 総会10：00～11:00
・フィールドハイキング、山菜採り ・野草の天ぷら “食器持参 車厳禁”
5/2（木） ・とんぼ池の整備、Ｕ字溝清掃、池の土砂除去
・竹炭焼き ・拠点地周辺の整備
5/5（日） ・竹伐りチーム活動 （竹の間伐） 9：30～14：30
5/18（土） 午前 ・竹伐り
・拠点地周辺の整備 ・チェンソーの講習（玉切り）
午後 ・安全講習（雨天時拠点地No.6倉庫） 13：30～15：30
5/19（日） ・第85回クラフト教室 9：30～14：30 注会場の都合で第3日曜日に変更
5/21（火） ・チェンソー活動 （ヒノキの間伐） 9：30～15：00
5/22（水） ・ほしだ幼稚園の竹林整備 （雑木の間伐） 8：50現地集合
5/25（土） ・大阪森林インストラクター協会主催の森林整備体験支援
5/26（日） ・竹伐り ・竹炭焼き、拠点地周辺の整備（拠点地）

作業地
山手集会所（東倉治）
大鉄塔の丘
倉治公園
拠点地
ほしだ幼稚園
倉治公園
拠点地
とんぼ池
拠点地
砂防ダムと石仏の道
ゆうゆうの森南側
拠点地
倉治公園
山手集会所（東倉治）
ヒノキの間伐地
ほしだ幼稚園
くろんど園地
石仏の道北側

役員会報告 （4月13日開催）

4/13現在の会員数 103名
1. 会長のひとこと： 会長欠席
2.古いチェンソー4台 Ｎｏ6 Ｎｏ7 Ｎｏ8 Ｎｏ9 を希望者に譲渡した。希望者多数の為活動参加回数の多い順とした。
3.スポーツ保険（チェンソー使用者） 21名加入した。
4.安全講習会 日時：5月18日（土） 13：00～15：00 （午前中は定例活動）
場所：倉治公園（雨天時拠点地No.6倉庫) 講師：苫氏 （日赤の講習資格者）
5.公益財団法人大阪みどりのトラスト協会平成31年度「みどりの募金」5万円する。ピンバッチ「すみれ」120個要求
・セミナー 「コウノトリ野生復帰の進展と生物多様性」 5月11日（土） 13:00～15：00 中の島図書館別館2Ｆ
・セミナー 「暮らしの中の木づかい」 5月19日（日） 14:00～16：00 中央図書館館2Ｆ多目的室
内容詳細と参加希望者は久保井さんに申し込んでください。
6.新役員5名に依頼した。 寺野さん 足立さん 山田さん 湯浅さん 野澤さん
7.ほしだ幼稚園竹林整備のＨ31年度予定 4月 5月 10月～3月の第4水曜日予定
8.4月28日（日）野草の天ぷらの準備 車：中岡さん、買い出し：大湾さんにお願いする。
9.大阪森林インストラクター協会主催の「森林整備体験」の指導員の支援依頼がバークレンジャーに来た。バークレン
ジャーは他の行事と重なっておりゆうゆう会に数名応援依頼が来た。 日時：5月25日（土） くろんど園地 詳細別途
10.平成30年度会員で20名の方が会費未納 ＴＥＬにて確認する。
11.第18回定期総会（案）の説明と確認。
***次回役員会*** 5/11（土） 15:00～16：30 私部公園管理棟2Ｆ
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