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第86回 クラフト教室
6/9 第86回クラフト教室に、倉治区で常連さん1名を含
めて13名が集まりました。集会所の周りの田んぼは早苗
が植えられ、窓を開放して心地良い風を受けながらの作
品作りでした。 写真右：6/9（日） 山手集会所（東倉治）
にて

拠点地周辺の整備、こだちの道西側の竹の皆伐

道の草刈り、七夕祭り用の竹伐り出し

6/23 曇り空の中、6月最後の活動は、22名が参加し
て拠点地周辺の整備とこだちの道西側の竹の皆伐を行い
ました。拠点地ではパンの材料を持ってきて焼きましたが
非常においしく出来上がりました。３年に渡ったこだちの
道西側の侵入竹の除去は今日で全て終了し竹が無くなり
ました。 写真左：6/23（日） こだちの道西側（モニタリン
グ地）にて

7/4 やっと遅い梅雨入があり、雨上がりの後19名が参加
して、天の川七夕祭り用の竹の伐り出しと道の草刈りを行
いました。切り出した竹26本は倉庫の前に立て掛けてい
ます。道の草刈りは、らくらく新道、みはらしの道、こだち
の道などで行いました。 写真右：7/4（木） 石仏の道（ら
くらく新道入口）にて

竹伐りチーム活動
7/7 今日は七夕で各地の神社で七夕まつりが行われ
たようです。竹伐りチーム活動は14名が集まり、倉小竹林
2、3の整備、こだちの道西側（モニタリング地）の倒木処理
と囲っていたロープ（200ｍ）の回収を行いました。 写真
左：7/7（日） 倉小竹林2.、3にて

7、8 月 の 特 別 活 動 等 の 予 定
１、7月20日（土） 倉治滝不動尊用護摩木採取 石仏の道奥
２、7月28日（日） 倉治滝不動尊用護摩木用ヒノキの植林地草刈り ゴルフ管理道左側
３、「七夕伝説倉治村第３回夏まつり」 8月4日（日） 16：00～21：00頃 倉治区公民館前の広場で模擬店
を出店し、ビールとひやしあめを販売、催しはダーツや竹伐り体験の予定。（2ページ参照）
４、小学校クラフト教室の支援 郡津児童会 児童数約70名 日時： 8月23日（金） 9：30～12：00 場所：
郡津小学校 ぶんぶんセミ、けん玉又は花瓶（2ページ参照）
５、いしころえんから、竹飯ごう６個と流しそうめん用竹の依頼があり、それぞれ採取後引き渡しの予定（2
ページ参照）

令和元年 6月～7月 活動報告
活動日
6/9（日）
6/15（土）
曇り
6/18（火）
6/23（日）
曇り
7/4（木）
晴れ
7/7（日）
晴れ
7/11（木）
打合せ

人数
活 動 実 施 内 容
作業地
12名 晴れ ・第86回クラフト教室
山手集会所（東倉治）
7名 ・雨が降りそうで参加者も少なく、予定を変更し
倉治公園
倉治公園及び駐輪場の草刈りを行う
14名 曇り ・竹伐りチーム活動 竹の間伐、七夕祭り用の竹にマーキング 倉小竹林①～③
22名 ・こだちの道西側（モニタリング地）の竹皆伐、倒木処理
こだちの道西側
・薪置場改良の為薪を移動
拠点地
19名 ・七夕用の竹伐り 4ｍ×26本 ・らくらく新道の草刈り
倉小竹林②、③
・竹炭袋詰め ・お楽しみ
拠点地
14名 ・竹伐りチーム活動（竹林整備、モニタリング地の倒木処理）
倉小竹林②、③
・お楽しみ
2名 晴れ ・天の川七夕祭り用の竹引き渡し
拠点地
7名 6/19（水） 倉治区と打合せ
倉治区： 奥西、星野、新庄、奥角 ゆうゆう会： 奥田、久保井、大垣、寺野、湯浅、村上、中岡
6名 7/8（月） 井戸端会議 奥田、久保井、矢寺、大垣、村上、神戸

令和元年 7月～8月 活動予定

活動日
7/14（日）
7/16（火）
7/20（土）
7/28（日）
8/4（日）
8/11（日）
8/23（金）

定例活動：7月は午前中、8月は休み
作業地
活 動 予 定 内 容
・第87回クラフト教室 9：30～14：30
山手集会所（東倉治）
・チェンソー活動 9：30～15：00 ・お楽しみ
拠点地
・倉治区瀧不動尊の護摩木採取 ・拠点地周辺の整備 ・お楽しみ
石仏の道奥
・草刈り
倉治公園
・倉治区瀧不動尊の護摩木用ヒノキの植林地草刈り
ゴルフ管理道左側
・暑気払いＢＢＱ大会 会費 1,000円 食器持参 “車厳禁”
拠点地
・七夕伝説倉治村第３回夏まつり（模擬店出店） 16：00～21：00頃
倉治区公民館前の広場
・チェンソー活動 9：30～15：00 ・お楽しみ
ヒノキの間伐地
・第87回クラフト教室 9：30～14：30
山手集会所（東倉治）
・小学校クラフト教室支援 9：30～12:00
群津小学校

役員会報告 （7月13日開催）

7/13現在の会員数 103名
1. 会長のひとこと： 思いのほか長く入院する事になりご迷惑をおかけしました。その間、後継者について考え
させられました。7月、8月は夏休みがあり特別活動が多く、皆さんの協力が必要ですのでよろしくお願いします。
2. 企画の湯浅さんより活動地の整理についての意見書が提出され協議しました。
地図上には境界の記載があるが、詳細を把握している人が既にいない、水害で地形が変わった等で、現地で
此処が境界と判断できない、所有者や管理者が特定できない等難しい問題ですが現状確認の為取り組む。
メンバー：奥田会長、湯浅、村上
3 7月2日 「大阪の森林ESDについて考える会」 大垣さん、寺野さん、参加。
森林環境教育と言う事で当会では小学校の生徒や先生に野外活動やクラフト教室等を通じ自然との係りを
を深め、体験してもらう事で貢献できる。
4. 倉治区にセーフティマイタウン倉治まちづくり委員会の中に里山委員会が有り倉治区の役員と活動地等打合せ。
①竹を軽トラで運ぶので軽トラが入る道の近くが良い。 ②護摩木の下草刈り、護摩木の採取はゆうゆう会で行う。
③山の境界は明示できない。
④どんな山にするか次回秋に行う。
5. さともりより令和元年度の申請が採択されました。 今年度の書類の締めは令和2年2月14日です。
6. 7月28日（日）倉治夏祭りの模擬店の詳細を打ち合わせ。 メンバー：宮北、久保井、中岡、倉田、大月、奥田会長
7. 交野市教育委員会青少年育成課より、昨年同様クラフト教室指導の依頼が有り下記にて行う。
日時：8月23日（金） 9：30～12：00 場所：郡津小学校 児童数：70名
作品：低学年 ぶんぶんセミ、中高学年 けん玉又は花瓶（ぶんぶんセミは事前に説明会と実習を行います）。
8. 里山保全活動グループ安全会議
日時：7月30日（火） 14：00～ 場所：大阪自然環境保全協会 事務所 寺野さんが参加。
9. いしころえんから竹飯ごう 6個、流しそうめん用竹 2m*4本、の依頼がある。
8月20日（火） 拠点地 9：30 小学校クラフト教室用竹と合わせ採取 メンバー：大垣、久保井、宮北、池田
10. 生駒山系花屏風活動支援事業の募集があり、例年通りもみじの木を10本程度植える事で応募しました。
***次回役員会*** 8/10（土） 14：00～16：00 私部公園管理棟2Ｆ
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