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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第88回 クラフト教室
8/11 集合時間より皆さん早出して活動前、集会所周辺
の草刈りと東倉治区で行われる地蔵盆の会場準備のお
手伝いをしました。猛暑日集会所は空調が効いた中で、
自由作品や8/23に行われる小学校クラフト教室のお土産
にするガリガリトンボなどを作りました。お土産は金曜広
場でも作成しています。 写真右：8/11（日） 山手集会所
（東倉治）にて

郡津小学校クラフト教室開催
8/23 夏休みももう終わりの時期ですが、今日は郡津
小児童会にてクラフト教室を開催しました。参加児童数は
約60名で低学年（1～3年生）は”ぶんぶんゼミ”、中高学
年は”花瓶”又は”けん玉”を作りました。珍しい行事に児
童達は熱心に作り楽しんでいまし。 写真左：8/23（金）
郡津小学校にて

竹伐りチーム活動 星田妙見宮にて
9/1 9月最初の活動は竹伐りチーム活動で、倉治からか
なり離れている星田妙見宮の山中の台風で倒れた竹伐り
を行いました。星田妙見宮から宮司さんを含む8名と、ゆう
ゆう会会員18名の合計26名による作業でしたが、かなり
を残す結果になり、再度竹伐りを行う予定になっています。
写真右：9/1（日） 星田妙見宮山中にて

倉治公園草刈り、ヒノキ植林地の下草刈り
9/5 暑さが戻り朝から蒸し暑い中、21名で倉治公園の
草刈りと源氏の滝不動尊護摩木用植林地の草刈りを行い
ました。ヒノキ植林地ではマムシがいて慣れた人が対処さ
れ、また落木があり下草刈りが出来ないのでチェンソーで
処理しています。 写真左：9/5（金） 拠点地にて 刈払
い機準備風景

刈払機取扱安全講習会の受講生募集
１．日時：令和元年１０月２９日（火）９時～１６時
２．場所：ＮＰＯ法人とどろみの森クラブ管理棟及び周
辺
〒563-0256 大阪府箕面市森町北１丁目１-１
３．内容：刈払機の安全について、刈払機の操作、
実技、点検整備などの実習及び関係法令
４． 講習会の受講料と交通費は会で負担します。
５．主
催 ： 大阪さともり地域協議会
問い合わせ ： 事務局の久保井さんへ ＴＥＬ 892-2441
交野里山ゆうゆう会主催 秋の植物観察ハイキング
日時：令和 1年10月22日（火）、 雨天順延 10月29日（火） 集合時間 ： 9：30 倉治公園 解散：15時頃
行程：倉治公園 → さえずりの道 → カントリー道路 → ふれあいセンター → サワガニの小路 → カントリー
道路 → 倉治公園 スタッフ： 寺野（072-891-7381）、 白井（072-891-7684）、 村上（072-891-2328）
中止の判断：当日朝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

令和元年 8月～9月 活動報告
活動日
8/11（日）
8/20（火）
8/23（金）
9/1（日）
9/5（木）
曇り
打合せ

人数
11名
9名
23名
18名
21名

活 動 実 施 内 容
晴れ ・第88回クラフト教室
曇り ・小学校クラフト教室用竹、いしころえんのそうめん流し用竹採取
曇り ・小学校クラフト教室支援 1～3年生：50名 4～6年生：20名
曇り ・竹伐りチーム活動 星田妙見宮の竹林整備 午前中
・草刈り （倉治公園の斜面） ・お楽しみ（拠点地）
・倉治区瀧不動尊の護摩木用ヒノキの植林地草刈り（7/28の残作業）
4名 8/21（水） 生駒花屏風事業申請書提出 加藤、湯浅、野澤、久保井
6名 9/9（月） 井戸端会議 奥田、宮北、村上、大垣、神戸、山本

令和元年 9月～10月 活動予定
活動日
活 動 予 定 内 容
9/15（日） ・第89回クラフト教室 9：30～14：30 （会場の都合で第3日曜日に変更）
9/17（火） ・チェンソー活動 9：30～15：00 （ヒノキの皮むき間伐） ・お楽しみ
ヒノキの皮むき体験（会員で未体験の方対象）
9/21（土） ・草刈り、竹伐り （送水管横の道、らくらく新道④⑤、やまざくらの丘西下）
・拠点地周辺の整備 ・お楽しみ
9/29（日） ・坪狩り、竹伐り ・拠点地周辺の整備 ・お楽しみ（拠点地）
10/3（木） ・モミジの植樹地の下草刈、雑木処理
・拠点地周辺の整備
10/6（日） ・チェンソー活動 （ヒノキの間伐） 9：30～15：00
10/13（日） ・第90回クラフト教室 9：30～14：30
10/15（火） ・竹伐りチーム活動 9：30～14：30 （星田妙見竹伐り9/1（日）の残作業）
9：30 参道入口の鳥居前集合
10/19（土） ・さともり活動 モニタリング地 竹の伐採
・モミジの植樹地の下草刈り、雑木処理 ・拠点地周辺整備（拠点地）
・第1回里山保全推進員養成講座
10/22(火） ・秋の植物観察ハイキング 倉治公園 9：30集合 雨天時10/29（火）
10/23（水） ・ほしだ幼稚園 雑木、竹の間伐
10/27（日） ・草刈り ・拠点地周辺整備（拠点地）
・倉治小森林体験の竹刈り準備

作業地
山手集会所（東倉治）
拠点地、倉小竹林
群津小学校
星田妙見宮
倉治公園
ゴルフ管理道左側

定例活動：9月は午前中
作業地
山手集会所（東倉治）
ヒノキの間伐地
やまざくらの丘西側他
拠点地
やまざくらの丘東側
石仏の道北側
拠点地
ヒノキの間伐地
山手集会所（東倉治）
星田妙見宮
2号池上倉治区用材林
石仏の道北側
滝町集会所
交野山西面
ほしだ幼稚園
倉治公園と周辺
倉小竹林①

役員会報告 （9月14日開催）

9/14現在の会員数 103名
1. 会長のひとこと： 季節の変わり目で気温の変動が大きいです、体調を自ら管理して下さい。
モミジの植林地をもう少し上手にとの意見があり、関係先には了解を頂きました。倉小の課外活動に付いては、
今月末までに先生方たと打ち合わせし、来月度の役員会に諮りたいと思います。
2. 生駒山系花屏風活動支援事業の募集に石仏の道、糸吉神社参道にモミジ15本植樹申請を
8月21日（水）大阪府中部農と緑の総合事務所へ提出。
3. 無線機を使用し、拠点地、作業地、作業地間の作業や安全確認、下山確認等を行う。同様に回転灯等による
安全確保及び確認する方法が提案され、無線機は購入方向で価格、仕様を検討。次回役員会に諮る。
回転灯については懐中電灯で効果や使い方を確認する。
4. チェンソー作業者に防護ズボン着用が事業者に義務化されます。着用の趣旨は事故が多いからであり
ボランティアとはいえ安全の為に着用が求められているのでゆうゆう会で購入してはどうか。
先ずは5着購入し使い勝手等を確認する。購入に付いては寺野氏にお願いする。
5. 令和元年度里山保全推進員養成講座の2案について検討。
6. 秋の植物観察ハイキング 10月22日（火） 倉治公園9:30集合～15:00 （雨天時10月29日(火))
交野山西面の植物観察 スタッフ：寺野、白井、村上 ※１Ｐ参照
７. いしころえん 9月20日（金）に来訪予定。
8. 拠点地までの道路と糸吉神社参道左側の子供広場を整備、及び木材置場を1号倉庫脇に作る計画。
重機の手配があり,岡田さんに日程を詰めて頂き皆さんのお協力をお願いします。
9. 10月29日（火）に刈払機取扱作業者安全衛生教育があります。希望者は久保井さんまで。 ※１Ｐ参照
使う機会の多い機器ですので構造や安全な作業、点検、整備について是非学んで下さい。
***次回役員会*** 10/12日（土） 14：00～16：00 私部公園管理棟2Ｆ
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