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94回 クラフト教室
2/9 立春が過ぎたのに、寒波襲来で時々雪がちらつく
空模様の中11名が集まりました。内2名は倉治区からの
参加です。集会所の中は暖房が効いてベストの環境で自
由作品を作りました。 写真右：2/9（日） 山手集会所（東
倉治）にて

講座 第５回、竹伐り、ホダ木運搬
2/15 午前は里山推進員養成講座と倉小竹林3上の
竹皆伐、午後は会員の渡辺晋一郎氏による「交野の山と
野鳥」の講演会が行われ26名の参加がありました。 写
真左：2/15（土） 滝町集会所にて

竹伐りチーム活動（倉小竹林3の上）
2/18 新型コロナウイルスの感染の報道があり少し心配
でしたが、竹伐りチーム活動にはいつも通り10名が参加し、
倉小竹林3の上部の竹の皆伐と台風で傾いた竹を伐採し
ました。 写真右：2/18（火） 倉小竹林3にて

モミジの植樹、シイタケの菌打ち、道の整備
3/5 石仏の道沿いにモミジを10本植樹しました。3/21の
講座生による2本植樹、今回の生駒山系花屏風事業で16
本を植樹したことになります。 写真左：3/5（木） 石仏の
道 モミジの植樹地にて

寝屋川の山本 豊さんが亡くなられました
山本 豊さんが敗血症のため、３月８日逝去されました。 突然でした心よりご冥福をお祈りいたします。

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。尚、既に納入済みの方はご容赦ください。
会費：￥2，000です。 納入期日は3月29日（日）までと致します。会計：山本
交野里山ゆうゆう会主催 春の植物観察ハイキング
日時：令和２年４月２９（水） 雨天順延 ５月１日（金） 集合場所：倉治公園（テニスコート上） ９：３０
行程：倉治公園 → 神宮寺２ → さえずりの道 → いきものふれあいセンター → せせらぎの道 → 源氏の滝
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2年 2月～ 3月 活動報告
活動日 人数
活 動 実 施 内 容
作業地
2/9（日）
9名 晴れのち曇り ・第94回クラフト教室
山手集会所（東倉治）
2/15（土） 22名 ・竹伐り ・ホダ木を運搬 （2号池西側～拠点地）
倉小竹林③の上
曇り
・里山保全推進員養成講座第5回 午後は講演会 「交野の山と野鳥」 滝町集会所
講師：渡辺晋一郎氏 受講者：受講生、会員、みどりネット（2名）
2/18（火） 10名 晴れ ・竹伐りチーム活動 竹の皆伐 1月18日の残作業
小鉄塔の丘
2/22（土）
- 雨天為中止 ・ほしだ幼稚園 保護者と山の整備と小屋作り
ほしだ幼稚園
2/23（日） 19名 晴れのち曇り ・モミジの植樹地の整備と16本の穴掘り、4本植樹
モミジの植樹地
・倉小竹林～石仏の道間の竹と枯死木処理
間道
・竹炭焼き、拠点地周辺の整備
拠点地
3/1（日） 12名 曇り ・竹伐りチーム活動
倉小竹林③の上
3/5（木） 22名 ・モミジの植樹（10本） ・キノコの菌打ちとホダ木の設置（拠点地）
石仏の道北
晴れ一時雨
・竹炭焼き ・若竹伐りとゆうゆうの森南側への階段整備（ゆうゆうの道） 拠点地
3/8（日）
- コロナウイルス対応の為中止 ・第95回クラフト教室
山手集会所（東倉治）
打合せ
4名 3/9(月） 井戸端会議 奥田、久保井、山本、村上
作業
39名 2/14(8名) 2/21(8名) 2/28(5名) 3/6(10名) 3/13(8名) 金曜広場開催

令和2年 3月～ 4月 活動報告
活動日
活 動 予 定 内 容
拠点地
3/17（火）. ・チェンソー活動 9：30～15：00
みはらしの道周辺
作業台周辺の枯れ木や桜の育成の妨げになっている雑木の剪定
3/21（土） ・とんぼ池の整備 ・拠点地周辺の整備と桜の苗木地の草刈り（拠点地）
とんぼ池
・里山保全推進員養成講座 第6回（最終回）
滝町集会所
拠点地
・親睦ＢＢＱ大会 講座生と懇談 会費は無料 “車厳禁”
3/28（土） ・ほしだ幼稚園 保護者と山の整備と小屋作り 10：00～14：00
ほしだ幼稚園
3/29（日） ・竹伐り
ゆうゆうの森南
・ナメタケ、シイタケの菌打ち ・竹炭焼き、拠点地周辺の整備
拠点地
4/2（木） ・拠点地から石仏の道間の両側整備 ・会計監査（拠点地）
間道
4/5（日） ・チェンソー活動 9：30～15：00 みはらしの道上部の立枯れ木の伐採（数本）
みはらしの道周辺
作業台周辺の枯れ木や桜の育成の妨げになっている雑木の剪定
4/12（日） ・第95回クラフト教室 9：30～14：30 （中止の可能性あり）
山手集会所（東倉治）
4/18（土）. ・倉治公園周辺の草刈り ・お楽しみ ・竹炭焼き、拠点地周辺の整備
倉治公園、拠点地
4/21（火） ・竹伐りチーム活動 竹伐り 9：30～14：30
倉小竹林①
4/25（土） ・ほしだ幼稚園 保護者と山の整備と小屋作り 10：00～14：00
ほしだ幼稚園
4/26（日） ・第19回定期総会 ・野草のてんぷら
倉治公園
・総会後、てんぷらを始めるまでとんぼ池の整備
とんぼ池
4/29（水） ・春の植物観察ハイキング 倉治公園に9時30分集合（雨天時は5月1日）
交野山の西面
3/14 現在の会員数 100名
役員会報告 （3月14日開催）
1. 会長のひとこと：この水曜日に「根っこわーくす」と「いしころえん」が合同で小学生や園児を30人程連れ山登りや
焼き芋を楽しんでいきました。時間があれば又来てくださいと話しています。又、(公財)大阪みどりのトラスト協会
のオリジナル緑化バッチ（つくしの絵柄）を総会にて会員に配布出来るように申し込みます。
2. 2月7日（金）いしころえんの子供たち11人が来て焼き芋を食べて帰る。
3. いしころえんの卒園式3月14日（土）の大垣さん、堀内さんが参加。入園式4月11日(土)倉田さんが参加予定。
4. 生駒山系花屏風事業のモミジの植樹の確認に、大阪中部農と緑の総合事務所 みどり環境課から3月25日(水）
に2名来訪予定。加藤さん、久保井さんが対応します。
5. 人工林におけるチェンソー活動は、石仏の道上部の登山道周辺に倒れているヒノキの処理（1年程度）に変更します。
6. 里山保全推進員養成講座 第6回（最終回） 支援メンバー確認。
7. 3月21日（土）BBQ大会 車と買い出し、山本さん、倉田さん、馬渕さんにお願いします。
8. 4月26日（日）総会後の野草の天ぷら 車と買い出しメンバーは4月11日（土）役員会で決める。
9. さともりへ「令和2年度森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係わる採択申請書」を今月末迄に提出。
***次回役員会*** 4/11日（土） 10：00～12：00 私部公園管理棟2Ｆ
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