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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里山保全推進員養成講座 第１回
雨天にもかかわらず受講生１２名が参加され、午前中
は集会所で座学が行なわれ、午後は雨が降っているため
活動地の探索は次回に延期されました。今年度は講座の
開催前に倉治区の掲示板等に、会員募集のポスター、里
山講座のちらしやゆうゆう会のポスターによる宣伝をした
こともあり、倉治区から８名もの参加がありました。ゆうゆ
う会の先行きに希望の光がともった感じがあり嬉しい限り
です。 写真右：10/17（土） 滝町集会所（東倉治）

”フォレスターうじ”と交流会開催
宇治の里山保全活動ボランティア「フォレスターうじ」か
ら１１名の参加を頂き、ゆうゆう会から１２名で双方の成り
立ちと問題点等を話し合いました。簡単な説明の後活動
地を見て回り交野山山頂まで足を伸ばしました。拠点に
戻ってからいろいろと話合いまし、どこも高齢化が悩みの
種の用です。同時にクラフト教室の作品も沢山倉庫内に
展示し見て頂きました。 写真左：11/1（日） 石仏の道奥
にて
倉小森林体験学習（竹伐り）
１１／５（木）、６（金）倉治小学校５年生（１１３名）に対し
て竹伐りとクラフトのチームに分かれ２日間それぞれの体
験をしました。竹の間伐は倉治公園から少し離れた竹林
で、竹を伐って伐った竹の長さを計ったあと、竹の枝を
伐って４mの長さに切り積み上げて整理しました。みどり
ネットからも９名の支援がありました。
写真右：１１／
６（金）の竹伐り風景

倉小森林体験学習（クラフト）
好天に恵まれて倉治公園で自分達が伐った竹を使い、
それぞれ楽しく自分の希望する作品を作りました。鉈や
ナイフに不慣れなため難しい面もあったが、少しづつ慣
れ来てそのうちに要領よく作業を進めていました。 写真
左：１１／６（金）のクラフト作り風景

門 松 作 り 案 内
今年度も、ミニ門松作りを行います。要領は下記の通りです。
日時：１２月２５日（金） ９：００～１４：３０ 雨天決行
場所：拠点No．６倉庫 材料費：３００円（１個）
（材料の確保が困難なため、一応各自１個の申込みとします）
申し込みは活動日又は岡田さんへ 自宅：８９１-７９７３ 携帯：０９０-４３０７-６６９５
材料の準備の都合上、１２／１９（土）を〆切りにします。

令和2年 10月～ 11月 活動報告
活動日 人数
活 動 実 施 内 容
作業地
10/11（日） 8名 晴れ ・第99回クラフト教室
山手集会所（東倉治）
倉治公園斜面、桜の仮植地
10/17（土） - ・草刈り ・ゆうゆうの道（拠点地上）の竹伐り
雨天の為中止
5名 ・里山保全推進員養成講座 第1回 雨天の為午前の座学で終了
滝町集会所
10/18（日） 10名 晴れ ・秋の植物観察ハイキング （交野高校より3名参加）
交野山西面
10/20（火） 9名 晴れ ・竹伐りチーム活動 （侵入竹の除去「さともり対象」）
石仏の道奥北側
10/25（日） 22名 ・倉小森林体験の準備（初日のクラフト用の竹） ・間道の危険木伐採 倉小竹林、間道
晴れ
・竹炭焼き、拠点地周辺の整備
拠点地
11/1（日） 10名 ・竹伐りチーム活動 （侵入竹の除去「さともり対象」）
石仏の道奥南側
晴れ
12名 ・「フオレスターうじ」（宇治の里山保全ボランティア）と交流会 11名来訪 拠点地
11/3（火） 5名 晴れ ・ふれあいセンター西側広場の枯れた桜の木伐採
ふれあいセンター
11/5（木） 25名 ・倉小5年生森林体験学習支援 （竹伐り、クラフト）
倉治公園、倉小竹林
晴れ
午後 ・竹林整備 ・拠点地周辺の整備（拠点地）
ゆうゆうの森南側
・さともり地域協議会の現地視察（4か所）
石仏の道奥他
11/6（金） 29名 晴れ ・倉小5年生森林体験学習支援 （竹伐り、クラフト）
倉治公園、倉小竹林
11/8（日） 9名 晴れ ・第100回クラフト教室
山手集会所（東倉治）
打合せ
7名 11/9（月） 井戸端会議 奥田、宮北、久保井、村上、大垣、神戸、山本宣
作業
34名 10/16（9名） 10/23 （7名） 10/30（8名） 11/6（無し） 11/13（10名） 金曜広場開催

令和2年 11月～ 12月 活動予定
活動日
活 動 予 定 内 容
11/15（日） ・チェンソーの研修会 （チェンソーの取り扱い、ロープワーク他） 9:00～15：00
11/16（月） ・クラフト教室100回記念 竹細工見学及び嵐山散策ツアー
11/17（火） ・チェンソー活動 （ヒノキの倒木処理） 9:30～15：00
11/21（土） ・石仏の道北側の草刈り ・竹炭焼き、拠点地周辺の整備（拠点地）
・里山保全推進員養成講座 第2回
11/29（日） ・侵入竹の除去（さともり対象）
・ゆうゆうの道（拠点地上）の竹刈り ・竹炭焼き、拠点地周辺の整備
12/3（木） ・侵入竹の除去（さともり対象） ・草刈り（みはらしの道の一部）
・草刈り、落葉掃除 ・竹炭焼き、拠点地周辺の整備（拠点地）
12/6（日） ・チェンソー活動 ・滝不動尊護摩木採取 9：30～15：00
・いしころえんの同窓会 50～60名 （焚火の管理に当会より数人出席）
12/13（日） ・第101回クラフト教室 9：30～14：30
12/15（火） ・竹伐りチーム活動 （侵入竹の除去「さともり対象」） 9：30～14：30
12/19（土） ・侵入竹の除去「さともり対象」 ・竹炭焼き、拠点地周辺の整備（拠点地）
・里山保全推進員養成講座 第3回
12/25（金） ・門松づくり
申し込みは活動日又は岡田さんへ 1P参照
12/27（日） ・拠点地付近の清掃、拠点地への道の杭打ち、ロープ張り ・キノコの手入れ
・仮植え地の桜 1本を残して伐採
・年末懇親BBQ コロナの影響をみて判断
1/7（木） ・初出 糸吉神社参拝道清掃と安全祈願 ・竹伐り活動（石仏の道奥）
1/10（日） ・第102回クラフト教室 9：30～14：30

作業地
拠点地
拠点地集合 → 嵐山
石仏の道上部山道
モミジの植樹地、1号池跡
滝町集会所
多目的広場への道
拠点地
作業場北側、大鉄塔の丘
倉治公園
石仏の道奥
拠点地
山手集会所（東倉治）
石仏の道奥北側
石仏の道奥南側
滝町集会所
拠点地
拠点地周辺
拠点地
拠点地
未定
山手集会所（東倉治）

役員会報告 11月14日開催

11/14現在の会員数 96名
1. 会長のひとこと： 今、コロナの第3波でどんどん感染者数が増えて、恐ろし気な状況です。
11月5日（木）、6日（金）の倉小5年生森林体験学習に付いては、たくさんの方々の協力のおかげで、今年も無事に
終えることが出来ました。先生方も喜んでおられました。
2. 倉治小学校5年生113名の森林体験学習支援活動を無事に終了。
クラフト指導者が1班2名では目が届かない。作成課題を少なくし、支援者には事前に指導方法を説明する。
必要機材や備品等を担当を決めて事前準備する。より安全な道具(工具）を用意する。等の意見がありました。
3. 11月18日（水）「竹林整備におけるチェンソーの安全な使い方研修」に中岡さん、上田さん、2名が参加。
4. さともりの資金でエンジンブロアー、チェンソー替刃、ゼノアのチェンソー（40cm長）等購入。
5. 11月、12月の里山保全推進員養成講座 受講生が1名増えて13名になりました。
6. 来年度が20周年に当たるが、周年事業はどうするか？ 意見を募ります。
7. 役員の業務担当について確認。定例活動以外のチーム活動もあり役割が重複、横の連携を含め見直し要。
***次回役員会*** 12月12日（土） 10:00～ 私部公園管理棟2Ｆ
フ
ォ
11
レ
ス
月
1 交 タ
流
日 会 う
じ

ー

11
月
5
日
2

南
側
の
竹
林
整
備

ゆ
う
ゆ
う
の
森

11
月
8
日

ク
ラ
フ
ト
教
室

