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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竹伐りチーム活動（ゆうゆうの森南側）
今日の竹伐りチーム活動は、寒さが緩んだためか15名
と多人数が参加された中、ゆうゆうの森南側で竹林整備
を行いました。新しい方も多く急傾斜での竹伐りに挑戦さ
れました。 写真右：2/15（火） ゆうゆうの森南側にて

講演会 演題：大阪の里山保全活動

活動地巡視清掃ハイキング

倉治公民館で、栗本修滋氏（大阪府森林組合代表理
事組合長）の、「大阪の里山保全活動」の講演を拝聴しま
した。受講者は総数42名でした。里山のイメージ、里山か
らの贈り物、ボランティアに必要な知識など、新しい切り
口のお話は各方面高評価で、今後のボランティア活動に
役立つと思われます。 写真左：2/19（土） 倉治公民館
にて

この日の活動地巡視清掃ハイキングは、会員が７名、
一般参加者５名で、さえずりの道～セミシグレの小径～
交野山～ふれあいセンタ―～せせらぎの道のコースを
回りました。途中ふれあいの里駐車場のゴミ拾いも行い、
今回は大量のごみを拾うことになりました。 写真右：
2/24（木） 交野山山頂観音岩にて

若竹伐り（石仏の道北側）・他
19名で竹炭焼き、拠点地周辺の整備、昨日の源氏の
滝不動尊ヒノキ植林地のヒノキを覆うエノキの伐採の残
り、ナメコのホダ木採取と若竹伐り（三ノ谷、四ノ谷）を行
いました。 写真左：2/27（日） 石仏の道北側（四の谷）
にて

会 費 納 入 の ご 連絡
会員の皆様 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27日（日）までと致します。 会計：山本

№6 倉 庫 下 屋 完 成
№6倉庫下屋が、主に金曜広場のメンバーにより作られ完成しました。
入口側は大型の道具と竹や材木の置き場で、奥は物置になっています。

令和4年 2月 ～ 3月 活動報告
活動日 人数
活 動 実 施 内 容
作業地
2/13（日） 7名 曇りのち雨 ・第109回クラフト教室
山手集会所（東倉治）
2/15（火） 15名 晴れ ・竹伐りチーム活動（竹林整備）
ゆうゆうの森南側
2/19（土） 18名 ・午前 ・とんぼ池の土砂除去 ・拠点地周辺の整備
倉治公園
曇り
・午後：全員で講演会受講（倉治区公民館） 受講者総数42名
倉治公民館
講師：栗本修滋氏（大阪府森林組合代表理事組合長）
・里山保全推進員養成講座 第5回 里山講座生14名
拠点地6号倉庫
2/24（木） 7名 ・活動地巡視清掃ハイキング 一般参加者5名
交野山西面
晴れ
さえずりの道～セミシグレの小路～交野山山頂～ふれあいセンター～せせらぎの道
2/26（土） 10名 晴れ ・有志でエノキ伐採 （源氏の滝不動尊ヒノキ植林地）
2/27（日） 19名 ・若竹伐り ・ナメコのホダ木採取（ゆうゆうの森北側）
石仏の道北側（三、四の谷）
晴れ
・前日のエノキ伐採の残り （源氏の滝不動尊ヒノキ植林地）
・竹炭焼き、拠点地周辺の整備
拠点地
3/3（木） 17名 ・間道整備 ・ホダ木の菌打ち（拠点地、2号池西側）
間道
晴れ
・竹炭焼き ・拠点地周辺の整備 ・竹の粉砕（倉小竹林）
拠点地
3/6（日）
7名 ・竹伐りチーム活動（若竹伐り、四の谷・小鉄塔の丘）
石仏の道北側
晴れ後雨
打合せ
5名 3月 井戸端会議
作業
47名 金曜広場 2/18（12名） 2/25（12名） 3/4（12名） 3/11（10名）

令和4年 3月 ～ 4月 活動予定
活動日
3/13（日）
3/15（火）
3/18（金）
3/19（土）
3/20（日）
3/24（木）
3/27（日）
4/3（日）
4/7（木）
4/10（日）
4/11（月）
4/16（土）
4/19（火）
4/24（日）
4/28（木）

活動予定 内容 （午前7時前のNHK天気予報で午前の降水確率50％以上の場合活動中
・第110回クラフト教室 9：30～14：30 止）
・チェンソー活動 （雑木の伐採） 9：30～15：00
・金曜広場開催日（3/18, 3/25, 4/1, 4/8, 4/15, 4/22, 4/29） 9：30～14：30
・竹林整備 ・ゆうゆうの道左右の若竹刈り ・拠点地周辺の整備
・里山保全推進員養成講座 第6回（最終回）
・午後 受講生と親睦会（お弁当を食べながら） 車厳禁
・有志でチェンソー研修会 少雨開催 9：00～12：00
・活動地巡視清掃ハイキング 10：00～13：30 雨天中止
活動地＋（みはらしの道～交野山山頂～さえずりの道～石仏の道、他）
・若竹伐り（らくらく新道④⑤⑥）
・竹炭焼き ・拠点地周辺の整備 ・竹の粉砕（倉小竹林）
・チェンソー活動 （立ち枯れ木の伐採） 9：30～15：00
・竹林整備 ・竹の粉砕 会計監査（午前中）
・竹炭焼き・拠点地周辺の整備
・第111回クラフト教室 9：30～14：30 （注）開催場所が変更
・竹伐りチーム特別活動（筍の処理） 9：30～11：30 ・お楽しみ
・草刈り ・水路の整備（倉庫裏、とんぼ池） ・お楽しみ
・竹炭焼き ・拠点地周辺の整備 ・竹の粉砕（倉小竹林）
・竹伐りチーム活動（竹林整備） 9：30～14：30 ・お楽しみ
第21回定期総会 ・野草のてんぷら懇親会
・活動地巡視清掃ハイキング 10:00～13：30 雨天中止
活動地＋（みはらしの道～交野山山頂～さえずりの道～石仏の道、他）

役員会報告 3月 12日開催

作業地
山手集会所（東倉治）
交野山（観音岩南側）
拠点地6号倉庫
ゆうゆうの森南側
拠点地6号倉庫
倉治公園
拠点地6号倉庫
交野山西面
2号池上西側
拠点地
らくらく新道①入口
倉小竹林
拠点地
拠点地6号倉庫
ゆうゆうの森南側他
倉治公園
拠点地
ゆうゆうの森南側
拠点地
交野山西面

3/12現在の会員数 100名
1. 会長のひとこと： 春本番の様な陽気ですが、ウクライナの問題やコロナが気になります。
4/24（日）第21回定期総会の資料作りを私を含め村上さん、藤田さん、山本さん、で行っていますが、
他の役員の方々にもお願いをする事があると思いますのでご協力の程よろしくお願いします。
2. 第2回里山を考える研究会（主催：大阪市立大学付属植物園） 岡村さんがＺｏｏｍ出席。近々、ユーチューブで配信。
3. 2022年度さともり活動の申請内容についての説明。
4. 倉治公園のとんぼ池について ⇒ 大雨の後に土砂が溜まる事への対応について問題提起していましたが、
今後の在り方について市の関連部署より打合わせをしたいとの意向。奥田会長、大垣さん、金川さん、が対応。
5. 里山保全推進員養成講座 第6回（最終回） 作業内容、メンバー、懇親会用弁当個数等を確認。
6. ヘルメットの置き場について ⇒ 現ヘルメットの置き場の上部に箱に保管しているヘルメットを掛けられる様にする。
他にフェイスガード付の有用性やヘルメットの耐用年数、会より補助し個人所有にする等の意見がありました。
7. 新年度の役員について ⇒ 複数の退任希望があります。自薦他薦で結構です、次期役員を募ります。
***次回役員会*** 4月9日（土） 私部公園管理棟2F
2

