


&イベント参加者募集　助成金情報
森林づくり関連イベント等

参加者募集

助成金情報

参加者を募集している森林づくりイベント等をご紹介します。内
容が変更になることがありますので、参加を希望される場合は、
必ず主催団体にご確認ください。

森林づくり活動や、団体運営に役立つ助成金情報をご紹介します。
申請される場合は、必ず事前に募集団体にご確認ください。

環境問題の取組の一環とし
て 荒 廃 竹 林 の 整 備 活 動 を

行っています。昼食に石窯で焼いたピザを
ご馳走します。
●活動場所：木津川市内
●�活動日：毎月第 2土曜日（ただし 7、8月
は休み。次回は 9月 14 日）

●活動内容：放置竹林の整備
●�集合時間・場所：9時半に木津川市加茂
支所前集合（JR 加茂駅下車、西口より徒
歩 3分）

●参加費：無料　
●�申込・連絡先：毎月第 2木曜日までにお
申し込み下さい。
NPO 法人・加

か

茂
も

女
め

TEL：0774―76―4144（留守電吹き込みＯＫ）

木津川市
放置竹林を整備しよう

瀬戸内海の環境保全、再生、創造
に関する活動を助成します。京都

府内の、瀬戸内海に流れ込む河川の流域を含む地
域の活動も対象となります。
●�助成対象事業
（１）植樹助成　①市街地の防火林、学校林など
都市の緑化に貢献する植樹　②水道や漁業資源
を守ることを目的とした植樹　③海岸、河川敷、
山火事、牧場跡地などへの植樹
（２）環境教育等助成　※原則として大学や研究
機関やこれらと協働したプロジェクト対象。
①環境教育分野　②希少植物対策分野

●�助成対象団体
　NPO、PTA、学校等、個人
●助成額
　1事業あたり原則として10～ 200 万円
●締切
　毎月末日（申込書は随時受付）
●連絡先�
瀬戸内オリーブ基金事務局
E-mail：info@olive-foundation.org
FAX：0879-68-2912

毎月末
締切

NPO 法人瀬戸内オリーブ基金
助成金

「客観的な視点を取り入れた組織
基盤の強化」をテーマに、環境分

野の NPO を支援します。
●�助成対象団体
環境問題の解決に取り組む NPO・NGO（NPO�
法人・任意団体・財団法人・社団法人など）
（条件あり）
●助成対象事業
第三者の多様で客観的な視点を取り入れた組織
基盤強化の一連の取り組みを最長 3年まで応援
●助成金額
1団体への上限 200 万円
●募集概要
http://panasonic.co.jp/citizenship/pnsf/
からダウンロード
●応募期間
7月 16日（火）～�7 月 31日（水）必着
●連絡先
特定非営利活動法人�地球と未来の環境基金
（美濃部・木村）
TEL：03-5298-6644

7/31（水）
まで

Panasonic  NPO サポートファンド
2013 年 環境分野助成事業

希少な生きもののすみかや、美し
い自然を未来の子どもたちへ残し

ていくため、地域のトラスト活動を支援します。
●�対象となる活動
土地の購入・借地費用、トラスト団体の立ち上
げにかかる費用、トラスト地に係る維持管理費
用、看板・柵・歩道等の整備費用、ＰＲ用パン
フレット等の作成費用
※土地の取得を含まない活動は対象外
●�助成対象団体
非営利で、地域に根ざした活動を行っている法
人格のある団体（条件あり）
●�助成金額
1件につき上限 800 万円
●�申請書類・申請方法
http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html
からダウンロード
●�締切日
8月 20�日（火）必着
●�連絡先
　（公社）日本ナショナル・トラスト協会　助成金係
TEL：03-5979-8031

8/20（火）
まで

（公財）自然保護助成基金・（公社）日本ナショナル・トラスト
協会 2013 年度 ( 第 9 期）ナショナル・トラスト活動助成

スギ・ヒノキの放置人工林を間伐し、明るい、生態系の保た
れた豊かな森の再生を目指します。

●活動場所：和束町�　●活動日：7月28日（日）10時頃～16時頃
●�活動内容：活動場所の下見・調査、計画についての話し合い（「わづかまち
づくりびと交流サロン」の一環として開催）
●集合時間・場所：10時前に和束茶カフェ（和束町白栖大狭間35）
●参加費：無料�
●申込・連絡先：7月 26日までに下記までお申し込み下さい。

「和束町で豊かな森をつくろう」プロジェクトチーム　
E-Mail：inst.biodiversity@gmail.com
TEL：090-3973-0296（西本・留守電吹き込みOK）

和束町
放置人工林を豊かな森へ

里山ねっと・あやべ、綾部市、京都府中丹広域振興局、綾部市
観光協会、京都大学大学院農学研究科・秋津研究室、半農半Ｘ

研究所が連携して行っています。これからの生き方、働き方、暮らし方のヒント
を探しに綾部へおいでください！　［詳細 http://ayabesatoyamacollege.net/］
● 2013年度のプログラムの一部
・8月17日（東京）＝人生探求学科（立命館大学と共催）
・9月21日～ 23日（綾部）＝ローカル社会起業学科
・10月12日～ 14日（綾部）＝交流デザイン学科
・11月23日～ 24日（綾部）＝ローカル情報発信学科
・2月1日～ 2日（綾部）＝里山生活デザイン学科「冬編」

●申込・連絡先：里山ねっと・あやべ　綾部里山交流大学事務局
TEL：0773-47-0040　FAX：0773-47-0084

綾部市
綾部里山交流大学　受講生募集

桜・椿・新緑・紅葉が素晴らしい「みささぎの森」
で里山づくりをしています。果樹の植え付け、水路

の整備、ミツバチの飼育などに取り組んでいます。
●�活動場所：みささぎの森（京都市山科区、地下鉄東西線御陵駅2
番出口から徒歩10分）
●�活動日：原則として毎月第 2、第 4日曜 10 時頃～ 15 時頃
●活動内容：里山整備
●集合時間・場所：10時にみささぎの森
●�参加費：100円（保険代）
●�申込・連絡先：下記まで事前にご連絡ください。

NPO 法人ビオトープネットワーク京都　
TEL：075-531-7915
FAX：020-4667-8027(D-FAX)
E-mail：bionet@jca.apc.org
又は�TEL：090-7886-8091（奥田）

京都市
山科区

みささぎの森にて里山実習

京都府立植物園内に自然
生えしている植物で正し

い採集、保存の方法を学びます。
●�開催場所：京都府立植物園　植物園会
館 1階展示室

●�内容：植物の正しい採集・保存の方法
の学習

●開催日：7月 21 日（日）午前、午後
●対象：小・中学生・親子�各回予約30組
●�申込・連絡先：往復はがきに住所、氏
名、学校名、学年、連絡先を明記の上、
7月 12 日（金）までに下記あてにお送り
ください。
京都府立植物園　
〒606-0823　京都市左京区下鴨半木町
TEL：075-701-0141

京都府立
植物園

植物の正しい採集・
保存の方法を学ぼう    

    
毎

月第 2 土曜

    
    

  7

月 28 日（日）

    
 毎

月第 2・4日曜

    
    

    

7 月21日（日）

【情報募集！】森林づくり関連イベント、助成金情報のページに掲載を希望される方は、当協会事務局あてにご連絡ください（連絡先：4ページ下参照）。
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京都モデルフォレスト協会 平成 25 年度 定時総会
5 月 21 日（火）、京都ガーデンパレスにおいて定時総会を開催しました。

　柏原康夫理事長は、開会挨拶で、森を守り育てるという京都からの情報発信が

全国に広がっており、今後もモデルフォレスト運動が発展するよう、協力の呼び

かけをされました。

　京都府の山下晃正副知事からは、平成 28 年度全国育樹祭の京都府への誘致に

向けた、モデルフォレスト活動に対する期待の言葉をいただきました。

　その後、只木良也氏を議長に選出し、平成24年度の決算、役員の選任が承認され、

平成 24年度の事業および平成 25年度の事業計画・収支予算が報告されました。

総会に続く講演では、小澤普照様にご講演いただきました。

●出された質問と回答
Ｑ�北海道の下川町（下記の講演要約参照）と連携して、何か具体的な事業をする案はあるのか。
Ａ�下川町とは、8月 6日にモデルフォレストパートナーズ協定を締結する予定。下川町は国
際モデルフォレストネットワークに参加する予定にされており、今後、連携して活動して
いく。

Ｑ �25 年度に会員拡大業務を強化するとのことだが、どれくらいの人数や活動を考えている
のか。
Ａ�自然体験ツアーや府民モデルフォレストDay、モデルフォレスト推進大会の開催など府民
参加型の事業を増やすことで、少しでも会員増に繋げていきたい。

　総会後に開催された理事会において、柏原康夫理事が理事長に選任されるとと
もに、安成哲三理事並びに山下晃正理事が副理事長に新たに選任されました。

京都モデルフォレスト協会理事長・柏原康夫氏

小澤普照氏

講演 「京都府の森林・林業、モデルフォレスト運動への期待」
小澤 普照 氏（当協会顧問、元林野庁長官）

〈要約〉　
　平成 14 年の暮れに京都府知事に「これからはモデルフォレ
スト運動の時代だ」と話をしたところ、すぐに京都流のモデル
フォレスト運動推進に向けた活動が始まった。ユニークな企業
や、大学が 50 もある京都では、企業・大学・自治体の支援に
より地域フィールド設定による森づくり活動とイベントの活
発な実施が特徴となっている。今後は京都という地域内協働
から、国際協働を含む地域間協働への展開が期待される。また、
人材育成と活動力の強化が必要。ボランティア層のレベルアッ
プや、学生層や子どもが参加できるよ
うな舞台装置が求められる。
　森林・林業にモデルフォ

レスト活動が加わり変化が起きるというところにロマンの予感がする。北海
道下川町は人口 3700 人、町の 9割が森林。下川町は林業で地域活性を図っ
ており、森林組合への就職には 30 人以上が待機している。他の地域でも、
新潟県十日町市・竹所の古民家再生プロジェクト、埼玉県飯能（はんのう）
市のカヌー工房など、興味深い取組を行っている地域がある。カヌー工
房では若者が活動に参加しており、今後の発展が期待される。
　地域協働の推進と人材育成が自分のロマンだが、皆さんも自分自身
の夢を持ち続け、行動を起こしていって欲しい。
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チーム以森伝心は、京都モデルフォレスト運動を推進し、京都の森林づくり活動を広げていくためのサポータークラブです。
今号では、もっと森林に親しむ人が増えればいいな、という思いから、チーム以森伝心メンバーが皆様におすすめの「お気
に入りの森林」、森林がもっと楽しくなる「森林で出会える生きもの」をご紹介します。

発行：公益社団法人 京都モデルフォレスト協会
〒 602-8054　京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町 104-2　府庁西別館内
TEL ＆ FAX　075-414-1270　　E-mail　kyomori@kyoto-modelforest.jp　　URL　http://www.kyoto-modelforest.jp
2013 年 6 月発行
デザイン：自然堂（じねんどう）株式会社

入会案内資料をご希望の方は、ご連絡ください。

森
も

林
り

の楽しみ方

私のお気に入りの森林
…京北吉野山自然観察の森…

森林で出会える生きもの
…アカタテハと初夏を彩る鳥たち ･･･

　今回ご紹介するのは、2011

年7月からビオトープネットワー

ク京都が始めた「みささぎの森」

里山作りにおいて、2012 年度

に事例見学会で伺った京北上黒田

の井本さん所有の吉野山です。

　井本さんは放置されていた雑木

林を譲り受け 2003 年から一人

でコツコツと整備され、現在山桜

を中心とした広葉樹林と赤松林の

保護を行っていらっしゃいます。

　井本さんの森林は、春には約千

本ある桜で山全体がピンク色に、秋には紅葉で山全体が錦に

輝きます。

　また山に沿って桂川の源流が流れ、

夏には水遊びやキャンプも行われ、

夏から秋にかけて 500 人程の子供

たちが訪れているということです。

　こちらは申し込んで許可をいただ

ければ入山可能ですので、ご興味の

ある方はぜひ一度見学に行ってみて

ください。

連絡先  井本寿一さん 

自宅 TEL/FAX 075-856-0137

［奥田 智子］

　山の少し開けた陽の当たる草地にはイラクサという植

物がよく生えている。イラクサは群生するので見つけや

すい。その草の上

の 葉 が 丸 く 閉 じ

ている事がある。

そーっと中を覗い

てみると小さなケ

ムシがいる。少し

とげとげしいが、

これは刺さない、

アカタテハの幼虫

だ。このケムシは

タテハの仲間であ

り飼育観察すると

面白い発見がで

きる。

　夏の鳥もさ

えずりを始め

ているが、ホ

トトギス、ツツ

ドリは初夏を彩る

鳥だ。夜、窓を開けて寝ていると山に鳴きながら飛んで

いく声が聞こえることがある。ホトトギスの鳴き声はご

存じ「テッペンカケタカ」だ。

［小泉 昭男］

井本さんの森林

吉野山に沿って流れる
桂川の源流

イラクサの葉

上／中を開けて
みると ･･･ アカ
タテハの幼虫
左／将来はこん
なに綺麗なチョ
ウに。

事務局からのお知らせ
活動報告 今後の予定

● 5 月 3 日（金）～ 5 日（日）　
　新緑祭を開催（府民の森ひよし）
● 5 月 21 日（火）　
　平成 25 年度定時総会を開催
　（京都ガーデンパレス）

● 7 月 6 日（土）、7 日（日）10 時～ 15 時頃（予定）
　 森林ボランティア団体「フォレスターうじ」、京都府立大学「森なかま」とともに「京

都大作戦 2013」にて緑の募金活動（京都府立山城総合運動公園）
　お近くの方は、ぜひのぞいてください。
● 7 月 30 日（火）　
　 「京都緑のこどもサミット」、「緑化運動・愛鳥週間ポスターコンクール」表彰式を

開催（京都御苑、府民ホール（アルティ））　
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