


&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。

専用のロープやサドル、安全
保護具を利用して木に登るツ

リークライミングを毎月第 1 土曜日開催！　
木と触れあい、樹上からの景色を堪能してみ
ませんか？　
●活動場所：府民の森ひよし
●内容：ツリークライミング体験
●時間：10 時〜／ 13 時〜（各回 90 分程度）
●募集人数：各回 10 名
●参加費：2,000 円　
●資格：小学生以上
●�主催：事務局＝ツリークライミングクラブ
森遊隊
●�申込・連絡先：下記連絡先まで、お電話に
てお申し込みください。

　府民の森ひよし
　〒 629-0334 南丹市日吉町天若
　TEL：0771-72-1339　FAX：0771-72-0861

南丹市
ツリークライミング体験会

里山をはじめとする日本の自然環境及び景観の保全につながる公益的な活動を
支援します。

●�助成対象事業
（1）植物保護活動� � �
　��日本古来の植物種、地域固有種、絶滅危惧種等の保護・増殖等に関する公益的な活動
（2）自然保護・環境保全・環境福祉の調査・研究
　��日本の希少植物種の保護や自然景観・環境保全・環境福祉への貢献が期待できる調査・研究活動
●�助成対象：対象事業を行う団体・個人
●�対象期間：平成 26 年 4月〜平成 27 年 3月に実施を予定しているもの�
●�助成金額：1件につき上限 80 万円（総額 300 万円）
●�申請書類・申請方法：http://www.nfd.or.jp/activity/nfd-one-leaf-fund からダウンロード
●�締切：8月 31 日（土）（消印有効）
●�連絡先：公益社団法人日本フラワーデザイナー協会（担当：相川・大戸）　TEL：03-5420-8741

8/31（土）
まで

公益社団法人日本フラワーデザイナー協会　平成 26 年度　NFD one leaf fund

か せ 山 が 好 き！ ア ウ ト ド ア が 好 き！ 遊 ぶ こ と が 好 き！
ボーっとすることが好き！あそびが大好きな人であれば、

だれでも参加できる自由なプログラム。
●活動場所：鹿背山　西念寺の裏山（木津川市鹿背山鹿曲田 65）
●活動日：9月 15 日（日）11 時〜 16 時
●内容：鹿背山城址の散策、木工クラフトなど
●�集合時間・場所：10 時 40 分に西念寺（きのつバス JR 木津駅 10 時 17
分発に乗車、鹿背山下車、徒歩 10 分）
●募集人数：35 名程度　●参加費：家族参加 1500 円、一人参加 1000 円
　※小・中学生以下の参加は、保護者同伴でお願いします。
●�申込・連絡先：9 月 6 日（金）までに、お名前、ご住所、電話番号、
e-mail、ご家族の場合は参加される方のお名前と年齢、その他アレル
ギーなど配慮すべきことを、メールにてご連絡ください。

　ネイチャーファミリー　かせ山　
　事務局（たなべ）TEL：080-5707-6100　　
　E-mail：bowwzoo@gmail.com

木津川市

ネイチャーファミリーかせ山９月プログラム
 「鹿背山（かせやま）で遊ぶ！〜鹿背山城跡・晩夏編〜」

環境教育プログラム〜木と学ぼう「プロジェクト・ラーニング・
ツリー（PLT）」〜の手法を取り入れながら、参加者が身近な

自然を題材に、体験を通じた「学びの場づくり」ができるようになることを目的
とした講座です。講座修了後には PLT ファシリテーターの資格が得られます。
●�開催場所：城陽市　友愛の丘（最寄り駅：JR 奈良線「長池駅」）　
●�内容：カンキョウキョウイクの基本と実践が学べる講座
●�開催日時：9�月 22�日（日）10�時〜 18 時、
　　　　　　10�月 5�日（土）10�時�〜 6 日（日）17�時�の 3�日間
●�集合時間・場所：友愛の丘へ開催 10 分前までに直接集合。最寄り
駅からの送迎についてはご相談ください。
●�募集人数：20 名（先着順）　
●�参加費：一般　23,000�円、学生　18,000�円（対象 18 歳以上）
●�主催：京都やましろ環境教育ネットワーク
　�協力：財団法人青少年野外活動センター /地球・環境共育事務所�Earth-PAL�
●�申込・連絡先：メールにて事前にご連絡ください。京都やましろ環

境教育ネットワーク（担当　新堀・塩田）　yamakan.net@gmail.com

城陽市
カンキョウキョウイクはじめの一歩講座

蕎麦を栽培して遊休農地を保全活
用しよう！綾部の田園で農業体験と

ふれあい交流。玄そば（そばの種）のお土産を予定。
●�活動場所：綾部市物部町
●�内容：そばの種まき
●�集合時間・場所：9時 40 分に綾部市里山交流
研修センター（里山ねっと・あやべ）集合

●募集人数：30 名
●参加費：3,000 円（簡単な昼食つき）
●�主催：事務局＝里山ねっと・あやべ　
　現地受入＝下市ミツバチグループ
●�申込・連絡先：事前に、お名前、電話番号、住所、
人数、交通手段、メールアドレスなどをご連
絡ください。

　里山ねっと・あやべ
　�〒 623-0235 京都府綾部市鍛治屋町茅倉 9番地
　綾部市里山交流研修センター

　TEL：0773-47-0040　FAX：0773-47-0084

綾部市

あやべ休耕田
そばプロジェクト

府内の児童・生徒の皆さんが一生懸命に
描かれた力作を、ぜひご覧ください。
●�展示場所：イオン洛南ショッピングセ
ンター　1階　北広場
　�京都市南区吉祥院御池町 31 番地
　TEL：075-692-4560
●�展示期間：8月 9日（金）〜 8月 12 日
（月）9時〜 23 時
●�内容：入賞作品 44 点の展示
●�主催：京都府、
　（公社）京都モデルフォレスト協会
　協力：イオン洛南ショッピングセンター
●�問合先：（公社）京都モデルフォレスト

協会
　TEL・FAX：075-414-1270

京都市

平成 25 年度
緑化運動、愛鳥週間
ポスターコンクール　
入賞作品展示

8 月 3 日（土）

    
    

  9

月 15 日（日）

8 月 3 日（土）

【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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づくりレポート 放置竹林を健全な状態へ　
京都大学桂キャンパス

「京の七夕」で竹材活用
　6月 30 日（日）に京都大学桂キャンパスの竹林にて、

当協会主催で「京の七夕」放置竹林整備活動を行いまし

た。間伐した竹は、8月に開催される七夕行事「京の

七夕」（主催：京の七夕実行委員会）で使われます。

　活動 4年目となる今年は、当協会の会員企業や京の

七夕実行委員会メンバー、「京の七夕」にアート作品を

展示する学生など、10 代から 70 代まで約 60 名の方々

にご参加いただきました。最初に NPO法人京都土の

塾の皆さんに間伐作業のデモンストレーションをして

いただき、その後は班に分かれて作業を行いました。

毎年参加しているという方もおられ、怪我もなく、順

調に間伐作業を行うことができました。快晴の空の下、

参加者は爽快な汗を流しました。

　竹林は、これまで竹材やたけのこ生産のために利用され

てきました。しかし、外国からのたけのこや竹製品の輸入

量の増大やプラスチック等の代替材の普及、生産者の減少、

高齢化等により、手入れされない真っ暗な竹林が増加して

います。竹林が放置されるようになると、竹が周辺の森林

に入り込み、樹木が生育しにくくなってしまいます。また、

放置竹林では地震発生時に地すべりを起こすことが懸念さ

れています。このため、生態系の保全や災害防止のために、

放置竹林を整備し、たけのこや竹材を活用することが必要

だと考えられています。

　この日に間伐した竹材は、「京の七夕」堀川会場のアーチ

「光の天の川」で活用されます。

　かつて私たちの暮らしに役立っていた竹。行事での利用

のほか、環境負荷の少ない天然素材として、様々な活用を

進めていきたいものです。

京の七夕　光の天の川

指導員に教えてもらいながら間伐を実施

8月3日（土）〜12日（月）
点灯時間：19時〜21時 30分
点灯場所：堀川会場、鴨川会場にて開催。
※堀川会場に、竹林整備活動で間伐した竹材が利用されます。

主催：京の七夕実行委員会

京の七夕

（左）間伐した竹の搬出、（右）間伐した竹

詳しくは
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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、前号に引き続き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 7 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。
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の楽しみ方

私のお気に入りの森林
…綾部市古

こ

屋
や

地区　栃
とち

の木の森…
森林で出会える生きもの

…夏、大人になっていく虫たち ･･･

  樹齢を重ねた栃の木は、それ一本で一つの宇宙を形成す

るといわれます。栃の木が一本で一つの生態系を維持でき

るほど豊穣だからです。谷筋に立って見上げるとそんな栃

の大木が何本も覆いかぶさるように広がり、足元に転がっ

てくる大きな実を手に取ると、思わず縄文時代にタイムス

リップしたような錯覚にとらわれます。体に刻まれた縄文

人の DNA がそうさせるのかもしれません。この不思議な

安らぎに包まれる感覚が素敵です。

　『水源の里』で知られる綾部市古屋地区はそんな豊かな

森に囲まれた戸数わずか５軒の小さな集落です。自治会長

の渡邉和重さんを中心に６人の方々で力を合わせて集落を

守っています。住民の皆さんの高齢化が進み、毎年秋には

「栃の実拾い」のボランティアが行われます。

　京都市内からは距離があり、そう頻繁に足を運ぶことは

難しいかもしれませんが一度訪れると病みつきになる人も

出るでしょう。秋に限らず一年を通じて季節ごとに美しい

姿を見せてく

れる栃の群落

をもっと多く

の方に知って

もらえたらと

思います。

［森 稔］

　夏本番ともなると、あ

まり生きものは動かない。

暑すぎるとどうしても活

動が鈍るようだ。元気な

のはセミぐらいで、そう

いえばこんな都々逸があ

る—「恋に焦がれて鳴く

セミよりも、鳴かぬ蛍が

身を焦がす」。恋というも

のは、じっくり温めて、ほ

んのりモミジをちらすぐ

らいが本来の日本人の感

覚に合っているのかもし

れない。

　話を戻そう。虫たちは

この時期、脱皮を繰り返

す。少しずつ大人になる

のだ。草原や木の枝に脱

ぎ散らかした（？）服が掛

かっている。一つ一つ形

は違うから、どの虫が脱

いだものかを連想するのも面白いかも。じっくり探してみよう。

［小泉 昭男］

「栃の実拾い」の様子

上からバッタ、カマキリ、キリギリス

※�以森伝心第 21 号にて、植物写真のキャプションを事務局で「イラクサの
葉」と付けさせていただいておりましたが、正しくは「イラクサ科のカ
ラムシの葉」でした。お詫びして訂正いたします。

事務局からのお知らせ
活動報告 今後の予定

7 月 6 日（土）、7 日（日）　　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」（京都府
立山城総合運動公園）にて緑の募金活動を実施。
皆様の御協力により、152,964 円の募金が集
まりました。有効に活用させていただきたいと思
います。ありがとうございました。

8 月 9 日（金）〜 8 月12 日（月）
平成 25 年度緑化運動、愛鳥週間ポスターコンクール　
入賞作品展示
イオン洛南ショッピングセンター　1階　北広場にて。
詳しくは 2 ページをご覧ください。
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