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

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。
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）
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長岡京竹あそび
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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

長岡京市

放置竹林整備団体を中心に、まちづくり団体、子育て団体、福
祉団体、地元商店、企業、大学、行政などが協働で取り組む手
作りの環境イベント。１日中竹に触れ、竹で遊べます。
●会場：長岡公園（長岡天満宮の裏）
（昼）
竹リンピック、竹とうろう・竹のおもちゃ・エコキャンドルのワークショップ、
●内容：
タケノコを使った料理、地ビール祭り、駄菓子屋さん等 （夜）3000 本の竹あかり
活動紹介コーナーではボランティア相談窓口も開設。
●日時：10月12日
（土） 雨天の場合は13日
（日）
に順延。
11時～20時
●参加費：無料
●主催：長岡京竹あそび連絡協議会
共催：長岡京市
●連絡先：長岡京竹あそび連絡協議会事務局
TEL：090-6249-7447 E-Mail : info@takeasobi.net
詳しくはＨＰ 「長岡京竹あそび」で検索

森をまなぶ 森を育てる 森を伝える 「宝が池連続学習会」
第 2 回 森のしくみについて・次世代の森育てを始めるために
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京都市

身近な森を再生し、育て、未来へつないでいくための、フィール
ド実践も交えた連続学習会を開催しています。
●内容：座学（宝が池の森の特性が生きる森の管理、シカ害と野性生物管理）、
森の実態調査＆記録づくり
●時間：10 時～ 15 時 30 分
●集合時間・場所：10 時に宝が池子どもの楽園管理事務所横・ミーティングルーム
●参加費：500 円（保険料等として全 5 回分。その他、必要に応じて材料代な
どの実費。）
●対象・定員：15 歳以上の興味のある方 30 名
●主催：（公財）京都市都市緑化協会、京都府立大学・森林科学科
●申込・連絡先：10 月 5 日（土）までに下記までご連絡ください。
子どもの楽園管理事務所 野田
TEL：075-781-3010
E-mail：kanae-n@kyoto-ga.jp
（土
月2日
）
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木津川市

竹林整備で婚活

癒し効果のある竹林の中で、「竹林肥料入れ大作戦」を婚活イベントと
セットで行います。昼食に石窯で焼いた手作りピザをご馳走します。
●活動場所：木津川市内 ●時間：9 時 30 分～ 15 時
●集合時間・場所：9 時 30 分に木津川市加茂支所前集合
●参加費：500 円
●定員：男女各 15 名程度（年齢不問、独身であることが条件）
●主催：NPO 法人加茂女
●申込・連絡先：10 月 26 日（土）までに下記までお申し込み下さい。
NPO 法人加茂女 TEL：0774-76-4144 FAX：0774-76-8118

助成金情報

与謝野町

男山地区 森林ボランティア

男山八幡公園周辺森林にて下草刈、竹林改良
作業を行います。
●活動日：10 月 19 日（土）午後、20 日（日）午前のいずれか
の、都合の良い方を選んでください。
●集合場所：男山八幡公園前駐車場
●参加費：無料
●主催：男山区、与謝野町
●申 込・連絡先：10 月 15 日 ( 火 ) までに電話か FAX にて
下記までお申し込み下さい。
与謝野町役場農林課 担当 岡本
TEL：0772-43-2191（農林課直通） FAX：0772-43-2194

京都府立 「森林保全研修」
林業大学校

府民ぐるみで森林を守り育てる活動を進める
ため、森林ボランティア活動に取り組んでい
る方々を対象に、森林活動の知識や技術から、森づくり活動
の企画・立案までを学ぶ研修を実施します。
●開催場所：京丹波町、京都市、亀岡市、その他
●開催日：10 月 27 日（日）、11 月 2 日（土）、11 月 23 日（土）、
11 月 30 日（土）、12 月 14 日（土）、2 月（未定）
●募集対象・人数：モデルフォレスト運動参加企業・団体
及び森づくり活動に関心のある府民 20 名（※先着順。
原則、第 1 回から第 6 回まで連続して参加できることが
条件）
●参加費：無料 ただし保険料等については実費徴収
●主催：京都府立林業大学校
●申 込・連絡先 10 月 15 日（火）までに住所・氏名・電話
番号・活動団体等を明記の上、下記あてに FAX でお申し
込みください。
京都府農林水産部モデルフォレスト推進課
FAX：075-414-5010
詳細は、http://www.pref.kyoto.jp/kyorindai/news/
25shinrinhozenkenshu.html 参照。

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。

10/21 ( 公社 ) 京都モデルフォレスト協会 「森林・山村多面的機能発揮対策」交付金
（月）

まで

水源の涵養、山地災害の防止、生活環境の保全、生物多様性の保全等、森林の様々な機能の発揮を目的に、府
内の森林づくり団体の活動に対して交付金を交付します。

●募集対象団体：地域住民、森林所有者等地域の実情に応じた方（3 名以上）で構成する団体、地域の自治会、NPO、森林組合等
●対象活動：里山林保全活動、侵入竹除去・竹林整備活動、森林資源利用活動、森林空間利用活動
●支援期間：平成 25 年度から 27 年度までの 3 か年 ●締切 10 月 21 日（月）
●お問合せ・申請書類提出先：（公社）京都モデルフォレスト協会
TEL 075-823-0205 FAX 075-823-0170 E-mail kyomori@kyoto-modelforest.jp
来所してのご相談の場合、事前に日時をご連絡ください。
詳しくは HP「京都モデルフォレスト協会」で検索

【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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平成 25 年度緑化運動ポスター・
愛鳥週間ポスターコンクールを実施しました
緑化運動ポスター・愛鳥週間ポスターコンクールを実施し、応募点数 2,751 点
（緑化運動ポスター 1,365 点、愛鳥週間ポスター
1,386 点）
の中から合わせて 400 点が選ばれました
（最優秀賞各 2 点、
優秀賞各 4 点、
奨励賞各 6 点、
努力賞各 10 点、
佳作各 178 点）
。
7 月 30 日に京都府公館にて奨励賞以上の入賞者の皆さんを対象にした表彰式を開催し、8 月 9 日から 12 日までの期間、イオ
ン洛南ショッピングセンターにて作品展示を行いました。

最優秀賞（愛鳥週間）

最優秀賞
（緑化運動）

綾部市立中筋小学校 5 年
いしずみそら と

石角空大さん

京都市立北野中学校 3 年

京都市立神川中学校 3 年
き むらひなの

京田辺市立薪小学校 6 年

ち はら か りん

もりつね み

千原加琳さん

木村雛さん

ゆ

森恒未弓さん

児童・生徒の皆さんの作品からは、
緑の大切さや、
野鳥をいたわる気持ちが感じられました。このコンクールが、
大人になっ
てもこのような気持ちを持ち続けてもらう一つの機会になることを期待しています。

10 月から 11 月はモデルフォレスト一斉活動期間

「モデルフォレスト DAY」
先般の台風 18 号は、京都府内各地に甚大
な豪雨被害をもたらしました。自然災害の被
害を軽減する一つの方法としても、豊かな森
の保全が必要です。手入れの行き届いていな
い人工林については間伐や枝打ちをして林床
植生を回復させ、健全な人工林として維持し
ていく一方、採算が取れる見込みのない人工

モデルフォレスト DAY キックオフイベント
「森林保全シンポジウム」
●日時：平成 25 年 10 月 6 日（日）13：30 ～ 16：30
●会場：京都府立大学 大学会館 多目的ホール
（京都市左京区下鴨半木町 1-5）
地下鉄烏丸線「北山駅」下車

南へ 600m

●テーマ：持続的な森林環境の保全と市民役割
●募集対象：府民、モデルフォレスト運動参加者等（約 100 名）
●内容：①特別スピーチ
（13：30 ～ 14：50）
・カナダ・ケベック州ラバル大学森林学部

Nancy Gélinas 教授

林については、天然林に近い状態に戻し、環

・インド政府環境森林省研究研修部門担当課長 D.K.Sharma 博士

境林として保全していくことが必要です。

②パネルディスカッション
（15：00 ～ 16：30）

京都府及び当協会では、府民参加の森づ

パネリスト ・特別スピーカー

くり活動の裾野を更に拡げていくため、10
月から 11 月をモデルフォレスト一斉活動期
間「モデルフォレスト DAY」に設定しました。

・林業女子会＠丹後

矢尾

尋子

氏

・フォレスターうじ

木曽

宗統

氏

・京都府立大学

田中

和博教授

コーディネーター

元 FAO 森林資源官

樫尾

昌秀

氏

企業・団体の皆様には、この期間中に森づく

●参加費：無料

り活動に取り組んでいただきますよう、御協

●参加申込方法：京都府モデルフォレスト推進課までメール（modelforest

力をお願いいたします。併せて、キックオフ

@pref.kyoto.lg.jp）又は FAX（075-414-5010）に「氏名、ご住所、お電話

イベントとして右記のシンポジウムを開催し

番号」をご記入の上、お申込みをお願いします。

ます。皆様の御参加をお待ちしております。

●主催：京都府、京都府立大学、公益社団法人国土緑化推進機構、
公益社団法人京都モデルフォレスト協会

3

も り

森林の楽しみ方
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、
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「山の木の実を探そう」
をお届けします。

私のお気に入りの森林

山の木の実を探そう

…京都市右京区 双 ヶ丘…

…食べられる実、遊べる実 ･･･

ならび が お か

京都市街の北西部

秋が近づくと、山の樹木の実が熟し出す。ご存知、山の

に、住宅地に囲まれた

どんぐりの代表が、コナラ・クヌギなどだ。また町中にも

緑の島のように双ヶ丘

多く植栽されているアラカシ、シラカシなどは子どもが遊

があります。私はその

びによく使う。また、どんぐりでも食べられるものもある。

近くで育ちましたが、

京都御苑などでも見かけることができる、マテバシイ・ス

卒業した小学校、中学

ダジイ・ツブラジイなどは、から煎りすれば実がはじけ

校、高校いずれの校歌

てピーナッツのような味がする。エノキやムクの実は、山

にも冒頭に双ヶ丘が登

双ヶ丘

鳩や猿などが食べているのを見ることがあるが、そのまま
とって食べられる。ヤマボウシの実も赤く熟すと食べられ

場するほど地域では象徴的な存在です。
子どもの頃は時々友達と遊びに行き、中学校はすぐ麓な
ので、
校庭からシカを見つけたこともありました。その後、

る。町中の樹木にも結構食べられる実が多くあるので探し
てみるのも面白いかもしれない。

歩道や広場等が整備されましたが、いつしかほとんど行か

木の実の中には遊びに

なくなってしまいました。しかし、最近になって子どもと

使えるものも多い。ムク

一緒に行くととても楽しそうなので、新たな親しみ方を発

ロジは外側の皮にサポニ

見しています。

ンが含まれているので水
双ヶ丘は北から南へ一の丘、二

でこすれば泡立てること

の丘、三の丘と３つの頂が並んで

ができる。シャボン遊び

います。一番標高が高い一の丘

では、春に可憐な花が下

からは御室仁和寺方面に展望が

を向いて咲く、エゴノキ

開けています。南へ一旦下ると

の実も泡立てることがで

次に二の丘の登りが始まり、緑

きる。
［小泉 昭男］

の中、３つの頂を縦走できます。
散歩の方も多く、地域に親しま
れている場所と言えます。
［井上 和彦］

エゴノキの実

事務局からのお知らせ
今後の予定
● 10 月 6 日（日）
「モデルフォレスト DAY」キックオフイベント 森林保全シンポジウム
● 10 月 12 日（土）
「花背の森で 木工体験」
● 10 月 19 日（土）
竹の環 ( わ ) プロジェクト「竹林保全ボランティア」
● 10 月 21 日（月）まで 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 2 次募集
● 10 月 31 日（木）まで 緑の募金運動強化期間
● 11 月 9 日（土）
自然観察ツアー（予定）

発行：公益社団法人 京都モデルフォレスト協会
〒 604-8424
TEL ＆ FAX

京都市中京区西ノ京樋ノ口町 123
075-823-0170

E-mail

kyomori@kyoto-modelforest.jp

2013 年 9 月発行
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入会案内資料をご希望の方は、ご連絡ください。

京都府林業会館 3 階（住所が新しくなりました。）

デザイン：自然堂（じねんどう）株式会社

URL http://www.kyoto-modelforest.jp

