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　先日、愛知県で40年ぶりに開催された第70回全国植樹祭に参加しまし
た。今回の植樹祭は、令和になり新天皇陛下初の地方公務ということもあ
り、林業関係者以外からも大変注目されていました。陛下の負担軽減のた
めしばらくなかった「お言葉」も復活しました。天皇陛下自ら森づくりについ
ての積極的な発言をされたことは、私たちにとっても大変力強い支えにな
ると思いました。また、新皇后陛下雅子様のお元気な姿も見られ、お手植え・
お手撒きのときに補助のガールスカウトの子どもたちとお話しになっていた
姿が大変印象的でした。
　森林環境譲与税や森林経営管理法など、森林保全についての国の環境
も整ってきていますし、これからますます活動に磨きをかけたいと思います。
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平成31年度事業の概要を紹介します!

も整も整も整も整も整も整も整も整も整も整も整も整も整も整もも整も整ももも整も ってってってってってってってってってってってってってってってってっててってってってきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきててきてきてきてきていまいまいまいまいまいまいまいまいいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいますしすしすしすしすしすしすしすしすしすしすしすしすしすしすしすしすしすしすしすしすし、こ、こ、こここ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、これかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかからまらまらまらまらまらまらまらまらまらまらまらまらまらまらまらまらまらまらまらますますますますますますますますますますますますますますますますすますますますす す活す活す活す活す活す活す活す活す活す活す活す活す活す活す活す活す活す活すす活す活動に動に動にににににににににににににににに動にに動に磨き磨き磨き磨き磨き磨き磨き磨きき磨き磨き磨き磨き磨き磨き磨き磨き磨き磨ききをかをかをかをかをかをかをかをかをかをかをかをかをかをかをかをかをかをかをかをかをかけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたたいといといといといといといといといといといといといといといといといといといといといと思い思い思い思い思いいいいいい思い思いい思い思い思い思いいい思い思いますますますますますますますますますますますますすすますますすますますますます。。。。。。。。。。。。。も整ってきていますし、これからますます活動に磨きをかけたいと思います。
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平成31年度事業の概要を紹介します!
　平成31年6月16日（日）、愛知県民の森「モリトピア愛
知」第1会議室で第19回定時総会を開催し、平成30年
度事業報告及び収支決算、平成31年度事業計画及び
収支予算案等のすべての議案が承認されました。
　そこで、平成31年度事業の概要について下記に紹介
します。
　（なお、本会では2019年5月1日以降も「平成31年
度」を採用し、来年度から「令和2年度」とします）

　個人会員の有志で結成さ
れた森林ボランティア活動で
す。主に11月から3月の週2
回（水曜日と土曜、日曜日の
いずれか）、本格的な森林整
備（間伐等）を行います。
　新規参加者募集中です。

②プリティフォレストクラブ活動
　豊川市平尾町内で里山
再生活動を行っています。
子どもたちが、楽しく遊びな
がら森林環境を学べる場と
して整備中です。
　個人はもちろん団体での
参加も大歓迎です。（関連
イベント4ページ参照）

⑤ウッドパーク平尾活動

　設楽町西部の段戸裏谷原
生林「きららの森」に隣接す
る国有林内で、平成13年度
から落葉広葉樹を中心とし
た自然林の再生活動を行っ
ています。　
　作業は樹木の毎木調査や
除伐等を行います。

③穂の国みんなの森活動

　豊橋市東部の石巻山に近
い国有林内で、平成23年度
から常緑広葉樹を中心とし
た自然林の再生活動を行っ
ています。研修生や団体企業
会員の皆さんと毎木調査、下
刈り、除伐を中心に作業を行
います。

④穂の国石巻の森活動
　森林整備体験を通じて、
東三河地域の森林の現状
と課題を知り、森林保全に
も貢献できる初心者向けの
森林整備体験講座です。
　個人はもちろん団体での
参加も大歓迎です。

● 森林整備活動
①はじめての森づくり体験講座
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　森林地域の自然や自然資
源の良さを実感してもらうた
め、自然観察会を三河生物同
好会と連携して開催します。
本年度は、面の木原生林（設
楽町、豊田市）の自然観察会
を、 開催予定です。（4ページ
参照）

②森に親しむ事業

　企業・団体の社員(職員)向
けに行う研修事業に対して、
㈱WABISABIと連携しなが
ら、森林空間ならではの多彩
な研修プログラムを提案し、
サポートします。

⑥企業研修サポート事業

　愛知県内で開催される各
種イベントで、ブースを出展
して幼児でも簡単に作成す
ることができる木工教室を開
催し、木材の良さを伝える活
動を行います。

③木育推進事業

　㈱サン･カンパニーの全面的な協力のもと、東三河
地域の各所に会の活動がラッピングされた自動販売機
を設置し、森林保全の大切さをPRします。（この自動販
売機の売り上げの一部は会に寄附されます）

②寄付型自動販売機「森づくりベンダー」
　を活用した啓発活動

　会の活動や東三河地域の森林の魅力を情報発信す
る機関誌「フォレスト」Vol.104～vol.106の発行と
Vol.107の編集を行います。

③機関紙「フォレスト」の発行

　企業・団体が行う森づくり
活動や森林活用に対して、作
業指導やイベント企画、講演
等を行います。
　また、このサポート活動を
通じ団体企業会員の拡大、
連携の強化を図ります。

⑤森づくりサポート事業

　豊川市内の小学校の野外
活動を森林インストラクター
会‘愛’や設楽町のボランティ
アガイド、愛知森林管理事務
所等と協働で支援します。
　また、小中学校、高等学校
に出向き森林保全の重要性
を伝える出前事業を関係機
関と連携して実施します。

● 環境教育活動
①森林環境教育支援事業

　豊橋木材商工協同組合と連携して、木材の利用拡大
のPR活動を行います。

● 森づくりPR・サポート活動
①木材の利用拡大事業

　会員間や他団体との交流･情報交換と会の活動報
告も兼ねた交流会を、第19回定時総会後に愛知県民
の森で開催します。

● その他の活動
①定例交流会の開催

　森林情報センター構想プ
ロジェクトチームにより、具体
的なプランを作成、提言しま
す。
　また、森林情報センター構
想が、東三河地域で実現する
気運醸成を図るために、セミ
ナー等を開催します。

①森林情報センター構想の推進
● 政策提言活動

　ブログ、フェイスブックページを活用し、活動の状況
やイベント情報を頻繁に情報発信します。また、新ホー
ムページを2019年7月から公開します。

④SNSを活用した活動等の情報発信

　愛知県が勤続2年目の職員を対象に行っているNPO
への職場体験研修で、研修生の受入れ機関として3名
の職員を10月下旬～11月上旬に受け入れます。
　また、大学生のインターンや研修の受け入れも積極
的に受け入れます。

②研修生の受け入れ

　愛知県が推進している東三河生態系ネットワークと
新城設楽生態系ネットワークに参画します。

③生態系ネットワーク協議会への参画
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▲川の上を走る飯田線

　大洞山を今までは「だいどうさん」と呼んでおり、今
回初めて「おおぼらやま」と読むことを知った。この間
違いは高校生の時以来だから50 年近くしていたことに
なる。高校生の時、飯田線を使って城西まで来て、大
洞山の下をうろうろしたことがあった。その時の目的は
シロヤマシダとメヤブソテ
ツだった。豊橋からはたい
へん遠い場所で、朝一番
の飯田線に乗った。城西
は飯田線と秋葉街道が行
きあうところである。その
飯田線はこの地域ではた
いへん苦戦しており、トンネルでやり過ごしたり、川の
上を走ったりする。今、豊橋からバスで来る時には秋葉
街道を使う。それにしても現在はここも浜松市だ。今
回の講師は熊谷先生だっ
た。
　秋葉街道にある道の駅
「花桃の里」で休憩を取っ
たのち北に向かう。旧竜
山村の瀬尻には段々畑の
茶園がある。大変急な斜
面で、高低差が 100ｍあ
り、下から見た感じでは
一段一段は狭い。お茶の
木が一列しか植わってい
ない段もあるという。石
垣だけが目立ち、その間
から緑の葉が顔を出しているといったところか。前には
天竜川があり、標高はほとんど天竜川の高さだ。これ
だけの段々畑だと代々作られた歴史的なものと考えて
しまうが、まだ健在の個人の方が積み上げたということ
だった。
　城西駅からは大洞山が
目の前に見える。険しい
山容で、頂上部には岩が
出ている。岩の周辺は落
葉樹でできた林らしく、現
在は紅葉が進みつつある
ようだ。道沿いにも岩場はあり、そこにはハコネシダや
サジラン、ミツデノウラボシなどの着生植物が見られる。
中でもアオネカズラは太い緑色の根茎が美しい。これ
は冬に葉を展開し、ちょうど今が葉を出す時期だ。オシャ
クジデンダもあった。これは葉の形がアオネカズラに似
て羽状に深く切れ込んでいる。ただ木に着生し、葉は

夏に展開するという違い
がある。道沿いにはキッ
コウハグマ、アキノキリン
ソウ、ヤマシロギクなどの
花が見られた。特にこの
地のヤマシロギクは葉柄
がないなどの特徴があり
アキバギクと呼ばれているということだった。山道にか
かるとスギーヒノキ植林が目立ち、林内は暗くなった。
豊橋から遠隔の、特に北に来ると気温は低くなると思っ
てしまう。しかし、この一帯には湿気があり、暖かい環
境ではないだろうか。
　暖かい環境である証拠はいろいろある。シダ植物で
はオオバノオハチジョウシダやクリハランが分布してい
る。また、ヤブミョウガやカラスザンショウなども見られ
た。これらは渥美半島に分布する植物だ。そしてここ
ではカビゴケを見た。生きた木の葉に着生するコケ植
物で、暖かく湿気がある環境に見られる。熱帯のジャ
ングルで見たことがある植
物である。この地域は調
査すれば色々な新しい発
見がありそうである。高
校生の時目指したメヤブ
ソテツはまだ見てない。

穂の国自然観察穂の国自然観察 ｢大洞峡｣

中西　正

その１４
三河生物同好会と穂の国森づくりの会が共催して
開催してきた自然観察会の様子を紹介します

大洞峡自然観察ハイキング 2007.11.4

▲ハコネシダ

▲カビゴケ

▲大洞山

▲瀬尻の段々茶園
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場　所 ： ウッドパーク平尾（豊川市平尾町）
　　　（詳しい場所は、お申込み後にご案内致します）
集　合 ： 午前10時にウッドパーク平尾（駐車場有り）
解　散 ： 正午にウッドパーク平尾
対　象 ： どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
定　員 ： 20名（申込み順、ただし会員優先）
参加費 ： 無料
内　容 ： 今年1月に植樹をした区域の草刈り作業。
持ち物 ： 軍手、飲料など
服装等 ： 作業時は長袖と長ズボン（虫さされ防止）
その他 ： 小雨決行です。（雨具、長靴をご持参ください）
申込み ： 参加希望者全員の住所、氏名、電話番号を事務
　　　　局へご連絡下さい。

共　催 ： 三河生物同好会
場　所 ： 設楽町及び豊田市
集　合 ： 午前8時に豊橋信用金庫 駅前お客様相談所前
解　散 ： 午後5時に豊橋信用金庫 駅前お客様相談所前
対　象 ： どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
定　員 ： 40名（申込み順、ただし会員優先）
参加費 ： 3,000円
内　容 ： 紅葉の面の木原生林を歩きながら、自然を観察
　　　　します。
持ち物 ： 昼食、飲料、雨具など
その他 ： 小雨決行です。
申込み ： 参加希望者全員の住所、氏名、電話番号を事務
　　　　局へご連絡下さい。

私たちと一緒に森へいきませんか？
穂の国森づくりの会会員大募集！!
http://www.honokuni.org/

会の趣旨にご賛同いただき、年会費1口以上ご負担いただきますと、どなたでも
会員になることができます。
会費：個人会員1口 ・ 3,000 円／団体企業会員1口 ・ 12,000 円
入会に関するお問合せは、穂の国森づくりの会事務局まで
Tel. 0532-55-5272   E-mail／honokuni＠honokuni.org

紅葉の面の木原生林
自然観察ハイキング

イベント
インフォメーション
イベント

インフォメーション
会員の方はもちろん、会員のご家族やご友人等どなたでも申し込み可能です。
参加ご希望の方は、申し込み方法等をご確認の上、穂の国森づくりの会事務局までご連絡下さい。
E-mail honokuni@honokuni.org FAX0532-55-5276 TEL0532-55-5272  

9月29日（日）9月29日（日） 11月4日（祝）11月4日（祝）

企業の森づくり応援します！
森づくり活動に取り組む企業・団体を積極的に応援しています。

様々なご要望に応じて応援させていただきます。
穂の国森づくりの会事務局お気軽にお問合せください。　
Tel.0532-55-5272　honokuni@honokuni.org

● 森林整備の計画づくりや作業指導
● 作業道具の貸し出し
● 森林を活用した社員研修や環境教室
● 愛知県産の木材を活用したイベント等

森づくりベンダー新規設置のご紹介

設置にご協力いただきありがとうございます。

設置協力企業名 

サーラｅパワー㈱ 東三河バイオマス発電所
（豊橋市新西浜町）

設置場所

大切に活用させていただきます。
ありがとうございます。

ひまわり農業協同組合様より
金 5,916円

寄付をいただきました。

株 式 会 社  中 澤
〒441-8001 愛知県豊橋市野田町字野田317番地1
【設計部（本社）】

TEL.0532-31-1899 FAX.0532-31-1895
〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島60番地2
【木材部】

TEL.0532-54-5658 FAX.0532-54-5659
●E-MAIL  info@kk-nakazawa.com　●ホームページ  http://www.kk-nakazawa.com

ウッドパーク平尾
秋の里山づくり育樹祭

林ステンレス工業㈱ 豊川市一宮町
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