
 
 
 

２３年度も会員諸氏の積極的な活動をお願いします  
 

もりふれ倶楽部理事長 槇原道夫  
 
年度が改まりました。昨年度中はもりふれ倶楽部会員の皆様方には、多岐に亘るボラン

ティア活動に様々にご参加、ご支援をいただきありがとうございました。  
宍道のふるさと森林公園をはじめ、県内各地の森林の保全･維持管理に幅広く活動された

実績が高く評価され、お蔭様で中国･四国地区でも一目置かれるＮＰＯ法人に成長しました。 
平成２２年度の全国林業グループコンクール中･四国ブロック大会に、間伐普及啓発活動

を軸とした森林保全活動を発表し、最優秀賞を受賞しました。そして、平成２３年３月１

日実施の東京における全国大会でも、次席の林野庁長官賞という輝かしい賞をいただきま

した。  
これもひとえに、会員の皆様の活動の賜物であります。おめでとうございました。  
このように、２２年度はもりふれ倶楽部が事務局長をはじめとする事務局スタッフ及び

会員諸氏の懸命な努力により、飛躍的に発展した年でありました。  
２３年度も会員の皆様の積極的な活動により、さらに  もりふれ倶楽部が発展することを

願っています。  
話が変わりますが、３月１１日  日本時間午後４時頃ヨーロッパにいる息子から、慌てふ

ためいた電話がかかってきました。  大丈夫か、生きているか？  家は姿・形を保っている
か？ 何のことやらこちらがビックリ！ よく聴いてみるとヨーロッパ各国のＴＶが、早

朝から自国のＴＶ番組を全て割いて、大震災･大津波による壊滅的被害、日本は全滅した。

まさに日本沈没を放映しているとの事。ビックリして我が家のＴＶのスイッチオン。とた

んに目を覆う大惨状が次々と映像化されて視覚に飛び込んでくる。まさに人智を超える大

惨状。それにしても東日本大震災の惨状を、遠く離れた他国の住人が先に知って知らせて

くるとは！ いまや、瞬時に世界の状況を誰もが把握でき、それを共有することができる。  
まさに地球は一つ！ 人種や生活習慣の違い、国境など何の意味も無いことを改めて思

い知らされたことでした。  
自然の持つエネルギーのものすごさ、自然の驚異を改めて認識させられ、自然とのかか

わりを大切にする  もりふれ倶楽部の活動の意義を再度考えさせられました。  
本年度もよりグローバルな視点を持って、地球温暖化の歯止め、里山の生態系の維持保

全を通して、地球環境を考える活動を推進したいものです。  
 
 
 
 



 
 

１０月１２日（火））しまね森づくりコミッション出前講座  
            しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、邑南町

立日和小学校１～６年生に「森林の大切さの講義」、「ネイチ

ャーゲーム」、「森林保全作業体験」の指導を行いました。   
    指導 野田真幹  

 
１０月１３日（水）しまね森づくりコミッション出前講座           
  しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、益田市立真砂小学校３～６年

生に「森林の大切さの講義」と「木切れ工作指導」を行いました。    
 指導 野田真幹  

 
１０月１４日（木）しまね森づくりコミッション出前講座  
  しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、江津市  
立江津東小学校４年生に「森林の大切さの講義」と「木切れ工作  
指導」を行いました。    指導 野田真幹  

 
１０月１５日（金）しまね森づくりコミッション出前講座  

            しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、川本町

立三原小学校１年～６年生に「森林の大切さの講義」と「木切れ

工作指導」を行いました。    
            指導 野田真幹  

 
１０月１６日（土）第１回森の健康診断 IN 飯南町  
  鳥取・島根広域連携協働事業「森と村の学校」  
プロジェクトの一環として、「森の健康診断 IN 
飯南町」を開催しました。参加者２３名が４班  
に分かれ、自然観察等も楽しみながら、８地点  
の人工林の健康診断をおこないました。  

 
１０月１７日（日）バイオマスフォーラム IN 飯南町・県有林参加  
  中山間地域研究センターを会場に、島根県中山間地域研究センター、NPO 法人里山バ  
イオマスネットワーク主催、バイオマスフォーラム IN 飯南町・県有林が開催され、もり  
ふれ倶楽部も、NPO 活動報告をしました。  
 
１０月１７日（日）森の音楽会                 
  ふるさと森林公園の教会で、島根県緑化推進委員会  
と共同主催で、「ふるさと森林公園の音楽会２０１０」  
を開催しました。第 1 部、第 2 部、第 3 部のべ 150 名  
の方が、クラシックとジャズのコンサートを楽しみながら森への思いを深めました。

14,132 円の緑化募金が集まりました。  



 
１０月１９日（火）しまね森づくりコミッション出前講座  

             しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、奥出

雲町立高尾小学校１年～６年生に「森林の大切さの講義」と「ネ

イチャーゲーム」の指導を行いました。    
 指導 野田真幹、宮崎徳子  

 
 
 １０月２０日（水）しまね森づくりコミッション出前講座  

            しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、雲南市立寺領小学校５～６年  
生に「森林の大切さの講義」と「樹木観察」の指導を行いました。    

                        指導 野田真幹、中村正志  
 
１０月２２日（金）安来市立布部小学校対応  
  安来市立布部小学校３～４年生に対して、学校林で樹  
名板をつけながら、樹木学習の指導を行いました。この事  
業は、緑の募金の助成を得て行われています。  

指導 槇原道夫、野田真幹  
 
１０月２３日（土）～２４日（日）島根県森林インストラクター養成講座  
               島根県の委託事業、第７回島根県森林インストラクター

養成講座（秋）を実施しました。４２人の受講生は、認定

を目指して１つ１つの研修に真剣に取り組みました。  
              講師 佐藤仁志、平佐隆文、響繁則、遠藤正資、和田譲二、  
 
１０月２６日（火）しまね森づくりコミッション出前講座  
  しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、出雲市立乙立小学校３，４年

生に「森林の大切さの講義」と「ネイチャーゲーム」の指導を行いました。  
   指導 野田真幹、宮崎徳子  

１０月２８日（木）しまね森づくりコミッション出前講座  
            しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、雲南市立西日登小学校４，５  

 年生に、「森林の大切さの講義」と「ネイチャーゲーム」の指導を行いました。    
指導 野田真幹、宮崎徳子  

１０月３０日（土）第２回森の健康診断 IN 飯南町  
 鳥取・島根広域連携協働事業「森と村の学校」  
プロジェクトの一環として、「森の健康診断 IN 
飯南町パート２」を開催しました。参加者１５名  
が２班に分かれ、自然観察等も楽しみながら、  
３地点の人工林の健康診断をおこないました。  
今回は、森の健康診断の創始者である丹羽健司氏  
がゲスト参加され、出発前に、森の健康診断を始  
められた時の話や、ベースにある理念についてもお話いただきました。  



１０月３１日（日）雲南市下熊谷子供会対応  
             ふるさと森林公園学習展示館に来館された、雲南市下熊谷子  

供会の親子約５０名に、「スギの皮で紙漉き体験」と「棒焼きパ  
ン作り」の指導を行いました。   
指導 中村正志、福岡茂明、松本尚子、小林玲子、宮崎徳子  

 
１０月３１日（日）斐川町・雲南市 住民交流会  
  雲南市・斐川町住民交流化の一環として、「森林  
整備の大切さ」の話と「こけ玉づくり」の指導をさ  
せていただきました。  

    指導 伊原千里、野田真幹  
   
１１月３日（水）第３回森の健康診断  
  飯南町で第 3 回森の健康診断を開催予定でしたが、前日夕方、飯南町内で、ツキノワ
グマが人に負傷を負わせる事故が発生し、島根県と協議の結果、森の健康診断の振り返

りの会のみを、来島公民館で行いました。今までの取り組みをスライドを見ながら振り

返り、リーダーや自然観察サポーターの経験者が体験談を語りました。  
 
１１月５日（金）しまね森づくりコミッション出前講座  
  しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、  
奥出雲町立高田小学校１～４年生に「木切れ工作」５、  
６年生に「樹木観察」の指導を行いました。    

指導 中村正志、宮崎徳子  
 

１１月６日（土）東出雲町立出雲郷幼稚園対応  
             東出雲町立出雲郷幼児園の園児と父兄約 200 名に対して、事前  

の整備した遊歩道を活用したクイズを解きながらコース散策と、  
園庭でのネイチャーゲーム体験の指導を行いました。  
指導 横田和男、横田典子、野田真幹、宮崎徳子  

 
１１月６日（土）松江市北田東子ども会対応  
  松江市城東公民館イベントの中で、シイタケの植菌体験の  
指導を行いました。  

   指導 響繁則、福岡茂明、野田真幹  
 

１１月９日（火）みーもスクール  
            松江市母衣小学校６年生８０名に対して、午前午後各４０名ず  

つ、第３回みーもスクールとして、「ヒノキの和紙作り体験」指導  
をおこないました。  

              指導 中村正志、野田真幹、宮崎徳子  
 
 



１１月９日（水）雲南市立佐世小学校対応  
  島根県立ふるさと森林公園学習展示館において、雲南市立佐世小学校１、２年生  
３８名に「木切れの自然工作体験」の指導を行いました。  指導 野田あや子  

 
１１月１０日（水）しまね森づくりコミッション出前講座  

             しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、雲南市  
            立三刀屋中学校１年生に「森林の大切さの講義」と「木切れ工作  

指導」を行いました。  指導 中村正志、野田真幹、宮崎徳子  
   
１１月１３日（土）ごんべの里誕生祭  
  ふるさと森林公園内で開催された、松江開府  
４００年祭推進協議会主催「ごんべの里誕生祭」  
の中で、ヒノキの和紙づくり体験、たき火焼き芋  
の配布を実施、また、園山俊二ミニ作品展開催へ  
の協力をおこないました。  
ミニ作品展は１１月２３日まで行われ、休日を中心にたくさんの親子が見学していまし

た。  スタッフ 中村正志、福岡茂明、野田真幹、小林玲子、宮崎徳子  
   

１１月１４日（日）松江市総合運動公園自然観察会  
                 松江市樹木マップ作製実行委員会、松江市と共同主催  

で、松江市の総合運動公園での自然観察会を開催しまし  
た。秋晴れのさわやかな空気の中、「マツは枝の数でおよ

その樹齢がわかる。すると、その場所がどんな環境だっ

たかも想像できる。」「ヌルデの虫こぶは昔、お歯黒の材

料に使った。」など植物の生態や人との関り、環境問題な

ど様々な解説を聞いたり、「クリのいがの形はどんなふう

になっている」などクイズに答えたりしながら、ゆっく

りと散策を楽しみました。参加者からは「ただ歩くだけ

でも気持ちいいけど、身近な自然について色々な話を聞

けて大変よかった。」などの感想がありました。  
スタッフ 洲濱寿晴、廣江百合子、福岡茂明、大嶋辰也、国井加代子、高橋光二  

難波徹、中村正志、野口朱美  
 
１１月１４日（日）忌部水源の森づくり交流会  
  松江市水道局主催イベントにおいて、忌部自然休養村南管理棟、キャンプ場で、「フ

クロウのキーホルダー作り」と「ネイチャーゲーム」の指導を行いました。  
                            指導 竹田正彦、野田真幹  

１１月１８日（木）しまね森づくりコミッション出前講座  
            しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、出雲  

市立日御碕小学校３、４年生に「森林の大切さの講義」と「木切  
れ工作指導」を行いました。 指導 野田真幹、宮崎徳子  

 



１１月１９日（金）島根県立出雲農林高等学校対応  
 島根県立出雲農林高等学校環境科学科１年生４０名  
に対して、林業や間伐の大切さに関して講義し、スギ  
の和紙づくりの体験を指導しました。また、その中で、  
島根県の伊藤隆雄氏が島根県立農業大学校の紹介をさ  
れました。 指導 中村正志、野田真幹、宮崎徳子  

 
１１月２０日（土）第４回大人のための自然観察会  

               ふるさと森林公園において「大人のための自然観察会」

を開催しました。   
                指導 中村正志  ボランティア 百合澤博文  
 
１１月２１日（日）第７回里山自然塾                  
  ～ドングリを料理しよう！～  
  島根県からの委託事業「第７回里山自然塾～ドングリを  
料理しよう！」を開催しました。参加者２２名は、ドングリ  
についての講義を聞いた後、炒っただけのマテバシイの試  
食をし、ドングリ豆腐、ドングリパン、ドングリピザ作りに  
チャレンジしました。  
 指導 中村正志、野田真幹   ボランティア 野田あや子  

 
１１月２３日（火）斐川環境学習センター対応  

              島根県ふるさと森林公園展示館において、斐川町環境学習  
センターの企画イベントの一部として、約２０名に対して、ド  
ングリパン、ドングリピザ作りの指導をしました。  
 指導 野田真幹、野田あや子、小林玲子  

 
１１月２４日（水）しまね森づくりコミッション出前講座  
  しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、  
大田市立志学小学校５、６年生に「樹木学習」と「樹名  
板設置樹木選木」の指導を行いました。    

 指導 中村正志、宮崎徳子  
 

１１月２５日（木）しまね森づくりコミッション出前講座  
            しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、川本町立  

川本西小学校５、６年生に「森林の大切さの講義」と「ネイチャー  
ゲーム」の指導を行いました。   指導 野田真幹  
 

１１月２７日（土）～２８日（日）聞き書き塾  
  島根県立ふるさと森林公園内林地において、鳥取・島根広  
域連携協働事業「森と村の学校」プロジェクトの一環として、  
「森の聞き書き塾」を開催しました。 講師 清藤奈津子  



 
１１月３０日（火）雲南市西小学校対応  

 島根県東部農林振興センター雲南事務所と協働で、雲南市立

西小学校の４年生に対して、林業体験の指導を行いました。こ

の事業は、緑の募金の助成を得て行われています。  
指導 中村正志、野田真幹  
 

１２月１日（水）しまね森づくりコミッション出前講座  
  しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、  
吉賀町立柿木中学校全学年に「森林の大切さの講義」と  
「ネイチャーゲーム」の指導を行いました。  

   指導 野田真幹  
         

１２月２日（木）しまね森づくりコミッション出前講座  
           しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、吉賀町立  

六日市小学校６年生に「森林の大切さの講義」と「木切れ工作指導」 
を行いました。    

         指導 野田真幹  
 
１２月４日（土）～５日（日）森の学校ＩＮしまね               
 島根県立ふるさと森林公園内林地において、鳥取・  
島根広域連携協働事業」「森と村の学校」プロジェク  
トの一環として、「森の学校 IN しまね」を開催しま  
した。 講師 稲垣久義、鈴木章、佐藤大輔  
 

１２月７日（火）、１０日（金）安来市立布部小学校対応  
           安来市立布部小学校の５年生に対して、７日（火）に森林保全の

大切さの話、１０日（金）に林業体験指導をそれぞれ実施しました。  
指導 野田真幹、中村正志、響繁則  

 
１２月１１日（土）第５回大人のための自然観察会              
     ふるさと森林公園において「大人のための自然観察会」を開催しました。  

 指導 中村正志  ボランティア 百合澤博文  
 

１２月１２日（日）みーもフェスティバル  
            くにびきメッセを会場に、みーもフェスティバル２０１０が開  

催されました。   
           もりふれ倶楽部では、間伐材の輪切りを利用した「フクロウのキ

ーホルダー」づくりを出展しました。 指導 竹田正彦  
 
 
 



１２月１８日（土）森林未来経営塾  
  島根県立ふるさと森林公園内林地で、全国林業研究グループ連絡協議会と共同主催で、

『原木シイタケひびき塾「原木づくり～植菌～菌をまわすための仮伏せ」』を開催しまし

た。   講師 響 繁則  
 

１２月１９日（日）第８回里山自然塾  
           島根県からの委託事業「第８回里山自然塾～里山素材のリースを

つくろう！」を開催しました。参加者は、ツルの採集からスタート

し、公園内を散策しながらリース材料を採集し、リース作りに取り

組みました。  
講師 影山和美   ボランティア 木村京子  

 
１月９日（日）第９回里山自然塾                       
  島根県からの委託事業「第９回里山自然塾～  
これぞ、七草」を開催しました。２１名の参加  
者は、槇原道夫氏から間違いやすい他の草との  
見分け方や薬効等を学び、公園近くの３ヶ所の  
フィールドで七草を採集し、無農薬有機栽培米  
の玄米を使った七草粥、今回は塩味と中華味の  
２種類を試食しました。  

 講師 槇原道夫、中村正志  
 

1 月１０日（月）第 6 回大人のための自然観察会  
ふるさと森林公園において「大人のための自然観察会」を開催し

ました。 指導 中村正志  ボランティア 百合澤博文  
 

1 月１０日（月）森林未来経営塾  
  ふるさと森林公園学習展示館において、全国林業研究  
グループ連絡協議会と共同主催で、「山の恵を知る講座～  
春へ向けて山菜を学ぼう」を開催しました。  
        講師 佐藤仁志  
 

1 月１４日（金）安来市立布部小学校対応  
             安来市立布部小学校の５年生に対して、前回、森林作業体験

で集めたヒノキの甘皮を煮たものを活用して、和紙づくり体験

を指導しました。  
指導 野田真幹  ボランティア 野田あや子  

 
1 月１８日（火）雲南市立西小学校対応  

雲南市立西小学校の４年生に対して、ヒノキの和紙づくり体験の指導を行い  
ました。この事業は、緑の募金の助成を得て行われています。  
 指導 中村正志、野田真幹、宮崎徳子  



１月１８日（火）島根県立農業大学校対応  
       ふるさと森林公園において、島根県立農業大学校の生徒に対して、「森林の大切さ  

の講義」と「和紙づくり指導」を行いました。指導 野田真幹  
 
1 月１９日（水）しまね森づくりコミッション出前講座  
  しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、奥出雲町立馬木小学校  
５年生に「森林の大切さの講義」と「和紙づくり指導」「ネイチャーゲーム」の指  
導を行いました。   指導 野田真幹、宮崎徳子  

 
1 月２０日（木）しまね森づくりコミッション出前講座  

   しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、東出雲町立出雲郷小学校特  
 別支援学級の子供達に「木切れ工作指導」を行いました。   指導 野田真幹  
 
１月２３日（日）森林を守ろう！山陰ネットワーク会議設立５周年記念事業対応  
  実行委員として、福岡茂明、野田真幹が参加し、企画・運営に携わった他、展示や活

動発表を行いました。  
 当日スタッフ 福岡茂明、谷口枝里子、野田真幹、宮崎徳子  
 
1 月２５日（火）しまね森づくりコミッション出前講座             
  しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、吉賀町立柿木小学校５年生に

「森林の大切さの講義」と「和紙づくり指導」を行いました。  指導 野田真幹、  
 
１月２６日（水）しまね森づくりコミッション出前講座  
  しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、益田市立戸田小学校５  
年生に「森林の大切さの講義」と「木切れ工作」の指導を行いました。  
             指導 野田真幹、  

 
１月２９日～３０日 島根県森林インストラクター養成講座研修  

             島根県の委託事業、第７回島根県森林インストラクター養成講  
座（冬）を実施しました。  

  講師 佐藤仁志、洲濱晴寿、竹田正彦、中村正志、野田真幹  
 

２月１日 雲南市立西小学校対応                         
雲南市立西小学校の４年生に対して、森林保全に関するまとめの話を行いました。こ

の事業は、緑の募金の助成を得て行われています。 指導 野田真幹  
                   
２月５日 森林未来経営塾                           

ふるさと森林公園学習展示館において、  
全国林業研究グループ連絡協議会と共同  
主催で、「スギを学ぶ」を開催しました。  

        講師 中村唯史  
 



２月８日 島根県立松江農林高等学校対応  
 島根県立松江農林高等学校学校地域クリエイト系列２年生１４名に対して、林業や        

間伐の大切さに関して講義し、ヒノキの和紙づくりの体験を指導しました。  
              指導 中村正志、野田真幹  
 
２月１０日 島根県立出雲農林高等学校対応  
  島根県立出雲農林高等学校環境科学科１年生  
４０名に対して、「里山の竹問題」の講義を、竹筒  
ごはんづくり等の竹の加工体験、「スギ・ヒノキの  
人工林問題」に関する講義と「ヒノキ林の枝打ち  
体験」を柱として研修指導を、ふるさと森林公園  
学習展示館と園内において、実施させていただき  
ました。  
指導 中村正志、響繁則、福岡茂明、野田真幹  
 
２月１２日 聞き書きフォローアップ研修  
 学習展示館において、鳥取・島根広域連携協働事業「森と村の学校」プロジェクトの一

環、「奥出雲町阿井地区での聞き書き」活動の中で、「森の聞き書きフォローアップ研修」

を開催しました。濃厚な研修後、今後１１名のメンバーは、作品完成を目指して、新た

な、スタートを切りました。 指導 清藤奈津子  
 
２月１３日 森林未来経営塾                       
  島根県立ふるさと森林公園内林地で、全国林業研究  
グループ連絡協議会と共同主催で、『原木シイタケひ  
びき塾「本伏せへ」』を開催しました。  

       講師 響 繁則  
 
２月１３日（日）第７回大人のための自然観察会  

ふるさと森林公園において「大人のための自然観察会」を開催しました。  
                指導 中村正志  ボランティア 百合澤博文  

 
２月１５日 島根県立松江農林高等学校対応  
  島根県立松江農林高等学校学校地域クリエイト系列２年生１４名に対して、木造住宅

を手掛けてきた、一級建築士中村正志氏より、木造住宅と森との関りについて講義しま

した。また、その中で、島根県の伊籐隆雄氏が島根県立農業大学校の紹介をされました。   

講師 中村正志  
 

２月１５日 しまね森づくりコミッション出前講座               
  しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、津和野町立木部小学校全学年

２３名に「森林の大切さの講義」と「木切れ工作」の指導を行いました。  
                                指導 野田真幹、  
 



２月１６日 しまね森づくりコミッション出前講座               
  しまね森づくりコミッションの出前講座の一環として、浜田市立波佐小学校５ ,６年生
８名に「森林の大切さの講義」と「木切れ工作」の指導を行いました。  

           指導 野田真幹、  
 

２月２０日（日）第１０回里山自然塾  
               島根県からの委託事業「第１０回里山自然塾～ハゼの実

で和ロウソクをつくろう！」を開催しました。２５名の参

加者は、ハゼの実からロウをとり、ロウソクが出来るまで

の行程を実際に体験し、１人１本持って帰られました。  
          講師 中村正志 ボランティア 木村京子、竹田正彦、福岡茂明  
 
３月５日（土）斐川こども応援団てんとう虫の植樹  
  斐川町荒神谷遺跡公園において、斐川こども応援団てんとう虫の植樹イベントの指導

を行いました。  
   指導 中村正志、響繁則、野田真幹、宮崎徳子  
 

３月６日（日）こどもエコクラブ対応  
              島根県からの委託事業、「平成２２年度子どもエコクラブ

交流会」を開催しました。親子約２０名の参加者は、様々な

体験をしながら、「森とエコ」について考えました。  
             スタッフ 野々村俊成、野田あや子、谷口枝里子、妹尾明美、  

野田真幹、宮崎徳子  
 
３月１０日（木）新規林業就業者確保特別支援事業新規採用スキルアップ研修対応  
 若手林業従事者の研修の１日を指導させていただきました。  
  指導 野田真幹  
 
３月１２日（土）美保関森林ボランティア  

       「みーもの森」づくり活動として荒廃した、竹藪の整備をおこないました。            

スタッフ 野々村俊成、大島重昭、竹田正彦、長野和彦、田口孝道、  
藤田健一、野田真幹  

 
３月１３日（日）第１１回里山自然塾  
  第１１回里山自然塾～炭焼きを学び竹炭と（飾り炭）をつくろう！」を開催しました。

２９名の参加者は炭焼きについて学び、花炭（飾り炭）づくり、ドラム缶での炭作り

を体験しました。     指導 洲濱寿晴    
 

３月１９日（月）第８回大人のための自然観察会  
ふるさと森林公園において「大人のための自然観察会」を開催し

ました。この日見られた植物の写真は、HP にアップするとともに、
学習展示館に掲示しています。どうぞご覧下さい。指導 中村正志   



 
平成 23 年３月１日に、東京で行われた、平成２２年度全国林業グループコンクールに

おいて、間伐促進のための普及啓発活動が評価され、ＮＰＯ法人もりふれ倶楽部は、林野

庁長官賞を受賞しました。会員の皆様、お１人、お１人と分かちあいたく、報告させてい

ただきます。  
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