
もりふれ倶楽部通信 NO．５８ 

「健全な森林を次世代へ繋げるためにできること」 

ＮＰＯ法人もりふれ倶楽部 理事・事務局長  野田真幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人もりふれ倶楽部は、昨年度設立 15 周年を迎え、これまでの活動が評価され、今年 4

月に自然ふれあい部門で環境大臣表彰を、6 月には第 31 回森林レクリエーション地域美しの森づ

くり活動コンクールで第 1 席農林水産大臣賞をいただきました。 

もりふれ倶楽部は、平成 16 年 3 月に設立、会員数は男性 114 名、女性 57 名の 171 名です。 

島根県松江市に拠点を置き、島根県全域で広域的に活動しています。 

活動の柱は 3 つあり、１．「森林保全や里山保全の大切さ」の普及啓発活動、２．森林ボランテ

ィア活動、３．里山生活者の支援活動です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         【市民参加型竹林整備イベント（松江市：楽山公園）】 



 

１．「森林保全や里山保全の大切さ」の普及啓発活動では、今年で 16 年目を迎え、一般の方を対

象とした年間 11 回開催される島根県立ふるさと森林公園の看板講座である「里山自然塾」をはじ

め、UI ターン希望者対象の「里山生活塾」、定年林業者等を対象とした「森林未来経営塾」等の講

座の開催や、全国的に取り組まれている「森の健康診断」や「山里の聞き書き」、年間 50 回を超え

る小・中・高等学校での出前講座等、併せて年間 100 回以上の普及啓発活動を毎年実施していま

す。 

２．森林ボランティア活動は、県内各地にある各林研グループの主要メンバーや森林組合及び林

業事業体に所属するメンバーが多数もりふれ倶楽部に在籍しており、県東部を中心に隠岐の島を

含む県全域で、学校林や多様な目的のあるモデル林を中心に、毎年、植樹・下刈・除間伐の実施や

また、竹林整備・マツクイムシやナラ枯れ枯損木の伐倒等、年間を通じて森林整備活動に取り組

み、会員の技術研鑽を続けながら 13 年以上無事故で現在に至っています。 

３．里山生活者の支援活動とは、第 1 に「木の駅プロジェクト」と称される林地残材の収集シス

テムの支援活動です。木の駅プロジェクトは現在、島根県で９つの市町で行われていますが、もり

ふれ倶楽部はそのほとんどでプロジェクト創立の支援を行い、その後の住民への普及啓発活動や

運営の支援を行いました。 

平成 25年度全国林業グループコンクールで農林水産大臣賞を受賞した仁多郡林業研グループが

主体となっている木の駅プロジェクトでは、5 年以上事務局を務めていました。 

また、このプロジェクトの進展に併せ、労働安全の観点から山林所有者を対象としたチェンソー

の安全作業研修を県内各地で実施しました。その成果として、県内の「木の駅プロジェクト」の活

動で、チェンソーによる重傷事故０という全国に誇れる状況が続いています。 

なかでも、もりふれ倶楽部の活動で近年特に力を入れているのが、［森林保全の大切さを次世代

へ伝える活動］であり、現在、小・中・高等学校を対象とし、森林保全に関する出前講座を実施し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【松江農林高等学校インターシップ（飯南町：松江農林高等学校学校林）】 

島根県は全国４位の森林率を誇っていますが、子ども達は、すぐ身近にある森林にあまり関心を

示さず、森林（もり）へ足を向ける機会も少ない状況です。実際に学校への出前講座で森林（もり）

について聞いてみると、多くの子ども達が人工林と雑木林の区別さえつかないような状況であり、

このままでは、島根の林業の未来がとても心配に思えました。 



 平成 21 年度の終わりごろ、「学校に森林保全の大切さを理解してもらいたい」との思いをもち、

ＮＰＯ法人もりふれ倶楽部は島根県緑化推進委員会と「しまね森づくりコミッション」を結成しま

した。 

まず、資金を集めるために、「しまね森づくりコミッション」では、年会費１万円を支払い島根

県緑化推進委員会の賛助会員となっている企業に、コミッションＨＰに企業名をその企業ＨＰへ

のリンクをつけて掲載するなどして、200 社ほどの企業より資金を得ました。これらを使って、緑

の少年団に加盟している小・中学校への出前講座を開催することができるようになりました。 

 学校への出前講座は、ポイントとなる森林保全の講義とモノ作りや樹木学習等の体験を組み合

わせた形で行っています。森林保全の講義では、空気・水・土という人の生存に関わる大切なもの

を健全な森林が与えてくれることを伝えつつ、①人工林での間伐の大切さ、②雑木林と人との関わ

り（例えば、エネルギー革命以前は、薪の採取や炭の生産のため、樹齢 20～30 年の雑木が伐採さ

れ、萌芽更新により更新されてきたこと等）、③里山の竹問題、④その他、マツの話や里山の循環

と人との関係等の内容で、①～④の全部または一部を選択して実施しています。講義には、なるべ

く写真をたくさん使い、資料の文字は最小限にとどめ、対象の学年により話の内容や言葉使いを変

えるなどして分かりやすくしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【しまね森づくりコミッション雲南市立三刀屋小学校５年生（森林保全の大切さの講義） 

体験メニューは、①樹木学習、②ネイチャーゲーム、③間伐材の甘皮を材料とした和紙作り、④

木材チップ等をつかった動物等の作品作り、⑤森林作業体験、⑥行政や地域の林業家等と連携した

特別メニューの中から、最大 1 日以内、6 コマまでで、学校側にメニューを単独、または組み合わ

せて、選択していただき実施しています。平成 22 年度以降の咋年度までの 9 年間で、毎年 30 校

以上で実施しました。   

 その中の事例を紹介させていただきます。 

現在島根県では、全国的に「木の駅プロジェクト」と呼ばれている間伐材や林地残材を山林所有

者自身が軽トラックで木質バイオマスの原料等として搬出する取り組みが、9 市町で実施されてい

ます。この中で、島根県で最も早くこのプロジェクトをはじめた津和野町においては、平成 24 年

度に、町も協力して「子供版木の駅プロジェクト」を津和野町立日原小学校で実施しました。社会



科のカリキュラムに林業が登場する 5 年生を対象に、間伐の大切さや木の駅プロジェクトの意味

を話した後、山林でロープと滑車を使って、チェンソーを使う大人と連携しながら、綱引きの要領

で子供たちがロープを引っ張り、滑車を使って伐倒方向を決めていくというやり方で安全に間伐

を行いました。倒した木は、子ども達が手鋸で枝払いや玉切りを行い、１メートルに揃えた材を軽

トラックに積み込みました。後日、子供たちには材価相当分の文房具が渡されました。この子供版

の取組が、翌年度には同町内 2 校でも実施され、27 年度には、その活動が地域のＮＰＯに引き継

がれました。 

また、奥出雲町でも、当時もりふれ倶楽部が事務局をしていた「木の駅プロジェクト」の実行委

員会が主催して、25 年度 1 校、26 年度 2 校、27 年度に 1 校で子供版木の駅プロジェクトを実施

しました。28 年度には、これらの取り組みが評価され、奥出雲町の校長会を動かし、町内２校の

中学校で 1 年生全員が毎年間伐体験をする取り決めができました。また、もりふれ倶楽部が立ち

上げにかかわった「いわみの森こだま協議会」でも益田市内で、27 年度から連続 2 回子供版木の

駅プロジェクトを実施しました。 

 森づくりコミッション以外でも、農林高校のインターシップや、私立の高等学校で毎月授業を持

ったり、地域おこし協力隊を林業の担い手に育成するための研修等、健全な森林を次世代へ繋げて

いくための活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【しまね森づくりコミッション浜田市立浜田第 2 中学校 【森の名手・名人による地域おこし協力隊の自伐林業 

（森の名手・名人故栗栖誠氏の山林見学）】       研修（益田市匹見町）】 

  

今後は、今までの活動に加え、新しく山林を購入して森林経営を実践する若者への支援や、林業

事業体の中で新しい未来を創造して行くような人物を育成して行くことにも挑戦して行きたいと

考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

１２月４日（火）飯南町立来島小学校緑の少年団 

飯南町立来島小学校１，２年生１７名に対して、島根県森林インストラクター 

でネイチャーガイドの池田友紀氏の指導で、森林や自然と親しむため、学校林 

を散策し、拾ってきた落ち葉を使ってカルタ取りや、木の葉調べ、葉っぱを張 

り付けたステンドグラスづくりを行いました。 

        指導 池田友紀、宮崎徳子 

 

１２月６日（木）み～もスクール 第 3 回母衣小学校 

松江市母衣小学校５年生９４名に対して、第３回みーもスクールとして「ヒノ

キの和紙作り体験」の指導を行いました。 

 指導 野田真幹、福岡茂明、池田友紀、藤原人美 

 

１２月９日（日）川本研修 

川本町主催。「楽に切れる目立てと安全なチェンソー作業の姿勢」研修、「丸太 

を使った玉切りや安全正確な伐倒」研修、「立木の伐木造材」研修を実施しま 

した。コーディネイター 野田真幹  講師 響繁則、別木健一、豊田真樹子 

 

１２月１３日（木）出雲商業高等学校対応 

島根県立出雲商業高等学校において、商業美術科の３年生９名に対し、「鳥が

つくる森」と題しての講義を行い、学校林に入って自分が鳥だったら、どんな実

を見つけるのか探した後、実の説明を行いました。 

                 指導 池田友紀、宮崎徳子 

 

１２月１４日（金）出雲西高等学校対応 

出雲西高等学校おいて、環境福祉コース２年生６４名対して、環境の授業の 

中で、島根県森林インストラクターの池田友紀氏による「森と生物多様性」の 

講義と間伐材の紙漉き体験の指導を行いました。 

 指導 池田友紀、藤原人美、宮崎徳子  

 

１２月１５日（土）第９回大人のための自然観察会 

  ふるさと森林公園において、第９回大人のための自然観察会を開催しました。 指導 中村正志 

 

１２月１６日（日）第 8 回里山自然塾 

島根県主催「第８回里山自然塾～来年に向けてミニ門松づくり、今年の思い出 

を草木実で 1 枚の絵にして手作りピザを楽しむ」を開催しました。参加者２２名 

は、「門松」の話を聞いた後２班に分かれ、事前に作ってあったピザのトッピング 

を行った後ドラム缶でピザを焼きました。午後からは講師の伊原千里氏より、事 



前に用意して頂いた植物を解説して頂き、ミニ門松を作りました。また、園内を散策して採取した植物で 

A３の用紙に表現し、デジタルカメラで写し映写会を楽しみました。 

     講師 伊原千里、中村正志、池田友紀  スタッフ 藤原人美、宮崎徳子 

 

１月１０日（木）出雲農林高等学校対応 

島根県立出雲農林高等学校において、環境科学科１年生３２名に対して、林業技 

士の野田真幹氏「島根の森林・林業と森林保全について」の講義と、森の名手・名 

人響繁則氏と野田氏の掛け合いで「響式原木シイタケ生産システムの確認」の話し 

の後、シイタケの植菌とホダ木の伏せ込みの指導を行いました。 

     指導 野田真幹、響繁則、野々村俊成、宮崎徳子 

 

１月１３日（日）第９回里山自然塾 

島根県主催「第９回里山自然塾～春の七草を楽しもう」を開催しました。参加者

３５名は、NPO 法人もりふれ倶楽部理事の佐藤仁志氏から春の七草を学んだ後、

参加者に七草を刻んでもらい、玄米を使った七草粥にふりかけていただきました。

午後からは昔ながらの臼と杵で餅をつき、ぜんざいで頂きました。 

               講師 佐藤仁志、中村正志、池田友紀  スタッフ 藤原人美、宮崎徳子 

 

１月１４日（月）第１０回大人のための自然観察会 

   ふるさと森林公園において、第１０回大人のための自然観察会を開催しました。 指導 中村正志 

 

１月１５日（火）出雲西高等学校対応 

安来市立赤屋小学校学校林において、出雲西高等学校環境福祉コース２年生 

３２名に対し、環境の授業の中で、枝打ちの指導を行いました。 

   指導 野田真幹、野々村俊成、中村正志、岡田邦博、池田友紀、豊田真樹子 

      藤原人美 

 

１月１５日（火）しまね森づくりコミッション出前講座４１（出雲郷小学校） 

松江市立出雲郷小学校特別支援学級５名に対して「木切れ工作」の指導を行いました。 

                  指導 宮崎徳子 

 

１月１７日（木）しまね森づくりコミッション出前講座４２（湖陵小学校） 

出雲市立湖陵小学校において、３年生４２名に対して、「森林保全の大切さ」 

の講義と「木切れ工作」の指導を行いました。 

       指導 野田真幹、宮崎徳子 

  

１月１８日（金）出雲西高等学校対応 

出雲西高等学校おいて、環境福祉コース２年生６３名対し、環境の授業の中で、 

林業技士の野田真幹氏による「森林を活かす」の講義と草木染めの指導を行いました。 

                  指導 野田真幹、野々村俊成、宮崎徳子 

 

 



１月１９日（土）山林復興ボランティア 

故栗栖誠氏（浜田市長見）の山林復興ボランティアとして、国土緑化推進機構 

認定「森の名手・名人」故栗栖誠氏の森林を再生し、その多彩な森林育成の方法 

と森林経営を再認識するため、下刈り作業と山林の確認を行いました。 

     メンバー 野田真幹、野々村俊成、土山幸延、吉川英雄、豊田真樹子 

          池田辰巳、矢木仁、会員外メンバー 

 

１月２０日（日）出雲西高等学校インターアクトクラブ対応 

出雲西高等学校インターアクトクラブと一般公募の参加者に対して、安来市赤屋

地区高齢者福祉センターで森林保全イベントを行いました。林業技士の野田真幹氏

より森の話を聞いた後、インターアクトクラブ員の活動報告と情報交換会を運営し、

赤屋小学校学校林にて間伐体験と事前間伐後の片付け作業の指導を行いました。 

指導 野田真幹、野々村俊成、中村正志、岡田邦博、別木健一、池田友紀 

   豊田真樹子、藤原人美 

ボランティア参加メンバー 竹田正彦、野田あや子、浜村悦郎、矢木仁 

 

 

１月２２日（火）しまね森づくりコミッション出前講座４３（南中学校） 

出雲市立南中学校１年生２９名に対して、「森の大切さの講義」とシイタケの 

植菌をする前の事前学習を指導しました。 

指導 野田真幹、宮崎徳子 

 

１月２４日（木）しまね森づくりコミッション出前講座４４（福井小学校） 

海士町立福井小学校５，６年生１９名に対して、「森林保全の大切さ」 

の講義と「和紙作り」の指導を行いました。  指導 野田真幹 

 

１月２６日（土）~２７日（日）森林インストラクター・スキルアップ研修 

しまね森林活動サポートセンター主催の「島根県森林インストラクター・スキル

アップ研修」の企画・運営をサポートさせていただきました。 

講師 野田真幹、中村正志 

 

２月１日（金）松江市立本庄小学校対応 

松江市立本庄小学校４年生１３名に対して、「森林保全の大切さ」の話と 

紙漉き体験、間伐体験，植菌済ホダ木の伏せこみの指導を行いました。 

  指導 野田真幹、野々村俊成、中村正志、池田友紀、豊田真樹子 

     藤原人美、宮崎徳子 

 

２月３日（日）森林ボランティア（楽山公園） 

松江市楽山公園において、「１日限りの作業班」シリーズの一環として、竹林の整

備を行いました。 

メンバー 野田真幹、中村正志、野々村俊成、竹田正彦、長野和秀、別木健一、

池田友紀、濱下奈津子 



２月４日（月）松江農林高等学校対応 

島根県立松江農林高等学校において、総合学科地域クリエイト系列２学年 

１０名に対して、林業技士の野田真幹氏から「響式原木シイタケ生産システ 

ムの確認」の講義と、響氏より農林業の実体験を交えた話を聞いた後、シイ 

タケの植菌実習とホダ木の伏せ込みの指導を行いました。 

     指導 野田真幹、響繁則、野々村俊成、宮崎徳子 

 

 

２月７日（木）しまね森づくりコミッション出前講座４５（三刀屋小学校） 

雲南市立三刀屋小学校５年生４８名に対して、森の大切さの講義と植樹をする前 

の事前学習を行いました。 

   指導 野田真幹、宮崎徳子 

 

２月９日（土）樹木診断講座 

松江市公園緑地課と共同主催で、松江市城山公園内において、樹木診断講座 

を開催しました。参加者２０名は公園内を散策して、樹木医の方たちから、樹 

木診断法や樹勢回復方法を教わりました。 

     講師 佐藤仁志他 

 

２月１０日（日）森林ボランティア（江津東小） 

江津市立江津東小学校学校林において、「１日限りの作業班」シリーズの一環

として、除伐と片付けをおこないました。 

                メンバー 野田真幹、野々村俊成、別木健一、豊田真樹子、浜村悦郎 

 

２月１１日（祝・月）森林ボランティア（出雲郷） 

松江市出雲郷公民館近くの山林において、「１日限りの作業班」シリーズの一環 

として、竹の伐採を行いました。午後からはまつえ市民会議のメンバーと合同で 

竹の片付けと竹細工を楽しみました。 

    メンバー 野田真幹、野々村俊成、中村正志、岡田邦博、池田友紀、別木健一 

         狩野正二、橋本守庸 

 

２月１６日（土）森林ボランティア（出雲郷） 

松江市出雲郷公民館近くの山林において、「１日限りの作業班」シリーズの一

環として、竹の伐採と片付けを行いました。午後からはまつえ市民会議のメンバ

ーと合同で竹の片付けと竹細工を楽しみました。 

               メンバー 野田真幹、野々村俊成、中村正志、岡田邦博、福岡茂明 

 

２月１７日(日)第１０回里山自然塾 

島根県主催の第１０回里山自然塾「里山で、ツルかご編みを楽しむ！冬にしみる 

温かさ、年々進化する究極の焼き芋も楽しむ！」を参加者２２名で実施しました。 

     講師 松原盛義、中村正志  スタッフ 藤原人美、宮崎徳子 

     ボランティア 中尾篤志 



 

２月２２日（金）出雲西高等学校対応 

出雲西高等学校おいて、環境福祉コース２年生２クラス６３名対して、環境の

授業の中で、林業技士の野田真幹氏による「森林保全の大切さの」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、森下美津子、藤原人美 

 

２月２３日（土）第１１回大人のための自然観察会 

   ふるさと森林公園において、第１１回大人のための自然観察会を開催しました。 指導 中村正志 

 

２月２３日（土）川本研修対応 

川本町主催「伐木・造木・集材研修」楽に切れる目立てと安全なチェンソー 

作業の姿勢研修、丸太を使った玉切りや安全正確な伐倒のための研修、立木の 

伐木造材研修を実施しました。 

   コーディネイター 野田真幹 講師 響繁則、豊田真樹子他 

 

３月２日（土）しまね県民の森ふれあい講座 

しまね県民の森ふれあい講座「雪だるまの森づくり、餅つきと呉汁」を実施し

ました。今年雪が降らなく、心配しましたが、島根県中山間地研究センターの県

有林スタッフの方に、ダンプで何往復もして雪を運んでもらい実施が出来ました。

子どもたちは大喜びでした。大人も童心に帰り雪遊びを楽しむことが出来ました。 

 指導 野田真幹、中村正志、池田友紀、内田百合子、宮崎徳子 

 

３月３日（日）第１１回里山自然塾 

島根県主催「第１１回里山自然塾 定年退職後や週末の里山暮らしのヒント 

を探そう！燻製・シイタケ植菌体験」を開催しました。併せて「ふるさと森林 

公園開設 25 周年記念イベント」を行いました。参加者４０名は、島根県緑化 

センターの家中調整監から挨拶があった後、林業技士の野田真幹氏から「響 

繁則氏の農林業」の話を聞き、２班に分かれ、シイタケの植菌と燻製の作り 

方の座学と見学を交代で行った後、植菌したホダ木と燻製のお土産をもらい、充実した１日を過ごしました。 

講師 野々村俊成   、 講師 響繁則、竹田正彦、池田友紀スタッフ 宮崎徳子 ボランティア 中尾篤志 

３月８日（金）出雲西高等学校対応 

出雲西高等学校おいて、環境福祉コース２年生２クラス６３名対して、環境の

授業の中で、理事の池田友紀氏から、クイズを出しながら「サクラについて」と題

して講義を行いました。また、体験コーナーで、理事長の野々村俊成氏が無煙炭化

器を使った「飾り炭」の指導を行いました。 

指導 野々村俊成、池田友紀、宮崎徳子 

３月１６日（土）水源の森、サクラの広場づくり事業 

環境学習の一環として出雲西高校のインターアクトクラブの生徒・教職員と 

一般参加者・指導者・島根県企業局の職員による植樹を行いました。スサノオ 

会館で企業局から水の大切さや飲料水のシステムについ話を聞いた後、佐田町 

吉野の林地で４０本の山桜の苗を植樹しました。 



 指導 野田真幹、中村正志、岡田邦博、土山幸延、藤原人美 

 メンバー 別木健一、浜村悦郎、池田辰巳、遠藤和成、遠藤訓子、青木宜雄 

 

３月１７日（日）森林ボランティア（出雲郷） 

松江市出雲郷公民館近くの山林において、雨の中まつえ市民会議のメンバーと

合同で竹の片付けを行った後、米粉ケーキとクロモジ茶で疲れを癒しました。 

メンバー 野田真幹、中村正志、岡田邦博、福岡茂明、別木健一、藤原人美 

 

 

３月３０日（土）第１２回大人のための自然観察会 

    ふるさと森林公園において、第１２回大人のための自然観察会を開催しました。 指導 中村正志 

 

 

 
 

４月１１日（木）江津市立江津東小学校対応 

  江津市立江津東小学校４年生に対して、島根県森林インストラクター４名 

により第１回森林教室「水源の森を見に行こう！」を実施しました。第１回 

では、水源の森に実際に触れることで森林へのしっかりしたイメージをつか 

んでもらうことを目的にしました。 

    指導 野田真幹、野々村俊成、池田友紀、豊田真樹子 

 

４月１５日（月）出雲西高等学校対応 

出雲西高等学校・環境福祉コース３年生の環境の授業において「森のお話」（林業

技士 野田真幹氏）と竹トンボ作り（島根県森林インストラクター野々村俊成氏）の

指導を行いました。 

             指導 野田真幹、野々村俊成、宮崎徳子 

４月２１日（日）「里山塾」第 1 回食べごと編 

島根県立ふるさと森林公園「里山塾」食べごと編の第 1 回が開催されました。 

 特別講師の佐藤仁志氏から、山菜や野草について人との関りや薬効も含めて 

お話しいただきました。 

   講師 佐藤仁志  スタッフ 池田友紀、藤原人美   

 

４月２４日（水）緑の少年団出前講座１（阿井小学校） 

奥出雲町立阿井小学校５，６年生に対して、土壌緑化の世界的権威田中賢治氏を

はじめ国土防災技術株式会社から３名の先生を迎えて森林教室を開講しました。残

念ながら雨天と強風のため、山林へ行く予定を変更して、人工林のお話と田中賢治

氏による海外の緑化のお話の後、ネイチャーゲームリーダーの野田真幹氏によるネ 

イチャーゲームの指導を行いました。最後に阿井小学校の大先輩であり、国土緑化推進機構認定森の名手・

名人の響繁則氏よりお話もありました。2019 年度の出前講座のスタートです。 

 指導 野田真幹、田中賢治、響繁則 



４月２７日（土）第１回大人のための自然観察会 

    ふるさと森林公園において、第１回大人のための自然観察会を開催しました。 指導 中村正志 

 

４月２９日（月・祝）森の誕生日２０１９ 

島根県・島根県緑化推進委員会・宍道湖西岸森と自然財団・ＮＰＯ法人もりふれ倶楽部で組織する森の誕

生日実行委員会と第 71 回全国植樹祭島根県実行委員会の主催で、「森の誕生日 2019」が開催され、第 71 回

植樹祭 1 年前記念イベント等様々なイベントが行われ、約 4000 人の来場がありました。その中で、今年も、

294 人の参加者に学習展示館で普及啓発イベントを行いました。 

スタッフ 岡田邦博、池田友紀、中尾篤志、別木健一、竹田正彦、平野秀子、森下美津子、近藤純子 

洲濱寿晴、土山幸延、三枝共子、芦原正文、芦原有理、竹下健二、遠藤和則、遠藤訓子 

遠藤和佳子、福岡茂明、安部雄一郎、青木宜雄、濱下奈津子、石倉一郎、富田真澄、佐藤光祥

松井美幸、野田真幹、藤原人美、小林玲子、宮崎徳子 

 
 

５月５日（祝・日）楽山公園再生イベント 

松江市公園緑地課の委託事業の中で、市民緑化活動普及啓発事業「楽山 

  再生」市民ボランティアイベント「楽山公園でたけのこ掘りボランティア 

竹焼米粉ケーキを楽しむ」を実施しました。参加者５５名はタケノコ掘りを 

行い、その後竹筒で焼いた米粉ケーキをクロモジ茶と一緒にいただきました。 

    指導 野田真幹、野々村俊成、福岡茂明、藤原人美 

５月６日（月）もりふれ倶楽部通常総会・会員研修 

もりふれ倶楽部通常総会と会員研修を実施しました。 

会員研修では元日本野鳥の会理事長・佐藤仁志氏と国土防災（株）執行役員・田中賢治氏のお二人の講演が

ありました。 

 

 

 

 

 

 

 

     

５月８日（水）緑の少年団出前講座２（本庄小学校） 

松江市立本庄小学校 1，2 年生２３名に対して、ネイチャーガイドの池田友紀

氏により樹木観察の指導を行いました。 

 指導 池田友紀、藤原人美 

 

５月９日（木）江津市立江津東小学校対応 

江津市立江津東小学校４年生に対して、島根県森林インストラクター4名に 

  より第 2回森林教室「人工林について学ぼう！」を実施しました。第 2回では、 



  林業技士の野田真幹氏による「人工林の歴史と未来への課題」のお話と同氏の指導による間伐材の 

  和紙作り体験を通して「人工林」について意識を深めてもらいました。  

        指導 野田真幹、野々村俊成、池田友紀、豊田真樹子 

 

５月１１日（土）「里山塾」第１回山仕事編 

島根県立ふるさと森林公園「里山塾」の山仕事編の第 1 回を開催しました。参

加者は 2 チームに分かれて、大場・豊田の両講師の指導でチェンソーの構造・目

立ての仕方・安全な持ち方などを学びました。 

               講師 野田真幹、豊田真樹子他 

 

５月１１日（土）奥出雲町立阿井小学校対応 

奥出雲町立阿井小学校全校児童に対して「奥出雲町の木」のお話と木切れ工作 

の指導を実施しました。 

 指導 野々村俊成、池田友紀、野田亜あや子、藤原人美 

 

５月１２日（日）第１回里山自然塾 

島根県主催の第 1回里山自然塾「丸ごと竹を楽しむ～竹筒でつくる筍ごはん、竹

で美しい風車づくり」を参加者２２名で実施しました。 

講師 野々村俊成、中村正志、池田友紀、野田真幹 

スタッフ 藤原人美  ボランティア 中尾篤志 

 

５月１３日（月）緑の少年団出前講座３（赤屋小学校） 

安来市立赤屋小学校１～２年生１２名、３～６年生１０名に対して講話「も 

りをしろう」（ネイチャーガイド池田友紀）を実施した後、１～２年生にはネイ 

チャーゲーム体験、３～６年生に対してと森林作業体験の指導を行いました。 

  指導 野田真幹、野々村俊成、池田友紀、藤原人美 

 

５月１４日（火）緑の少年団出前講座４（高尾小学校） 

奥出雲町立高尾小学校全校児童９名に対し林業技士でネイチャーゲームリーダ

ー野田真幹氏から「森のお話」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 

 

５月１５日（水）緑の少年団出前講座５（豊川小学校） 

益田市立豊川小学校４年・５年・６年生１７名に対して林業技士の野田真幹氏 

  と樹木医の浅浦徹氏が「森のお話」と「樹木観察」の指導を行いました。 

             指導 野田真幹、浅浦徹 

 

５月１５日（水）緑の少年団出前講座 事前講義（浜田第２中学校） 

５月１７日（金）出前講座実施予定の浜田市立浜田第２中学校へ、「島根県の人工

林と天然林の状況」と題して出前講座の事前講義を実施しました。 

   指導 野田真幹 

  



 

５月１７日（金）緑の少年団出前講座６（浜田第２中学校） 

浜田市立浜田第２中学校 1年生５４名に対して、午前は故栗栖誠氏の森林に 

おいて、森林づくりの紹介とネイチャーゲーム指導を行い、午後は森について 

提示された４つのテーマについて、自分の考えをまとめ、グループ、そし 

て全体で共有しました。     指導 野田真幹、池田友紀、藤原人美 

 

５月１８日（土）「ＳＡＶＥ ＪＰＡＮ」事前学習 

             「ＳＡＶＥ ＪＡＰＡＮ」活動の一環として、６月１６日（日）に開催される里

山と奥山の境界づくり事業「ツキノワグマと同じ時代に生きる幸せ」のホスト役と

なる出雲西高等学校インターアクトクラブのメンバーを対象に、事前学習会を行い

ました。   指導 野田真幹、池田友紀、藤原人美 

 

５月１９日（日）しまね県民の森ふれあい講座 

しまね県民の森ふれあい講座 「ドラム缶 2度焼きで究極を目指すピザ、じっ 

くりバームクーヘン作りで「遊」な時間を」を参加者 28名で実施しました。 

   指導 野田真幹、野々村俊成、池田友紀、藤原人美 

 

５月２０日（月）みーもスクール 第１回西小学校 

雲南市立西小学校４年生２９名に対して、第 1回みーもスクールとして、特別ゲス

ト元日本野鳥の会理事長・佐藤仁志氏より「コウノトリ」について話を聞き、野外で

双眼鏡の使い方の指導を受け野鳥の観察を行いました。 

指導 佐藤仁志、野田真幹、藤原人美 

５月２２日（水）緑の少年団出前講座７（志学中学校） 

大田市立志学中学校１～３年生１１名に対して、「森の生物多様性」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、池田友紀 

 

５月２３日（木）緑の少年団出前講座８（真砂小学校） 

益田市立真砂小学校３年～６年生７名に対して、「森についての学習」とネイチ

ャーゲームの指導を行いました。 

                指導 野田真幹、高濱実樹恵 

 

５月２５日（土）第２回大人のための自然観察会 

    ふるさと森林公園において、第２回大人のための自然観察会を開催しました。 指導 中村正志 

 

５月２５日（土）川本研修対応 

川本町主催「伐木・造木・集材研修」を森の名手・名人認定者響繁則氏に 

よる現地伐倒研修、Sジット女性指導者豊田真樹子氏、吉川奈月氏による目 

立てとチェンソーワークの基礎研修を実施しました。 

     講師 響繁則、豊田真樹子、吉川奈月 

 



５月２６日（土）森林ボランティア 

島根県立出雲商業高等学校学校林において、「１日限りの作業班」シリーズの一

環として、下刈りを行いました。 

メンバー 野田真幹、中村正志、岡田邦博、別木健一、浜村悦郎、池田辰巳 

     田口孝道、狩野正二 

 

５月２７日（月）出雲西高等学校対応 

出雲西高等学校において環境福祉コース３年生６２名に対して「ガリガリ 

不思議プロペラ作り」と「島根県の森林・林業の概要について」の指導を行 

いました。  指導 野田真幹、野々村俊成、宮崎徳子 

 

５月２８日（火）緑の少年団出前講座９（長久小学校） 

大田市立長久小学校４年生３０名に対して、「森林保全について」の講義を行い

ました。  指導 野田真幹、宮崎徳子 

 

５月２９日（水）緑の少年団出前講座１０（赤名小学校） 

飯南町立赤名小学校６年生１５名に対して、森のお話と和紙作り体験の 

指導を行いました。  指導 野田真幹、池田友紀 

 

 

５月３０日（木）緑の少年団出前講座１１（玉湯中学校） 

松江市立玉湯中学校３年生５４名に対して、森のお話とネイチャーゲーム体験の

指導を行いました。  指導 野田真幹、宮崎徳子 

 

 

５月３０日（木）緑の少年団出前講座１２（口羽小学校） 

邑南町立口羽小学校１年～６年生２４名に対して、森のお話とネイチャーゲーム 

体験の指導を行いました。  指導 池田友紀、藤原人美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



もりふれ倶楽部今後の予定 
７月２０日（土）１０時～１５時 森林ボランティア１日限りの作業班：森林公園植樹地下刈り 

        ９時５０分 ふるさと森林公園学習展示館集合 

☆参加者募集中：１日中各自のペースで作業をします。参加費無料・昼食支給 

        持ち物～軍手・飲み物・雨天時は雨具・虫に弱い方は虫除け・ある方はヘルメット・草刈

り機・鎌 

        前日正午まで申し込お受けします。会員の方には、交通費補助千円を支給します。場所の

わからない方はご相談ください。 

 

７月２７日（土）９時３０分～１１時３０分  ふるさと森林公園学習展示館集合 

自然観察会（自然を撮ろう！カメラを持って集まろう！）。植物を学びたい方も 是非。 

森林インストラクター中村正志氏が、感動的な自然との出会いへご案内します。 

☆参加者募集中：参加費１００円 持ち物～カメラ持参をお勧め  

        前日正午まで申し込みをお受けします。 

 

７月２８日（日）１０時～１５時 第３回 里山自然塾「間伐材でワイルドな 1 日家具職人を楽しむ」丸太

イスづくり 

☆参加募集終了：参加費５００円 場所：ふるさと森林公園学習展示館と園内 

        持ち物～飲み物・昼食・雨天時は雨具 定員 20 名（定員超過のため締め切り） 

 

８月４日（日）１０時～１５時 第４回 里山自然塾「里山の夏休み」 

        昆虫ゲット講座、竹の水鉄砲づくり 

☆参加者募集中：参加費５００円 場所：ふるさと森林公園学習展示館と園内 

        持ち物～飲み物・昼食・雨天時は雨具 定員 30 名（申し込み順） 

 

８月１８日（日）１０時～１５時 第５回 里山塾 食べ事「里山の有機夏野菜を食べる」 

        奥出雲の有機野菜を使いおいしい料理を作り楽しみます。 

☆参加者募集中：参加費 1,000 円 昼食付 場所：ふるさと森林公園学習展示館と園内 

        持ち物～エプロン・三角巾・雨天時は雨具 定員３０名（申し込み順） 

        ※自然塾以上に食べることにこだわります     

 

８月２４日（土）９時３０分～１１時３０分  ふるさと森林公園学習展示館集合 

自然観察会（自然を撮ろう！カメラを持って集まろう！）。植物を学びたい方も 是非。 

森林インストラクター中村正志氏が、感動的な自然との出会いへご案内します。 

☆参加者募集中：参加費１００円 持ち物～カメラ持参をお勧め 前日正午まで申し込みをお受けします。 

 

8 月 31 日（土）、9 月 1 日（日） 今年度のお薦め講座です！ 

「災害に強い森づくり」を学ぶサマー講座 講師：田中賢治氏 

        現在世界各地で緑化に取り組み超多忙を極める田中賢治氏から、じっくり学べる本格的

な講座を、島根県ではじめて開講することとなりました。 



☆参加者募集中：参加費無料 会場：出雲市佐田町スサノオホール視聴覚室、佐田町吉野林地 

        定員２０名 以下プログラムです。 

8 月 31 日 13 時      世界の緑化に挑む～田中賢治氏の活動紹介(60 分)  

               14 時      移動 

14 時 30 分  災害に強い森林づくり基礎講座・現地研修（60 分） 

               15 時 30 分  移動  

                    16 時    災害に強い森林づくり基礎講座・座学（60 分） 

               17 時    初日終了 

9 月 1 日  9 時    移動 

                9 時 30 分 モデル森林を災害に強い森林にするための手法のアドバイ

ス・現地研修（60 分） 

                    10 時 30 分 移動 

               11 時     災害に強い森林にするための手法について・座学（60 分） 

               12 時    2 日目終了 

 

９月１日（日）９時３０分～１１時３０分  ふるさと森林公園学習展示館集合 

自然観察会（自然を撮ろう！カメラを持って集まろう！）。植物を学びたい方も是非。 

森林インストラクター中村正志氏が、感動的な自然との出会いへご案内します。 

☆参加者募集中：参加費１００円 持ち物～カメラ持参をお勧め 前日正午まで申し込みをお受けします。 

 

９月７日（土）１０時～１５時 第６回 里山塾 山仕事「刈払い機講座」 

        刈払い機の安全な使い方～座学と現地研修 

☆参加者募集中：参加費 500 円  場所：ふるさと森林公園学習展示館と園内 

        持ち物～刈払い機と関連工具、燃料、ヘルメット 

 定員 10 名（申し込み順）刈払い機が無い方は事前にその旨お伝えください。 

 

９月８日（日）１０時～１５時 第５回 里山自然塾「里山のアート草木染を楽しむ」 

        和の渋さを感じるバンダナづくり 

☆参加者募集中：参加費５００円 場所：ふるさと森林公園学習展示館と園内 

        持ち物～飲み物・昼食・雨天時は雨具 定員 20 名（申し込み順） 

 

９月１４日（土）１０時～１５時  

一般公募・西高インターアクトクラブと森林ボランティア 

        集合：県庁郵便局前 ８時 ふるさと森林公園学習展示館前 ８時４５分 

   ※無料送迎バス利用者 

出雲市佐田町スサノオホール視聴覚室 ９時５０分 

              ※自家用車等で直接現地集合の方 

       ・作業～森林広場の片づけと人工林の間伐 

       ・「森林保全の大切さ」の話と意見交換会 

☆参加者募集中：参加費一般参加者５００円保険・昼食代 

もりふれ倶楽部会員は参加費無料・昼食支給 

半日各自のペースで作業をします。半日は室内で研修します。 



        持ち物～軍手・飲み物・雨天時は雨具・虫に弱い方は虫除け・ある方はヘルメット・鎌・

手鋸等 

        もりふれ倶楽部会員の方には、交通費補助 2 千円を支給します。（無料送迎バスをご利用

いただいても支給します。） 

 

９月１５日（日）１０時～１５時 森林ボランティア１日限りの作業班：出雲商業学校林下刈り 

        ９時５０分 出雲商業高等学校駐車場集合 

☆参加者募集中：１日中各自のペースで作業をします。参加費無料・昼食支給 

        持ち物～軍手・飲み物・雨天時は雨具・虫に弱い方は虫除け・ある方はヘルメット・草刈

り機・鎌 

        前日正午まで申し込お受けします。会員の方には、交通費補助 2 千円を支給します。場

所のわからない方はご相談ください。 

 

９月１６日（月・祝）１０時～１５時 森林ボランティア１日限りの作業班：東出雲モデル竹林整備（午後

から松江環境市民会議とともに） 

☆参加者募集中：１日中各自のペースで作業をします。参加費無料・昼食支給 

        持ち物～軍手・飲み物・雨天時は雨具・虫に弱い方は虫除け・ある方はヘルメット・手鋸 

        前日正午までお申込みをお受けします。会員の方には、交通費補助 2 千円を支給します。

場所のわからない方はご相談ください。 

 

９月２３日（月・祝）１０時～１５時 森林ボランティア１日限りの作業班：東出雲モデル竹林整備（午後

から松江環境市民会議とともに）2 週連続実施 

☆参加者募集中：１日中各自のペースで作業をします。参加費無料・昼食支給 

        持ち物～軍手・飲み物・雨天時は雨具・虫に弱い方は虫除け・ある方はヘルメット・手鋸 

        前日正午までお申込みをお受けします。会員の方には、交通費補助 2 千円を支給します。

場所のわからない方はご相談ください。 

 

9 月 28 日（土）～29 日（日）佐藤仁志氏による島根県森林インストラクター スキルアップ研修 

        研修テーマ「植物の薬効と活用法について学ぼう」 

28 日（土）13:30～14:50 開会式と座学「植物の薬効と活用法について」 

               15:00～17:00 野外活動「薬草の観察・採取と下処理」→水洗いしたもの

を佐藤が持参する乾燥機で乾燥（アカメガシワなど） 

                19:00～      懇親会 

・               29 日（日） 9:00～10:00 座学：クロモジについて学ぶ 

                    10:00～12:00 クロモジの活用実習他（室内；クロモジ茶、つまようじづく

りなど） 

                   13:00～15:00 薬草粉末作成と薬草抹茶会→佐藤持参の粉末製造機により

粉末処理→作成した粉末で薬草茶会 

☆参加者募集中：参加費 5,000 円程度 1 泊３食付 場所：江津少年自然の家 

        ※もりふれ倶楽部の会員は島根県森林インストラクターでなくても参加できます。もり

ふれ倶楽部事務局へお申込みください。 

 



１０月６日（日）１０時～１２時 樹木医による樹木診断研修 松江市総合運動公園 

        ９時５０分 公園内モニュメント広場 

☆参加者募集中：参加費：無料 島根県樹木医会のメンバーがわかり易く指導してくださいます。 

        前日正午まで受付けます。 

        ※午後も樹木医会による「樹木医養成講座」が開校される予定です。 

 

１０月１２日（土）１０時～１５時 第７回 里山塾 山仕事「枝打ち講座」～座学と現地研修 

        梯子や安全帯の使い方を含め、スギ・ヒノキの枝打ちのポイントを学びます。 

        ボランティアリーダーとして指導したい方も是非ご参加ください。 

☆参加者募集中：参加費 500 円  場所：ふるさと森林公園学習展示館と園内 

        持ち物～ヘルメット、枝打ち鋸（ある方は） 定員 10 名（申し込み順） 

 

１０月１３日（日）１０時～１５時 第６回 里山自然塾「秋の里山でキノコを楽しむ」 

        キノコの採取、キノコ鑑定、キノコ汁等 

☆参加者募集中：参加費５００円 場所：ふるさと森林公園学習展示館と園内 

        持ち物～飲み物・昼食・雨天時は雨具 定員 30 名（申し込み順） 

 

１０月１４日（月・祝）１０時～１５時 森林ボランティア１日限りの作業班：江津東小、学校林下刈り 

        ９時５０分 江津東小学校駐車場集合 

☆参加者募集中：１日中各自のペースで作業をします。参加費無料・昼食支給 

        持ち物～軍手・飲み物・雨天時は雨具・虫に弱い方は虫除け・ある方はヘルメット・草刈

り機・鎌 

        前日正午まで申し込お受けします。会員の方には、交通費補助 2 千円を支給します。場

所のわからない方はご相談ください。 
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