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おおのじょう緑のトラスト運動１0周年記念市民植樹祭が
平成19年2月18日に共生の森で行われました。
前日に強い雨が降り足元が悪い中、会員の皆様や市民の皆様に参加頂き、約
120名での植樹祭となりました。
井本市長の挨拶に始まり約二時間の植樹作業となりました。前日の雨により地
面が緩み足を取られたり、植え込む穴に雨水が溜まりバケツで汲み出したりと植樹
以前の作業にかなりの時間を割く事となりました。参加者全員が協力し、山桜をは
じめミズナラ、ヤマモモなど10種約800本の苗木が植樹されました。
今回植樹した共生の森は、数年前まで山が切り崩され泥が運び出され、その後
は廃棄物や廃車置場となり荒れ果てた山です。1日も早く昔の緑豊かな牛頸の山
に戻る事をみんなで願いつつ植樹を行った1日でした。
荒廃した以前の共生の森

植樹祭の様子

★この協会報は森林資源の保護のため古紙配合率100％の紙を利用しています。

だれがするの？地球温暖化対策
ころが、温暖化による、海の表面温度の上昇で、台

テレビやラジオからは、毎日のように、地球温暖化だ、
異常気象だと、
目や耳に訴えてきます。南の島が沈み

風は、日本に近づいても、勢力を増し続け、巨大台

そうだ。巨大ハリケーンがアメリカを襲った。北極の氷

風となり、甚大な被害をもたらすことが予想されて
いるのです。※ここに紹介したのは、ほんの一例です。

が無くなり白熊の生命が脅かされている。深刻な砂漠
化が進んでいる。そんな話が氾濫しています。
そして、
その主な原因が、私たちの豊かな生活を維
持するために、
ガソリンや、石炭などの燃料を燃やすこ

近い将来、私たちが残した地球温暖化が、多くの人
や生き物を苦しめることになったとしても、
私たち個人は、
きっと誰からも咎（とが）められることはないでしょう。

とで発生する、二酸化炭素だということも、広く知られ

しかし、私たちが、生活を見直すことで、少しでも温

るようになりました。それでも、私たちは、
自分の生活を

暖化を食い止めることが出来たとしたならば、
私たちは、

見直そうとしているでしょうか？

取り組まなかったことを、強く後悔すると思いませんか？

２０年前、私たちは、地球温暖化という言葉さえ知り

『電気をこまめに消す』
『エネルギーを使う製品を買

ませんでした。では２０年後の日本で、
どんな環境が私

い換えるときは、省エネのものを買う』
『マイカーの利用

たちを待ち受けているか想像してください。

を控える』
『レジ袋を貰わない』
『ゴミを減らす』
『リサイ
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クルを行う』など、
あなたに、出来ないことがいくつあり

恐ろしい病気が日本を襲う！
！
熱帯の病源菌を媒介する生物が、日本で越冬を

そうなのです。そんな簡単なことなのです。

するようになると考えてください。
つまり、マラリアやデング熱といった高熱と死を

2

ますか？
人には、思いやりという心があります。未来の地球

伴う病気が発症する恐れがあるということなのです。

に暮らす人たちや生き物を思いやり、私たちの生活を

巨大台風が生活を脅かす！
！

見直していきましょう。

台風は海の表面温度が２７℃で発生し、勢力を増

「電気消しなさい!!」は、思いやりのことばなんです。

しながら日本に近づいてきます。
しかし、北上することで、海の表面温度が下がり、
日本に近づく頃から勢力が弱まっていたのです。と

福岡県地球温暖化防止活動推進員
おおのじょう緑のトラスト協会会員

塩田

力

平成18年度7月〜3月活動報告
平成18年7月29日
トラストの森整備作業
◎参加者／35名

平成18年7月11日
森の勉強会① 森林講座
◎参加者／18名
◎講 師／大野城市役所 田代 崇憲氏
◎講座内容／森林の現状、公益的機能、森林
の働き、木工細工、
トラスト協会について
今回は、夜の講座として行いました。遠方からも
ご参加頂き、森林について熱心な方ばかりでした。
話の内容はわかりやすいもので、小学生も楽しく学
べた様です。また、工作は大人から子供まで楽しめ
るもので、笑顔で参加者同士の交流もできました。

5月の作業が中止になったトラストの森の下草
刈りを行いました。前回の作業から期間が空いた
ため、草がかなり伸びていました。事前に会員自主
活動で入口付近などの草刈りをして頂き、下準備
をしていました。当日は参加者が多かったこともあり、
短い時間で奥のほうまできれいになりました。また、
道路側は市で刈って頂いていたので、外側からも
きれいに見えて、整った森になりました。今回、参
加者の中からもっと草刈りをしてはどうかと意見が
出たことで意識の高さを感じました。

平成18年
8月10日
森の
勉強会②
草刈り講座
◎参加者／10名
◎講 師／福岡県福岡農林事務所 三笠 哲雄氏 鵤氏
福岡県森林林業技術センター 浜地 秀展氏
◎講座内容／京都議定書・森林面積・森林の有する機能・森林
を育てる他、草刈機の取り扱い方他、トラストの森草刈り実地
日頃の森林整備作業では、下草刈りや草刈機
についてゆっくりとおはなしすることができないため、
参加者の皆さんにじっくりと学んで頂きました。座
学では草刈りのことだけでなく、福岡県の森林に
ついて細かなデータをもとに講義がありました。また、
草刈機の整備については、資料を中心に実物を
見ながら行いました。午後からは実地講義でトラス
トの森で行いました。ベルトのつけ方、エンジンの
かけ方など１から丁寧に学び、講義終了の時には
随分上達されました。暑い中での講義でしたので
休憩を多く取り、参加者同士でゆっくり話もでき一
体感がある活動となりました。

平成18年
9月28日
森の
勉強会③
竹林整備
◎参加者／20名
◎講 師／トラスト協会理事長 浦屋 奈美子
◎講座内容／竹の伐採実地作業、竹炭焼き
について、竹林整備について
実習場所は、
モウソウダケが茂るもみじの森です。
事前に座学で竹林整備や炭焼き、本日の流れに
ついて説明し現地へ移動しました。竹林整備の竹
材は、12月の炭焼きに使うもので参加者の皆さん
で山から切り出し、竹炭材の長さに切りました。み
なさんは竹切りが始まると協力し、会話をしながら和
気あいあいと作業されました。午後からトラストの森
まで竹材を運び、実際の炭焼き小屋を見学しました。
トラストの森では、竹馬の材料であるマタケ切りを
行いました。参加者の皆さんの協力であっという間
におわりました。

平成18年
11月9日
森の
勉強会④
間伐勉強会

◎参加者／10名
◎講 師／福岡広域森林組合 菊次 憲二氏
今回は、間伐の座学講座を行いました。間伐の
初歩的なお話からチェーンソーの整備まで幅広く
教えてもらいました。昨年とは違い、外ですることが
できなかったので、実際にチェーンソーをかけたりす
ることはできませんでした。
しかし、講師の先生が持
参された杉・檜の匂いを実際にかいだり、触ったり、
どちらの木か当てたりと室内でも人工林のことがわ
かりやすいように工夫してありました。また、チェー
ンソーの整備では、ボランティアさんたちでもできる
内容の掃除のしかたや点検方法などを教えてもら
ったので、伝わりやすかったようでした。

平成18年10月14日
もみじの森周辺整備作業
◎参加者／28名
お天気もよく少し暑い位の陽気のなか下草刈り
を行いました。草刈機で主に森の奥の中央部にあ
る斜面や階段付近を作業しました。もみじは随分
大きくなり、草刈りを行ったことで見栄えがよくなり、
紅葉の色づき加減が目立つようになりました。また
手鎌では、奥の木々に絡まったつるをはずし、斜面
のきつい部分に入って下草刈りを行いました。まだ、
草に隠れるもみじもあるので丁寧によけながら、足
元に注意しながら行いました。今回、斜面のきつい
部分は難しいかと思っていましたが、参加者の方々
のご協力できれいになりました。

平成18年10月21日
自然観察会〔さくらの森周辺〕
◎参加者／23名
◎講 師／福岡県保健環境研究所 須田 隆一 氏
天気がよく、暖かい日でしたので良い散策日和
でした。子供から大人まで幅広い参加で、おしゃべ
りしながらの楽しい観察会となりました。秋ならでは
のドングリ観察ができ、新しいドングリが見つかるた
びに先生から丁寧に説明をしてもらいました。また、
虫や動物の説明もあり、中でも「シーボルトミミズ」
に対して子供は喜んで話を聞き、
触る子もいましたが、
反対に大人は苦い顔をして離れていく人がいてと
ても印象的でした。怪我なく無事に終了できました。

平成18年11月16日
森の勉強会⑤ 間伐実地
◎参加者／15名
◎講 師／福岡広域森林組合 菊次 憲二氏
11月9日の座学で得た知識を活かして参加者全
員懸命に間伐にはげんで頂きました。体を止めると
寒く感じる気候でしたが、
いざチェーンソーを握ると
みなさん額に汗して懸命に伐倒して頂きました。今
年もヒノキの林で間伐実地をおこないましたが、
ヒ
ノキの匂いやヒノキの強さ等を感じて頂けたようです。
伐倒に当たっては森林組合の菊次さんの大きな声
で注意を受けてビックリされている参加者の方もお
られましたが、
これも怪我の無い安全作業のためと
おもって頂けたはずです。各グループ15本から20
本位のヒノキを伐倒して頂きました。最後のチェー
ンソーの整備も
今回初めて皆さ
んに行って頂き
整 備 方 法も会
得 頂きました。
皆さん口々に切
応えが有ったと
満足して帰路に
着かれました。

平成18年
12月9日、
10日
森の勉強会⑥
竹炭焼き実地
・竹炭窯出し
◎参加者／40名（2日間合計）
◎講 師／もみじの森会の皆様
12月9日と10日の2日間にかけて竹炭焼きを行
いました。9日は雨の降る中でしたが、参加者の皆
さんはもみじの森会の方の説明を熱心に聞き入り、
実地体験に取り組んでおられました。最初は、初対
面の人同士で粘土コネ等の作業をしたので会話
も少なかったのですが、終わりに近づくにつれて会
話が弾み、質問なども活発にされる雰囲気になっ
て行きました。同時にミニ門松作りを行いましたが、
お正月に近いこともあり人気がありました。それぞ
れで工夫をして、かわいいミニ門松ができました。
10日は、前日とは違いよいお天気に恵まれました。
心配されていた1つの窯もうまく焼けており、参加
者の皆さんに好きなだけ焼けた竹炭を持ってかえ
っていただけました。全体を通してやけどなどけが
人が無く終了しました。

平成19年2月3日
植樹地整備作業〔共生の森〕
◎参加者／22名

平成19年1月20日
森遊び活動Ⅱ 花炭焼きと野外料理
◎参加者／28名
今年の花炭焼きでは、初めて参加の方が多く、
火おこしから苦労されていました。今年は松ぼっくり、
ヤシャブシ、
ドングリ、竹など中心に焼きました。今
年取った松ぼっくりは少し水分が多かったので、
し
っかりと焼いていたグループは完全に炭になってい
ました。さまざまな経験を親子や異年齢の他の方々
と行う森遊び活動の楽しさを味わって頂けたと思
いました。野外料理は、
うどん作りとダッチオーブン
料理（ローストチキン・しし肉ベーコン・ヒヨドリの燻
製）
で楽しんでもらいました。

前日まで雪が降っていたため天候を心配してい
ましたが、当日は多少寒さがあったものの良い天気
になりました。共生の森は葛カズラが蔓延り草刈
機は作業しにくいところで多くの方にカマを使って
手作業で草を刈ったり、つるを切ったりしていただき
ました。斜面のきつい部分では足場の悪い中、一
生懸命に作業して頂きました。作業後、共生の森
は見晴らしが良くなり、本番に向けてよい準備とな
りました。参加者も多く、次回の植樹祭も楽しみな
様子でした。

平成19年3月17日
さくらの園整備作業
◎参加者／21名
桜の咲く前に皆さんで笹刈りやごみ拾いをして
いただきました。笹刈りは、草刈機できれいに刈っ
ていただき、時間内にきれいになりました。ごみ拾
いは、
ゴミ袋片手に広い園内を歩きながらきれいに
していただきました。川の中にもビニール袋、空き
缶などのごみが落ちており、大量のゴミが集まりま
した。きつい作業の後は、皆さんでのんびりとお茶
を飲み、少し早い春を楽しみました。

トラスト協会年間計画
平成19年度のトラスト協会年間計画をお知らせ致します。
森林整備作業（南地区・6月9日のみ東地区）

森の勉強会（南地区・1月17日のみ中央地区）

● 5月12日（第2土曜日）7:30〜 9:00 共生の森整備作業

● 6月21日（木）19:00〜21:00 森の勉強会①森の救急講習

● 6月 9日（第2土曜日）7:30〜 9:00 東地区整備作業

● 7月12日（木）9:30〜12:00 森の勉強会②草木染め

● 7月14日（第2土曜日）7:30〜 9:00 トラストの森整備作業

● 9月27日（木）9:30〜15:00 森の勉強会③竹林整備

● 8月11日（第2土曜日）7:30〜 9:00 さくらの園整備作業

●11月 8日（木）9:30〜12:00 森の勉強会④間伐勉強会

● 9月 8日（第2土曜日）7:30〜 9:00 共生の森整備作業

●11月15日（木）9:30〜15:00

●10月13日（第2土曜日）9:30〜11:00 もみじの森整備作業

●12月 1日（土）9:00〜16:00 森の勉強会⑤竹炭焼き実地

●11月10日（第2土曜日）9:30〜11:00 トラストの森整備作業

●12月 2日（日）9:00〜11:00

間伐実地
竹炭窯出し

● 1月17日（木）9:30〜12:00 森の勉強会⑥地球温暖化講座

自然観察活動（東地区）

自由活動の日

● 5月26日（土）10:00〜12:00 自然観察会＆新緑散策
●10月 6日（土）10:00〜12:00 自然観察会＆ドングリ・クリ拾い

● 4月18日（第3水曜日）● 5月16日（第3水曜日）● 6月20日（第3水曜日）
● 7月18日（第3水曜日）● 8月29日（第5水曜日）● 9月19日（第3水曜日）

森遊び活動（南地区・4月21日のみ東地区）

●10月17日（第3水曜日）●11月21日（第3水曜日）●12月19日（第3水曜日）

●4月14日（土）9:00〜15:00 森遊び活動Ⅰ山登り（黒金山・牛頸山）

● 1月16日（第3水曜日）● 2月20日（第3水曜日）● 3月19日（第3水曜日）

●4月21日（土）10:00〜13:00 森遊び活動Ⅱネイチャーゲーム
●8月 4日（土）20:00〜22:00 森遊び活動Ⅲ夜の森探検

広報活動

●2月23日（土）10:00〜14:00 森遊び活動Ⅳ花炭焼きと森の料理①
●3月 8日（土）10:00〜14:00 森遊び活動Ⅴ森の料理②

● 5月／トラストだより⑨ ● 7月／トラストだより⑩
● 9月／協会報第37号 ●11月／トラストだより⑪
● 1月／トラストだより⑫ ● 3月／協会報第38号

イベント事業
● 8月 4日（土）17:00〜19:00
親子 夏休み木工細工・竹細工教室〔南地区〕

くわしい内容、場所、時間は協会報・ホームページなどでお知ら
せします。変更する場合もございますのでご了承ください。

●10月下旬〜11月上旬 みどりの広場

4月の活動予定
●森遊び活動①「山登り
（黒金山・牛頸山）」
（事前申込が必要です）
◎4月14日土曜日 9時〜15時（雨天中止）◎集合場所 大野城いこいの森水辺公園（牛頸ダム周回道路沿い）
◎要申込（申込期限 4月13日金曜日17時まで）◎お弁当、水筒、軍手、
タオル、帽子を持参して下さい。
●森遊び活動②「ネイチャーゲーム」
◎4月21日土曜日 10時〜13時（雨天決行）◎集合場所 県民の森駐車場（総合体育館上駐車場）
◎要申込先着30名（申込期限 4月13日金曜日17時まで）
◎バンダナ、水筒、帽子、お弁当、雨具、体育館シューズを持参して下さい。

1,000会員（団体含む）を達成しようと頑張って来ましたが、残念ながらあと少しのところで達成できませんでした。
しかし、平成19年度も諦めずに活動の拡大に努めて参ります。今年も変わらぬ御支援を頂けます様にお願いします。
○現在会員数報告（平成19年2月28日現在）
個人会員
大人

419

中高生
人

0

家族会員
小学生

人

2

人

世帯数

人数

158 世帯

505

法人

団体

合計

19

10

955

人

法人

団体

お問い合わせ先や申し込み先／財団法人おおのじょう緑のトラスト協会
〒816-0971

大野城市大字牛頸481-1

Eメール info@green-onojo.jp

電話（092）915-5550

FAX（092）595-4443

ホームページ http://www.green-onojo.jp/

★この協会報は森林資源の保護のため古紙配合率100％の紙を利用しています。

会員

