
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  訳 募金額(円) 

街頭募金(４月１６日) 96,710 

出展者 
(グループみどり会) 

11,368 

木工クラフト倶楽部･
土佐竹とんぼの会 

16,111 

花と遊ぼう会 
(押花体験) 

27,914 

織田会長 
(緑の協力員) 

4,500 

森と緑の会テント 
(３日間) 

9,813 

合  計 166,416 

平成１８年４月１５日(土)から１７日(月)の３日間、中央公園で高知市「みどりの週間」行事が開催されました。初日は

雨でしたが、２日目からさわやかな晴れの天気に恵まれました。１６日(日)には、恒例の街頭募金活動を行いました。 

▲街頭募金のようす 上：「御協力ありがとうございます」四国森林管理局長とミス高知／中段左：
出発式のようす （緑の協力員、高知県子ども会連合会、緑の募金公募事業団体などたくさんの方々
のご協力を得ました）／中段右：あいさつをする川合通子理事長／下段左：募金を呼びかける県内各

地の緑の募金公募事業団体メンバー／下段右：子ども会の子ども達も大声でよびかけてくれました 

▲中央公園では 上：森と緑の会テント
(事務局とNCB)／下：テント内には、押花体
験コーナー(今年は彩り染め体験) 

街頭募金には、多くの協力を得

て、３日間で１６６，４１６円の浄財

が集まりました（街頭募金参加者

は次のページにご紹介）。 

本当にありがとうございました。 

社団法人 高知県森と緑の会 発行 2006 年(平成 18 年)4 月 20 日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■役員 
役 職 氏  名 所 属 団 体 等 

理 事 長 川合 通子 ＮＰＯ我が家を見直す会代表理事 
副理事長 熊瀬 幸助 高知県山林協会理事 
副理事長 岡部 利秀 高知県木材協会専務理事 
専務理事 中森 道雄 高知県緑サポーター会会長 
理  事 田村 昭 高知県森林土木協会専務理事 
理  事 島内 馨輔 高知林業土木協会専務理事 
理  事 岩神 篤彦 物部川漁業協同組合代表理事 
理  事 野村 章夫 株式会社エヌ･シー･ビー執行役員事業部長 
理  事 山中 国保 高知県子ども会連合会会長 
理  事 真辺 由香 高知県農村女性リーダー 
理  事 川村 祐子 暮らしを見直す会代表 
理  事 手島 寿幸 情報交流館ネットワーク副代表 
理  事 西沢 窈子 桜ライオンズクラブ会員理事、元会長 
理  事 西内 久 高知県森林局木の文化推進室長 
監  事 廣光 良昭 税理士 
監  事 森沢 満男 高知県森林組合連合会専務理事 

4 月 16 日の街頭募金に
御協力いただき、誠にあり
がとうございました。 
・四国森林管理局 
・高知県森林局 
・緑の協力員 
・高知県子ども会連合会 13 名 
・緑の募金公募団体 

（市立朝倉中学校ＰＴＡ、千本松
原を育てる会、焼畑による山お
こしの会、森の拠点づくり運営
委員会(津野町)、アセビ会(いの
町)、秦里山まつり実行委員会、
秦山の竹林と友達になろう会、
によど森林救援隊、高知県緑サ
ポーター、NCB 緑の募金カー
ド友の会、日本樹木医会高知支
部、安徽省日中友好の森づくり
ネットワーク、白髪･行川観光
保勝会、ふれんど会(本山町)、
県民の森工石山を楽しみなが
ら良くする会、高知子どもイン
ストラクター養成講座運営委
員会、四万十樵塾、伊野緑と水
の会、嶺北緑と水の会、高知緑
と水の会、香美緑と水の会、安
芸緑と水の会、須崎緑と水の
会、南国緑と水の会、舟入川ウ
ォーキング実行委員会、楠目小
学校楠目子どもエコクラブ） 

※受付で確 認できた参加者 を掲
載しました。もし確認の抜かりが
ありました時はお許しください。 

平成１８年３月２２日、臨時総会を行いました。平成１７年度補正予

算についてと、１８年度の事業計画および収支予算、定款の改正を

議題として議論しました。今回の経理上の適正を欠く問題を受けて、

理事は総辞職し、一新する承認を得ました。さらに、再発の防止とし

て監事に税理士をお迎えし、監査体制を強化しました。 

３月２８日には新しい理事の皆様が集まり、理事長の選任をし、今

までの経過の説明と、先の臨時総会の報告、１８年度計画と運営に

ついて話し合いました。１８年度は理事会を２ヶ月に１度くらいの頻度

で開催し、信頼の回復と、緑の募金の普及を確認し、閉会しました。 

四万十ライオンズの森植樹（緑の募金公募事業｢森林の整備｣） 

四万十ライオンズクラブの実施報告が届きまし

た。平成１８年度緑の募金公募事業の取り組みとし

て、自己資金と公募事業の補助金を合わせて、ヤ

マザクラ２０本購入、３月１２日に植樹しました。この

事業は、同クラブが平成１５年山林を購入し、四万

十市に寄贈、１６年度から山林を整備し、昨年、今

年と桜の植樹を行いました。 

今後は、継続的に整備を行い、市民に親しまれ

る森づくりを進めるため、花木を植え、市民の憩い

の森にするための活動をしていくとのことです。 



 
 
 
■緑化の推進（２２件） 
No.  事 業 名 団 体 名 実 施 場 所 

1 夏休み親子森林体験学習 高知県林業改良普及協会 土佐山田町 甫喜ヶ峰森林公園 
2 大杉公園整備事業 杉地区 大豊町杉 
3 朝倉中学校里山づくり 市立朝倉中学校ＰＴＡ 高知市朝倉（朝倉中学校） 
4 横内緑の少年隊活動 横内緑の少年隊 土佐山田町 甫喜が峰森林公園 
5 第５回 秦里山まつり 秦里山まつり実行委員会 高知市秦泉寺  
6 秦山の竹林と友達になろう会 秦山の竹林と友達になろう会 高知市秦泉寺  
7 見守ろう！ふるさと（森と水）を 楠目小子どもエコクラブ 物部川流域、楠目小学校 
8 高知子ども森林インストラクター養成講座 高知子ども森林インストラクター養成講座運営委員会 土佐山田町（情報交流館）など 
9 野中兼山の歴史を探る-舟入川ウォーキング- 舟入川ウォーキング実行委員会 土佐山田町楠目～南国市日吉町（舟入川） 

10 センス・オブ・ワンダーランド ２００６ レイチェルの会 高知市 高知こどもの図書館 
11 巨樹・古木を訪ねて、その保存策と地域の活性化を図る 高知県緑サポーター会 大豊町、津野町、窪川町 
12 夏休み・安居渓谷で遊ぼう会 伊野緑と水の会 仁淀川町 安居渓谷 
13 高知市緑地公園の桜と緑を育てる地域グループ支援事業 高知緑と水の会 高知市 筆山公園、鏡ダム公園 
14 「塩の道」整備と関係市町村 の体験交流イベント事業 香美緑と水の会 物部村～香我美町 
15 平成１８年度樹木医セミナー「樹木の診断・治療に関する知識」 高知県緑サポーター会 高知市及び県内各地 
16 高知県緑の環境会議 講演会・シンポジウム 高知県緑の環境会議 高知市 
17 「家族みんなでツリーハウス作り！と森林学習」 ＮＣＢ緑の募金カード友の会 香南市（月見山こどもの森） 
18 消えゆく山里の闊葉樹の再生を目指して 嶺北緑と水の会 嶺北地域（大豊町、本山町） 
19 植物観察と登山道整備 幡多緑と水の会 幡多地域 
20 昆虫の森づくり事業 昆虫の森をつくろう会 大正町、いの町、高知市 
21 安芸地区の自然文化を調査し、学ぶことにより地域の活性化を図る 安芸緑と水の会 安芸地域 
22 第 3 回家族でふれあう木のフェアー 高知県青年林材協会 高知市 

■森林の整備（２０件） 
1 自然体験の森づくり事業 森の拠点づくり運営委員会 津野町 森の拠点「森の楽園」周辺 
2 土佐の森づくり事業 ＮＰＯ法人土佐の森・救援隊 いの町本川 
3 運輸労連四国地連出会いの森 全日本運輸産業労働組合四国地方連合会高知県協議会 物部村別府 国有林 

4 鏡川水源の森づくり事業 こうち森林救援隊 高知市土佐山菖蒲 
5 四万十川流域間伐推進事業 四万十樵塾 四万十川流域の森林 
6 千本松原活性化プロジェクト 千本松原の松を守り育てる住民の会 高知市種崎 種崎千松公園及び周辺松林 

7 おおなろ野外活動の森づくり おおなろ野外活動の森づくり実行委員会 高知市神田 おおなろ野外活動 の森 
8 市民参加による体験を主体とする工石山県民の森づくり事業 県民の森工石山を楽しみながら良くする会 高知市土佐山 工石山県民の森 
9 高知市有林の間伐 四銀森林サークル 高知市鏡吉原 

10 森と水とのふれあい教室 母なる大地四万十の郷 水と森を考える会 高幡地域の市町村等 
11 汗見川森林再整備事業 アセビ会 いの町枝川下汗見 
12 焼畑から始める近自然の森づくり 焼畑による山おこしの会 仁淀川町ツボイ 

13 学びの森づくり事業 朝霧森林倶楽部 窪川町松葉川地区（米奥小学校有林 ） 
14 災害に配慮した健やかな森づくり事業 によど川森林救援隊 仁淀川町長坂山町有林 
15 桑田山雪割り桜の里づくり推進事業 桑田山雪割り桜の里づくり推進協議会 須崎市桑田山地区 

16 ライオンズの森等造成事業 四万十ライオンズクラブ 四万十市具同 
17 木の根を守ろう！－山のダムづくりー 横倉山自然の森博物館友の会 越知町横倉山 
18 行川流域森林整備事業 白髪山・行川観光保勝会 本山町上関及び下関の行川流域 

19 景観整備美化事業 ふれんど会 本山町本町 
20 部落林整備事業 南国緑と水の会 南国市中谷部落林 

■国際協力（１件）   
1 安徽省日中友好の森づくり・交流促進事業 安徽省日中友好の森づくりネットワーク 中国安徽省 

■地区・支部公募事業一覧（７件）   
1 汗見川流域河畔林整備事業 本山町支部 本山町汗見川流域 
2 「木とふれあう木工教室」 越知町支部 越知町 
3 森地域環境整備事業 仁淀川支部 仁淀川町森地区 
4 物部村体験林業教室 物部村支部 物部村内 
5 須崎地区管内緑化推進事業 須崎地区 須崎地区管内 
6 緑の公共空間づくり事業 伊野地区 伊野地区管内 
7 記念樹のすすめ事業 伊野地区 伊野地区管内 

 このように、県内各地の団体のさまざまな活動に緑の募金は活用されています。 
各行事への参加や緑の募金へのご協力をよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
●緑の募金は下記の口座でお受けし

ています。 
 ①四国銀行山田支店 

普通 ０４６９０３７ 
 ②高知銀行本町支店 

普通 ０６１１６３０ 
 ③高知県信用農業協同組合連合会本所 

普通 ５４８９０２６ 
 ④ 郵便局 １６４３０－７３１３６３１ 
【口座名義】 

①～③ （社）高知県森と緑の会 
理事長 川合通子 

④ （社）高知県森と緑の会 
 

●緑の募金箱を下記の場所に常設し
ていただいています。 

【量販店】 
・エースワン ・高知スーパー   
・こうち生協  ・高知大丸 
・サニーマート ・サンシャインチェーン 
・サンプラザ ・ジャスコ高知店 
・十津スーパー ・ナンコクスーパー 
・バリュー ・フジ 
・あさくらセンター   の県内全店舗 
【コンビニエンスストア、ホームセンター等】 
・スパー   ・スリーエフ   ・ＴＳＵＴＡＹＡ 
・ホームセンターマルニ 
・イエローハット    の県内全店舗 
【金融機関等】 
・四国銀行（県内全店） 
・高知銀行（県内全店） 
・高知トヨペット     ・ＮＣＢ 
・ＮＴＴドコモ高知支店 

・緑の募金に関するお問い合わせ 
・緑の募金事業に関するお問い合わせ 

社団法人 高知県森と緑の会 
〒782-0078 高知県香美市土佐山田町大平 80 

高知県森林総合センター 情報交流館内 
TEL：0887-52-0072 FAX：0887-52-4177 
E-mail forestandgreen@hotmail.com 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.moritomidori.com/ 

＜＜木のおもちゃで遊んだ感想(抜粋)＞＞ 

○木の玉プールと丸い木のボールは、転がしてプールで遊んでいま

した。みんなで協力して遊び、木の感触を楽しんでいました。 

○導入時はものめずらしさに、とにかくいろんな木のおもちゃに触れ

て遊ぶ姿が多かった。音や動きに興味をもち、触れて遊ぶことが

多かった。日が経つにつれ、いろんなおもちゃを合わせて遊ぶ姿

が見られ始めた。それぞれの特性を知った上で他のごっこ遊びへ

とつなげている様子が多く見られた。 

○どのおもちゃも子どもたちにとても人気があり、今日でさよならする

のが残念です。お借りできたことをとてもうれしく思っています。 

木のおもちゃプロジェクトは｢緑の募金｣を活用しており、木のおも

ちゃに触れることによる情操教育や五感の発達を目的としています。 

貸し出し後は、おもちゃへの子ども達の関わり等の感想や写真を

いただいています。 

また、貸し出した保育所には、募金についての広報をしていただく

などご協力をお願いし、期待以上の結果を得られています。 

次回の貸し出しは、高須幼稚園(高知市高須)、ムッターキン

ト(高知市帯屋町)、宿毛市地域子育て支援センターに配達され

ることが決定しています。楽しみに待っててね☆ 

緑化の推進 木のおもちゃプロジェクト（本部事業） 

早いもので、第４回目となる木のおもちゃプロジェクト

事業の配達。第３回目(１～３月)の貸し出し園である楠

目保育所(土佐山田町)、吾桑保育所(須崎市)、上田口

保育所(黒潮町(旧大方町))での貸し出し期間を終え

て、今度は県西部へ Go！。 

４～６月は、黒岩中央保育所(佐川町)、大奈路保育

所(四万十町(旧大正町)、中村保育園(四万十市)の３ヶ

所の保育園で遊んでいただくことになっています。 

木のおもちゃ一式が到着すると、子ども達は大喜び。

こぞっておもちゃを使って楽しく遊んでいました。 


