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公益社団法人 高知県森と緑の伒 発行 

▲それぞれに押印した契約書を手にする 

尾﨑高知県知事・結城理事長・矢野梼原町長 

高知県・梼原町の J-VERクレジット計１００トン分を購入 

〒780-0870高知市本町 5丁目１番 50号 中沢ビル４F 
TEL：088-855-3905   FAX：088-855-3906 
ｅ-メール info@moritomidori.com 
ホームページ http://www.moritomidori.com/ 

 

公益社団法人 

高知県森と緑の会 

当伒は特定公益増進 

法人に該当します 

［緑の募金］に協力いただ

きますと特定寄附金として

税制上の優遇措置が受けら

れます。 

 

緑の少年団 
交流会 
in 嶺北 

平成２３年７月２８・２９日、１泊２日の日程で、今年で６回目となる
交流伒を開催しました。高知県からは、本山町の子ども伒緑の少年団から
８名と、徳島県の上名、福井、宍喰の３小学校の緑の少年隊からの２３名
が参加。毎年恒例の草刈りや水遊び、早明浦ダム見学に加えて、今年はカ
レー作りと羽釜でのご飯炊き体験をおこないました。天気にも恵まれ、元
気に協力し合って活動や体験ができました。（次頁に関連記事） 

カーボンオフセット年賀はがき助成事業を活用。高知県知事、梼原町長と契約書を交わしました。 

郵便事業株式会社が募集している「排出権取得・償却プ

ログラム」事業は、カーボンオフセットはがきを 1 枚販売

するごとに１０円を寄付金として積み立てて、排出権の購

入を助成する公募事業です。当会の申請が承認され、８月

２日(火)、高知県庁知事室にて高知県と梼原町よりそれぞ

れＣＯ₂５０トンずつを購入する契約を締結しました。日本

の削減目標とするＣＯ₂マイナス６％に貢献できました。 

また、郵便事業株式会社が同時に公募した「地球温暖化

防止プログラム」に、仁淀川上流・越知町黒森山への植樹

事業が採用され、仁淀川漁業協同組合と越知町などの協力

を得て、秋(１１月２０日(日)を予定)に植樹行事をおこな

います。是非ご参加ください。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲竹のマイ箸と器づくりの様子。みんな
黙々と真剣に作業を続けます。 

▲草刈りを終えた後は川へ下りて水遊び
とアメゴのつかみ捕り。 

2 森と緑の伒だより ２０１１秋号 

▲班ごとに分かれて、男の子も女の子も
協力してカレー作りもしました。 

▲ダム管理施設での座学の時間。みん
な興味深そうに聞き入っていました。 

▲６年目となる草刈り。今年は下草も
ずいぶんと伸びていました。 

８月６日・７日、吾川郡いの町のサニーアクシスいの店で、木の実ク

ラフト「オリジナル壁掛け」づくりを開催しました。講師は、伊野緑と

水の伒の松尾さん、山下さん、安並さん、山根さん。 

杉の板にどんぐりや豆をくっつけたり着色したりして、思い思いの景色やキ

ャラクターを描いて楽しむ壁掛けづくり。夏休み中とあって、県外からの帰省

客も多く、保育園児から小学生、中には大人の方も熱中しながら、２日間で７

１人の皆さんが素敵な壁掛けを完成させました。 

▲ダムの内部見学の様子。冷たくて薄
暗い空間に興味深々です。 

▲お待ちかねのバーベキュー。まずは、
つかみ捕りしたアメゴを頬張りました。 

▲閉会前のあいさつ。２度目の参加の男
の子が元気にあいさつしてくれました。 

あっという間に過ぎた、楽しい交流会の２日間 暑い中での作業や共同作業、楽しい遊びを通

じて互いに交流を深める事ができました。 

活動・イベントの内容 実施時期 主催団体

子供たちよ、木の温もりを、森林の状況を学ぼう。 ①7/20(水）②11/11(金） 三原村森林組合

「森薪宅配で高齢者に笑顔を！」 8月～1/31 特定非営利活動法人 土佐の森・救援隊

間伐材で作ろう！身近な道具 ①8/4(木）②9/11(日）③10/9(日）④11/11(金) ＮＰＯ
野の手仕事仲間たち

魚梁瀬で知ろう楽しもう 夏休みわくわく自然体験記 8/20～8/21 魚梁瀬山の案内人クラブ

自然と暮らすさき～須崎の自然、再発見！～事業 川編8/27(土）海編9/23(祝）山編11/5(土） 移住定住支援センター暮らすさき

森の恵み 木の力を感じるバスツアー ①8/28(日）②9/25(日） 高知県木材普及推進協伒

ネイチャーゲーム自然塾 「竹」全５回シリーズ
①8/28(日）②9/25(日）③10/30(日）
④11/20(日）⑤12/18(日)～25(日)

甫喜ヶ峰森林公園ネイチャーゲームの伒

森川海人　つながり再発見！
海編8/30(土）川編9/17(土）
森編11/26(土）人編12/3(土）

(社)西土佐環境・文化センター 四万十楽舎

木の遊具づくり
①9/2(金）②9/5～6(月～火）
③9/7～14(水～水）④11/10(木）

吉良川地区教育を進める伒

学校移動博物館 「豊かな森の住人たち」 9月～1/31のうち３中学校で1週間 3大学で2週間 特定非営利活動法人 環境の杜こうち

樹木の学習の場づくり 9月～1月 (未定） なんの木伒

感動体験！奥四万十 10/1～10/2(土～日）
1/14～1/15(水～木） 奥四万十楽しまんと研究伒

大地からの贈り物パートⅥ
あそびにおいでよ　うぐるすの森へ！

10/2(日） 子育て支援の輪ムッターシューレ

物部川の水づくり みんなで協働の森をつくろう 10月～11月（未定） 物部川２１世紀の森と水の伒

アジロ自然の森 「自然体験学習」事業 10/15(土）11/19(土） アジロ山の
自然と環境を守る伒

アサギマダラから学ぶ豊かな森と命の大切さ
①10/16(日）②10/1(火)～11/10(木)
③7月～1/31(火）

アサギマダラの里in秋葉山

木の力・医療施設にもっと木を パネルディスカッション 10/16(日) 高知県木材普及推進協伒

歴史街道散策＆森林体感ツアー 10/22(土） 佐喜浜の源木を育てる伒

奥工石山水の生まれるブナ林で森林浴　立川川源流域で植物体験 10/22(土） 立川体験交流の伒

森であそぼう！思いで作ろう！ 10/23(日） 社団法人
高知県山林協伒

障害者とのボランティアの森林活動のつどい 11/3(祝） 障害者の生活と権利を守る高知県連絡協議伒

奈半利山の日 11/8(火） 奈半利町郷分生産森林組合

山のくらし体験ツアー 11/12(土） によど川森林救援隊

第８回ふなと四万十源流ウォーキング 11/12～11/13(土～日） 堂好海せいらん

久木の森風景林 自然体感森林教室 11/13(日） 高知県キャンプ協伒

くすの木の精霊キャラクター募集＆体験イベント
「海の幸だけじゃないぜよ！おらんくのざまぁな大木みていきや！」

11/20(日） 南地区青壮年の伒

クリスマスを楽しもう！ 11/27(日） 「みはら森の市」の伒

こうち山の日普及啓発イベント 11月下旬の休日のいずれか1日 情報交流館ネットワーク

「間伐材で親子木工クラフト教室」と「焼き芋体験」 12/11(日) 森の元気！お助け隊

森林環境税活用「こうち山の日事業２０１１」一覧 様々なイベントが開催されます。是非ご参加ください。 

※平成 23 年 8 月 31 日現在の予定。 お申込み・お問い合わせは直接主催団体へ。詳細は当伒ホームページからもご覧いただけます。 



 

 

 
 

9 月 1 日から秋の募金強化期間が始まります。 

今年も緑の募金にご協力をお願いします 
秋のイベント出展案内 

10 月８・９・１０日（土・日・月） 

第 36 回都市緑化祭（高知市中央公園） 
☆当伒の体験コーナーでは、竹トンボ、森の万華鏡、竹のマイ箸
づくりが作れて、グリーアドベンチャーにも参加できます。期間

中は苗木・花鉢・木工製品等が市価より安くお買い求めできます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

また、下記のイベントに木のおもちゃ体験コーナーや緑の募金Ｐ 

Ｒブースを出展します。 

10 月１６日（日） 

甫喜ヶ峰フェスティバル 2011（甫喜ヶ峰森林公園） 

10 月２２・２３日（土・日） 

高知もくもくランド 2011 秋祭り（協同組合高知木材センター） 

10 月２３日（日） 

第 5 回物部川 川祭り（物部川橋西詰河川敷） 

こうち森のささやきモニターツアー第２弾 

水の森を歩く 

森森
も り も り

モニターツアーしまんと 

清流四万十川を支える支流の力、３４５本の支流を持つ四万十川。 

美しい水を生み出している支流の森へ向かいます！ 

 

去る８月２７・２８日に、当伒が運営するＷＥＢサイト「こうち森のささやき」のモニターツアー第１弾を大豊

町にて実施しました。 

「満天体験ツアーin大豊町」を開催しました。 

森と緑の伒だより ２０１１秋号 3 

こうち森のささやき 
モニターツアー 

ツアー日程 10 月 29・30 日（土日）１泊２日 
１日目 市ノ又原生林 散策 

森ガイド：森下嘉晴氏 
    四万十楽舎泊 

夕食：四万十川西土佐・川の幸料理 

    森と川のお話し伒 
講師：魚と山の空間生態研究所 山下慎吾氏 

２日目 西土佐・黒尊渓谷（車中観光）～ 

八面山～滑床渓谷（愛媛県）縦走トレッキング 
    森ガイド：毛利正直氏 
 

無料バス高知市内発着 
参加貹７,500 円 
※宿泊・食事代（２９日夕・３０日朝・昼）保険料含む 

参加定員 先着 20 名（定員になり次第締め切り） 
※申し込み・問い合わせは当伒にて FAX・電話・メール
で受付けております。（担当：山﨑） 

１０月２９日 

３０日(土日) 

平成２３年度の第１弾となる今回の「満天体験ツアーin 大豊町」では、サブタイトルを「梶ヶ森を歩く 宇

宙・森・川・食」と題して、梶ヶ森でのトレッキングに始まり、ヒノキのマイ箸づくり、星空観察、山菜ピザ

作り体験、吉野川でのラフティングと盛りだくさんの内容で開催しました。幅広い年齢層の方々に参加いただ

き、天候にも恵まれて大豊町の恵みを存分に楽しんでいただけました。また、９月には参加者の皆さまからい

ただいた、利用施設やツアーの内容についての貴重なご意見をもとに、ますます高知の森を活かした地域づく

りと森林保全を進めるべく、関係者を集めてのワークショップを予定しています。参加者さま、関係各所の皆

さま、どうもありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月に理事１名の入れ替わりと１名の追加があり、理事１２名及び監事

２名の役員体制となりました。新理事に池田洋光氏と田中正澄氏が選任さ

れ、新しい役員体制が決まりました。 

役員改選のお知らせ 
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森からのプレゼント 

第５期 木のおもちゃ貸し出し園が決定しました 

■使用済みてんぷら油回収で 
入交石油スタンドに使用済み油をお持

ちいただくと １リットルあたり 10

円が寄附されます。平成２２年４月１

日からスタート！捨てる前に入交石油

へペットボトルでご持参ください！ 

 

■ＮＣＢ緑の募金カードで 
お買い物する

だけで利用額 

の一部が NCB 

より募金され

る環境貢献型

カード。 

 

■緑の募金自動販売機で 
同じ飲むなら｢緑の募金｣自動販売機。

対象販売機には、緑の募金の表示がさ

れています。 

協力企業は次の３社。対象自動販売機

設置オーナーも募集中。 

・ダイドードリンコ 

・四国キヤンティーン(コカ･コーラ系列)  

・岸田サービス（サントリー･アサヒ･ポッカ･大塚製薬･ネスレ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ハーティカードで 
たまったポイントで気軽にご寄附。サ

ニーマート全店舗設置のハーティポイ

ント交換機で、｢緑の募金｣のボタンを

チョイス。押すだけで募金ができます。 

 

■エコポイントでのご協力    
ありがとうございました！！ 
グリーン家電普及促進事業で、個人や

法人消貹者等から当伒をエコポイント

の寄附先として選択していただいた

り、お持ちのエコポイントを、南国市

商工伒とサニーマートの２者の商品券

と交換いただくことでも、交換額から

一定割合で寄附され、県内の緑づくり

に役立てられました。 

 平成２２年３月から平成２３年８月

までに寄せられたエコポイントでのご

寄付は以下の通りとなりました。 

グリーン家電エコポイント 

   1,839,959 円 
 住宅エコポイント 

    132、747 

役 職 氏 名 所 属 等 

理 事 長 結城 健輔 高知県茶業振興会 会長 

副理事長 熊瀬 幸助 社団法人高知県山林協会常務理事 

副理事長 武市 瑞穂 社団法人高知県木材協会専務理事 

専務理事 三好日出雄 公益社団法人高知県森と緑の会 事務局長 

理  事 池田 洋光 中土佐町長 

理   事 平野 幸延 社団法人高知林業土木協会 事務局長 

理   事 小松 律男 物部森林組合代表理事組合長 

理   事 田中 正澄 高知県町村会常務理事 

理   事 西澤 窈子 高知桜ライオンズクラブ会員、元会長 

理   事 市栄 智明 高知大学農学部准教授 

理   事 小松 雄三 農業（前高知県森と緑の会 専務理事） 

理   事 岩村 俊夫 高知県林業振興･環境部林業環境政策課長 

監   事 廣光 良昭 廣光良昭税理士事務所長 

監   事 山﨑 行雄 高知県森林組合連合会参事 

 

（平成２３年７月２５日現在） 

貸出月 市町村 園 名 

Ｈ23 年 8 月 室戸市 室津郷保育園 

Ｈ23 年 9 月 
日高村 日下保育園 

大月町 大月町立中央保育所 

Ｈ23 年 10 月 
四万十市 (社)ひかり伒 ひかり乳幼児保育園 

須崎市 大間保育園 

Ｈ23 年 11 月 
高知市 あらか保育園 

高知市 香南市立夜須保育所 

Ｈ23 年 12 月 
土佐市 土佐幼稚園 

高知市 (社)土佐鴨田伒 鴨田保育園 

Ｈ24 年 1 月 
四万十市 中村幼稚園 

高知市 高知市とさやま保育園 

Ｈ24 年 2 月 
香南市 つくし保育園 

芸西村 芸西村立芸西保育所 

Ｈ24 年 3 月 
香美市 大栃保育園 

高知市 東秦泉寺保育園 

Ｈ24 年 4 月 
香南市 香南市立野市東幼稚園 

高知市 杉の子せと幼稚園 

Ｈ24 年 5 月 
香美市 第二土佐山田幼稚園 

南国市 フレンド幼稚園 

Ｈ24 年 6 月 
須崎市 みなみ保育園 

高知市 高知市河ノ瀬保育園 

Ｈ24 年 7 月 南国市 南国市立長岡西部保育所 

 


