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今年の秋期緑の募金につきましてもご協力いただき、誠にあ

りがとうございました。その中で多額のご寄附をいただいた方

をご紹介いたします。10月２日(土)、四国ジーエス・ユアサ会

総会で、リサイクルバッテリー

購入時に積み立てた ECO 基金

324,975 円を緑の募金にご寄

附いただきました。会長五百竹

孝様から、当会・三好専務理事

が募金を受け取り、｢高知県知事

感謝状｣を県林業環境政策課長

鶴岡様から贈呈しました。

また、高知市の個人の方から

高額のご寄附をいただきました。▲四国ジーエス･ユアサ会長へ感謝状を贈呈

前号でお知らせした

｢森のようちえん｣の実

施日が決定しました。

・アジロ山(高知市朝倉)

/１月 16日(日)

・県立甫喜ヶ峰森林公園

(香美市土佐山田町平山)

/１月 30日(日)

冬の森のお散歩を楽

しんでみませんか？

ともに 10時集合、親

子 15組を募集します。

詳しくは当会ホームペ

ージをご覧ください。

また、３月６日(日)に

は、高知県立ふくし交流

プラザ（高知市朝倉）で

｢森のようちえんフォー

ラム｣を開催予定です。

※ ※ ※

10 月３日(日)、鳥取

県智頭町の『まるたんぼ

う』から指導者を招き、

森のようちえんを実施

しました。

前日に現地での打ち

合わせ会を公開の形で

行い、既に取り組んでい

る方や関心のある方が

参加をしました。残念な

がら当日は雨が降り、内

容が変更となりました

が、参加した親子７組を

含む 40名で周辺の散歩を楽しみ、参加者からは｢雨の中

の散歩は新鮮でした｣｢子どもに雨は

関係ないんだなと思いました｣など

また機会があれば参加したいという

声が寄せられました。

雨の音、雨のにおい、雨にぬれて色あざやかな自然の色を、一緒に楽しみました。
そして、森から帰ってきて絵本の読み聞かせを行いました。

９月２３日（木・祝）、久保谷風景林（国有林）でエコツアー「森の巨人とその仲間た

ち―ささえ合う命たち―」を開催しました。エコツアーは今回初めての試みでしたが、

たくさんの申し込みがあり、皆さんの森への関心の高さに驚きました。

参加者は高校生から７０代の方までさまざまで、森の中をゆっくりと歩きながら、案

内人の野生動物写真家の中西安男さんと国有林森林官の森下嘉晴さんによる森の

生きものや命の話に耳を傾けていました。参加者からは「数百年前からここに立って

いる木たちに感動した」「みんな一緒に生きているんだと感じました」など、ツアーに

参加して良かったという声をたくさんいただきました。

このエコツアーは緑の募金活用事業・2010年国際生物多様性年記念イベントとして行いました。
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１２月１２日(日)、第３回

目となる植樹を越知町黒

森山で実施。漁協組合

員、地元関係者、一般参

加者を含めた総勢１１７名

が１２００本を植えました。

主催：仁淀川漁業協同組合、公益社団法人高知県森と緑の会

後援：高知県､仁淀川流域交流会議（高知市･土佐市･いの町･日高村･

佐川町･越知町･仁淀川町）､NHK高知放送局､高知新聞社､RKC

高知放送､KUTV テレビ高知､KSS さんさんテレビ

※ この事業は、平成 22 年度カーボン･オフセット年賀寄附金配分

「地球温暖化防止活動事業助成プログラム」を活用しました

１１月３日（水・祝）、高知市鏡吉原

で、第１１回目となるウェディングフォレ

ストを開催しました。この事業は、三翠

園主催、当会が協力し、地元鏡吉原

山吹会の協力を得て開催しています。

三翠園で挙式した新婚さんのうち、今年

は７２組が記念植樹を希望。当日は、そのう

ちの３７組が参加しました。山の斜面で二人

が協力し合いながら作業をし、７２本のセン

ダイヤ桜が新たにこの地に植えられました。

午後は、ヒノキのマイ箸づくり。世界に一つ

しかない夫婦手作りの箸が完成しました。

■第４弾･春の植樹 平成23 年春（２月下旬か３月上旬）に、次回の植樹を予定していますのでご協力をよろしくお願いします。

１１月１４日(日)、｢オートクラフ

ト６０’｣が、ユーザーさんにも呼

びかけて第３回目の植樹活動を

実施。今回、オートクラフト６０’

の活動に賛同した異業種の４企

業（アッシュ､インテリアＩＫＥＤＡ､

千松、我流ダイニング案山子）

が初参加しました。

５企業がそれぞ

れの方法で寄附し

た緑の募金を活用

させていただき、ツ

ツジ５０本がいの町

の｢清水団地｣隣山

へ植えられました。

今年は 33 の企画が採択され、７月から県内各

地でたくさんの取り組みがイベントが実施され

ています。（詳しくは当会HPをご覧下さい）

▲「とみやま里づくり委員会」(四万十市大用)

地域住民100名が参加して、間伐材を使ったバス停

と屋根付きベンチを作り、地区内６ヶ所に設置しま

した。各バス停には、小学生がデザインしたキャラ

クター“やまぼう”が取り付けられています。

参加した新婚さん 37組 みんなそろっての記念撮影

マイ箸づくり

丁寧に２人で植えました

越知町長からの挨拶



今年も平成２２年度の緑の募金公募事業が実施されまし

た。今回は３つの取り組みをご紹介します。

ＮＰＯ法人土佐の森・救援隊は、夏休み期間の８月２８日

(土)に、｢五台山で遊ぼ! ｣と題し、子どもが林業体験や木工を

とおし、森林や樹木に親しめる事業を行いました。

横倉山自然の森博物館友の会は、１１月２７日（土）、「竹の

子の里づくり」として、越知町町民会館隣の森で、１８名で竹林

整備と竹炭となる材料の竹を伐り出した後、木を植えました。

高知県緑サポーター会は、１０月２４日（日）、中土佐町久礼

で大坂の桜並木のテングス病の治療を実施。雨の中、地元参

加者を含め８３名参加して、テングス病の枝の除去と肥料をや

りました。来春にはきれいな桜を咲かせることだと思います。
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１０月１７日(日)には｢甫喜ヶ峰フェスティバル｣、１０月３１日（日）は｢津

野町産業祭｣、と秋のイベントに参加し、緑の募金の広報を行いました。

１１月も、｢もくもくランド２０１０秋まつり｣や

｢須崎市保育まつり｣でブースを設置。展示し

た木のおもちゃは子ども達に大人気でした。

初めて乗る木材搬出機に目を輝かせる少年／横倉山を背後に、

記念植樹／除去したテングス病の枝で軽トラックは瞬く間に満杯

いの町立枝川小学校の生徒 11 名と先

生が、伊野緑と水の会といっしょに緑の

募金街頭活動を、10月 17日(日)、いの

町の量販店で実施してくれました。

ご協力ありがとうございました。

▲終了後、サニーアクシスいの店にて

■街頭募金活動協力 四国森林管理局、高知県林業

振興･環境部、高知市環境部、高知県子ども会連合

会緑の少年団、緑の募金公募事業団体（高知子ども

森林インストラクター会養成講座運営委員会、高知県

緑サポーター会、高知県林業改良普及協会）

■よさこい鳴子踊り ボランティア出演。緑の募金

への協力をPR。｢上町よさこい鳴子連｣､｢サボタージュ｣､｢大橋通り踊り子隊｣の３チーム。

■その他募金協力 各植木出展業者､「土佐竹とんぼの会」体験教室､樹木医相談コーナー等

須崎市保育まつりもくもくランド

１０月９日（土）から３日間、「ひろげよう育

てようみどりの都市」をテーマに高知市中

央公園で開催された都市緑化祭。初日は

あいにくの小雨で、町行く人も少なめでし

たが、｢街頭募金活動｣を実施しました。出

発式で来賓からご挨拶をいただいた後、

参加協力したみなさんで２ヶ所に分かれ、

募金への協力を呼びかけました。

人気の竹とんぼづくり

子ども達の息もぴったり(上町よさこい鳴子連)

緑の羽根を胸に踊る(サボタージュ)

公園北口での街頭活動



■団体／中土佐ライオンズクラブ

■個人／久保 誠、山下 俊次

（１２月１日現在：７０団体、２９個人）

・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

公益社団法人 高知県森と緑の会
〒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-mail info@moritomidori.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.moritomidori.com/

森と緑の会の前身、｢高知県緑化推進委員会｣

の時に県内各地の巨樹に看板が立てられ、
15年近く経った今、再びそれらの木に会い

に行って特集しています。

新玉神社の境内にあり、

部落共同で崇拝している。

昭和６３年度に実施された

環境庁の巨木調査におい

て、モミノキの部で全国１位

に指定された。

樹齢３００年(推定)、胸高

直径２５０ｃｍ、樹高２７．0ｍ

※ 全国巨木調査樹木別

「樅」ランキング第１位（第４

回自然環境保全基礎調査

（１９９１年環境庁）

巨樹･古木 No.15 新玉神社の樅（四万十市西土佐津賀）

当会は特定公益増進

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。
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■ ほっと一息！森づくり！

～「緑の募金」自動販売機 ～
同じ飲むなら｢緑の募金｣自動販売機。対象

販売機には、緑の募金の標示がされていま

す。協力企業は下記の３社です。

・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）

■ ＮＣＢ緑の募金カード
環境貢献型カード。これでふつうにお買い

物するだけで緑に。入会金・年会費無料。

■ 使用済み天ぷら油回収で
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 円が寄付されます。捨てずに

使って緑を増やしませんか。

■ ハーティカードで森づくり！
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｣ボタンをチョイス！

▲山下さんが白髪山特有のヒノキの森を語る ▲筒井さん所有林で林業やその思いを知る

木のおもちゃのセットを保育園や幼稚

園に３ヶ月間無料で貸し出す｢出前・木の

おもちゃプロジェクト｣。第４期の貸出し

園が次のとおり決定しました。

第５期の募集は来年夏頃に行います。

木のおもちゃ貸出しリスト（第４期）

貸出し園名 市町村

高知市河ノ瀬保育園 高知市

めぐみ保育園母と子の相談室 高知市

高知市かがみ保育園 高知市

常磐保育所 高知市

杉の子第２幼稚園 高知市

第二土佐山田幼稚園 香美市

いの町立枝川幼稚園 いの町

四万十町立田野々幼稚園 四万十町

まるばし保育園 高知市

高知市立秦中央保育園 高知市

須崎市立安和保育園 須崎市

室津保育園 室戸市

須崎市立西部保育園 須崎市

浦ノ内保育園 須崎市

佐川町立黒岩中央保育所 佐川町

杉の子せと幼稚園 高知市

須崎市立吾桑保育園 須崎市

※11月から毎月２園ずつ配達しています

当会のウェブサイト「こうち森のささやき」では、昨年から森の文

化や自然体験のメニューを紹介しています。今回、実際に体験し

た内容についてご意見＆ご感想をいただくための参加者（モニタ

ー）を一般募集し、１泊２日の日程でモニターツアーを行いました。

１１月８日(月)は山下幸利さん（本山町）、翌日は筒井順一郎さ

ん（土佐町）に案内していただきました。「森の名手・名人」に認定

されたお二人のそれぞれの説明を聞き、自然や山に対する思い

に触れながら森を巡りました。

■2011 年は国際森林年

来年は国連の定める「国

際森林年(International

Year of Forests)」です。

右のロゴマークが目印。


