
 

 

社団法人 高知県森と緑の会 発行 2007 年(平成 19 年)6 月 15 日 

昨年は長期的な濁流が続いた物部川。これ

から梅雨や台風のシーズンを迎え、今年も心配

されます。このままでは、清流のシンボル『鮎』は

おろか、流域の生態系への悪影響は待ったなし

です。早期の手だてをと陳情をしました。 

高知県の杉の間伐材を材料に、小高

坂更正センターに依頼して募金箱を製

作。従来のどんぐり君募金箱よりコストを３

分の２に抑えました。高知新聞が取り上

げてくださり、早速設置の協力をしていた

だける店舗の連絡もありました。まだまだ

設置場所を募集中、ご一報を。 

▲丁寧なつくりで手触り＆杉の香りとも優しいと評判 
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▲陳情する川合理事長（左）。副知事の手元の束が署名。 

直径 約１ｍ１３ｃｍ 
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４月２１日(土)、高知市土佐山「工石山」で、四国森林

管理局、高知市教育委員会と共催で「森林
も り

の楽校
がっこう

」を開

催しました。今年から、「みどりの日」が４月２９日から５月

４日に変更したことを記念して行われました。 

まだ春の訪れが浅

い工石山で、記念植

樹や森林についての

学習等をしながら、頂

上の展望台まで工石

山をぐるっと周り、山

の自然に触れながら

いい汗を流しました。 
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表紙の答えは｢切り株募金箱｣でした 
？？いったい、どこから来たがやろう？？ 

この切り株は、高知県香美市物部町から来ました。 
場所は、物部川上流域で育ったヒノキ。高知中部

森林管理署のご協力で、森から運んできてもらいま
した。第１号は情報交流館ネットワーク事務局長常
石さん作、第２号は当会が作りました。ふたの年輪
で、この木の年齢が分かります。 

左：杖塚で四国森林管理局の水の飲み比べや森林の機能についての学習 
右：工石山を楽しみながらよくする会の山川会長が山の見所や自然を案内 
※５月２７日、テレビ高知「がんばれ！高知 eco 応援団」で放送されました 

環境教育として、緑の募金を取

り入れてくれる学校が登場。募金

するという行為は、まず、環境（森

や緑）への理解をしていただくこと

が必要です。小さな子どもさんか

らでも参加でき、環境を考えるき

っかけづくりとなるという趣旨に賛

同いただき、２校に｢切り株募金

箱｣を設置しました。 

▲朝倉第二小学校、３年生に「森の学
習」を実施 

▲春野東小学校の校長先生と生
徒会のメンバー 

「言い出しっぺ」から始めます、横山です。私

は、これからの県土づくりの核は、「山」だと断

言しています。山が豊かになれば、栄養分豊かな

水が流れ出て、漁業･農業にもよい影響を与えま

す。山を豊かにするためには、そこにある資源を

活かさなければなりません。個人的には、高知市

土佐山に自前の炭窯をつくり、主に杉の間伐材を

焼いています。自分が焼いた炭を使ってみて、穴

の多い杉の炭は脱臭･調湿効果も高く、土壌改良

材としてもよいと思っています。間伐も進むし、

一石二鳥と信じています。私たちが今一番しなく

てはいけないことは子や孫に豊かな山を引き継

ぐこと。その思いは人一倍です。 

しかし、最近の悩みは、ここの事務局長になっ

て炭を焼く時間がないこと･･･。 
思いを聞きたい！新コーナーとして次号から市町村支
部持ち回りで登場いただき連載します。乞うご期待！ 

今号は・・・(社)高知県森と緑の会事務局長 横山 信行 

新コーナー① 

▲切り株をくりぬく常石さん（情報交流館ネッ
トワーク事務局長） 



 
 
 
平成１９年２月５日の運営協議会で審査いただいた「平成１９年度緑の募金公募事業」が次のとおり決定しました。

■森林の整備（１２件） 
No.  事 業 名 団 体 名 実 施 場 所 

1 ふれあい 21 世紀の森づくり事業 情報交流館ネットワーク 香美市物部町ヒカリ石国有林、香北町西川 

2 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 高知市千松公園 
3 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 高知市おおなろの森 

4 南国市部落林整備事業 南国緑と水の会 南国市 

5 汗見川地域森林整備事業 汗見川の自然を守る会 本山町白髪山 
6 どんぐり銀行大川村プロジェクト 大川村ふるさとむら公社 大川村白滝の里｢友達の森｣ 

7 大座礼山ブナ林環境保全活動事業 嶺北緑と水の会 大川村大座礼山 

8 汗見山森林再整備事業 アセビ会 いの町枝川 
9 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(旧池川町) 

10 三嶽古道整備事業 横倉山自然の森博物館友の会 仁淀川町谷山～越知町横倉山 

11 四万十流域間伐推進事業 四万十樵塾 四万十町（旧大正町） 
12 高森山(四万十市トンボ公園)整備事業 幡多緑と水の会 四万十市トンボ公園西の高森山 

■緑化の推進（１５件） 
1 むろと2000 本桜の会 桜育成事業 むろと2000 本桜の会 室戸市広域公園 

2 ｢高知子ども森林インストラクター養成講座 ｣(第 6 期) 高知子ども森林インストラクター養成講座運営委員会 おもに情報交流館（香美市） 

3 －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 舟入川（香美市－南国市） 
4 自然にふれあうネイチャークラフト教室開催事業 ネイチャークラフト研究会 香美市甫喜ヶ峰森林公園、情報交流館 

5 守ろう！ふるさと(森と水)を(継続) 楠目小子どもエコクラブ 香美市(物部川源流、森林総合ｾﾝﾀｰ等) 

6 夏休み親子森林体験教室(継続) 高知県林業改良普及協会 甫喜ヶ峰森林公園（香美市） 
7 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 

8 木材を活用したバイオトイレの建設 高知市朝倉第二小学校 PTA 高知市朝倉第二小学校 

9 朝倉中学校里山づくり 高知市立朝倉中学校 PTA 高知市立朝倉中学校 PTA 
10 ｢地場の木材を住まいに使い森を守る｣シンポジウム･｢高知削ろう会｣開催事業 高知木の家ネットワーク 高知市仁井田 

11 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 高知市中秦泉寺字秦山並びに周辺の竹林 

12 第 6 回 秦里山まつり 秦里山まつり実行委員会 高知市秦山 
13 市民参加による体験を主体とする、工石山自然休養林(県民の森･市民の森)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 高知市工石山自然休養林 

14 森と水のふれあい教室 母なる大地四万十の郷 高岡郡(幡東、四万十中央、大正町、窪川町、須崎地区) 

15 三原緑と親しむ事業 三原つつじを育てる会 三原村 

■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（３件） ※ 募集が２期に分かれており、5/15～6/30 の期間で第Ⅱ期の募集を受付中です 
1 香美市体験林業教室 （第Ⅰ期／緑化の推進） 香美市支部 香美市物部町別府ほか 
2 汗見川河畔林整備事業 （第Ⅰ期／森林の整備） 本山町支部 本山町汗見川 
3 地域緑化推進事業 （第Ⅰ期／緑化の推進） 越知町支部 越知町内 

 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。概要等は当会ホームページでご紹介中。 

木材を活用したバイオトイレの建設（緑の募金公募事業｢緑化の推進｣） 

平成１９年３月１４日(水)、高知市立朝倉第二小学校に、バイオト

イレが完成。この上屋の間伐材に、「緑の募金」が活用されました。 

今回の建設の過程で、①環境教育、②防災教育、③福祉教育

という３つの学習のアプローチから、４～６年生がそれぞれのテー

マで取り組んだそうです。 

トイレ自体は昨年１２月に着工。この日は、ＰＴＡほかお世話にな

った方々を招待してのお披露目式でした。式の中で、防災、環

境、森林と「バイオトイレ」を学習した児童の発表。在来工法におけ

る各部材の役割の説明までされていたことに大変感心しました。 
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■ＮＣＢ緑の募金カード 
利用額の一部が NCBより募金さ
れます。(￥210,011) 

 

贈呈式には、７団体のご出席を賜りました。募金顕彰要

綱により３部門の賞をそれぞれ贈呈いたしました。 

(社)国土緑化推進機構理事長及び（社）高知県森と緑 

の会感謝状は川

合理事長が、高

知県知事賞は、

千葉部長が贈呈

しました。 

代 表 謝 辞 とし

て、（株）ナンコク

スーパー様 から

お言葉をいただき

ました。 

 

 

平成 18 年度緑の募金感謝状贈呈者 
多額のご寄付誠にありがとうございました 

● 国土緑化推進機構理事長 感謝状 

・株式会社サニーマート (団体) 

● 高知県知事 感謝状 

・ダイドー･タケナカビバレッジ株式会社 (団体) 
・株式会社土佐山田ショッピングセンター (団体) 

・株式会社ナンコクスーパー (団体) 

・ダイドードリンコ株式会社 (団体)  
・株式会社エヌ・シー・ビー (団体) 

● 高知県森と緑の会理事長 感謝状 

・株式会社晃立 (団体) 

・株式会社西森建設 (団体) 
・四国キヤンティーン株式会社 (団体) 

・社団法人高知県建設業協会幡多支部 (団体) 

・株式会社ウィル (団体・店頭)  
・株式会社スリーエフ中四国 (団体・店頭)  

・株式会社四国銀行 (団体・店頭) 

・株式会社フジ (団体・店頭)  

※ (社)高知県森と緑の会緑の募金顕彰要綱による 

※ ｢店頭｣とは、団体及び当該団体の店舗等個人か
らいただいた寄附金です。 

 

▲昨年に引き続いて、国土緑化推進機構
理事長賞を贈呈した(株)サニーマート様 

５月２８日（月）、三翠園にて、平成１９年度通常総会を開催しました。川合理事長の挨拶に続き、来賓の四国森林

管理局角局長と高知県森林部千葉部長に祝辞をいただきました。総会に先立ち、平成１８年度緑の募金感謝状の

贈呈式を行いました 

また、（株）サニーマート様から、今年度も１７９万円の寄

附を緑の募金へいただく目録をいただきました。 

総会では、平成１８年度事業及び収支決算を報告しま

した。緑の募金事業では、募金の実績が対前年比８割と

なり、１９年度の事業計画に募金活動の強化を盛り込みま

した。基本にもどり「知ってもらうこと」「集めること」「使うこ

と」の三位一体の取り組みを進めていきます。また、今年

度は、県から森林環境税の公募事業を間接補助として募

集・審査等事務作業を受けて行うこととなりました。 

会議の中で、市町村募金の実績に依然ばらつきがある

という意見が出されました。今年度も更なる取り組み強化

に向けて、協力体制を築いていきたいです。 
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■レジ袋等削減協力店 
買い物する際の「レジ袋いりません」
の一言で、協力店からセーブされたお
金が寄付されます。サニーマート、土
佐山田ショッピングセンター、ナンコ
クスーパー、フジほか。 

■緑の募金箱設置 
店頭に設置した募金箱へ。ウィル、スリ
ーエフ、四国銀行、高知銀行等多数。 

■ホッとひといき森づくり 
～「緑の募金」自動販売機～ 

設置者と販売ベン
ダーが売り上げの
一部を寄付してく
れる仕組み。 
ダイドー(￥240,392) 
四国キヤンティーン 
(コカ･コーラ) 
(￥136,887) 



緑の募金へのご協力ありがとうございます。事業年度の終了につき、緑の募金の結果を公告いたします。 

同じく、平成 18年度緑の募金計画についても次のとおりですので、あわせて公告いたします。 

平成１９年６月６日 

公  告 
社団法人高知県森と緑の会 

理 事 長    川合 通子 

平成１９年度緑の募金計画について 

 平成１９年度の緑の募金について、下記のとおり、緑の募金
の目標額及び緑の募金による寄附金の使途別予定額につい
ての計画を定めたので、「緑の募金による森林整備等の推進に
関する法律」第１９条の規定により公告します。 

記 

１ 緑の募金目標額 
      金 １７，０００，０００円 
 
２ 緑の募金による寄附金の使途別予定額       （単位：円） 

科   目 金   額 備   考 
１ 森林の整備 1,978,000  

２ 緑化の推進 2,188,000  

３ 国際協力 400,000  

４ 直営事業推進費 3,600,000  

５ 緑の少年団育成推進事業 300,000  

６ 地区･支部実施事業推進費 1,200,000  

７ 募金活動費 4,100,000  

８ 人件費 2,582,000 非常勤1 名･アルバイト等 

９ 管理費 100,000  

10 負担金(国土緑化推進機構) 1,000,000  

11 その他(事業変動準備金) 0  

12 その他(次期繰越金) 5,406,000  

合   計 22,854,000  

（注） 前年度からの繰越金 5,194,000 円を含む。 

平成１９年６月６日 

公  告 
社団法人高知県森と緑の会 

理 事 長    川合 通子 

平成１８年度緑の募金の結果について 

 平成１８年度の緑の募金について、下記のとおり寄附金の総額、使途
等について「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」第２１条
の規定により公告します。 

記 

１ 緑の募金による寄附金の総額 

         １４，３５２，６０１円（平成１８年実績） 

 （募金方法別 内訳）                        （単位：円） 
家 庭 街 頭 職 場 企 業 学 校 その他 
4,147,770 416,912 1,671,454  7,274,477 300 841,688 

 
２ 緑の募金による寄附金の使途                （単位：円） 

事 業 区 分 県区域内 県区域外 合 計 備 考 

１ 森林の整備 2,203,000 0 2,203,000 19 件 

２ 緑化の推進 2,339,000 0 2,339,000 21 件 

３ 国際協力 430,000 0 430,000 1 件 

４ 直営事業推進費 134,894 0 134,894  

５ 緑の少年団育成推進事業費 300,000 0 300,000  

６ 地区･支部実施事業推進費 945,000 0 945,000 8 件 

７ 負担金 930,000 0 930,000  

８ 募金活動費 3,172,021 0 3,172,021  

９ 人件費 2,195,747 0 2,195,747 事務局長 

10 管理費 41,835 0 418,375  

11 事業変動準備金 0 0 0  

     合   計 12,691,497 0 12,691,497  

（注１） 前年度繰越金 2,663,474 円を含み、翌年度繰越金 5,194,375 
円を除く 

３ 森林整備等のために交付した寄附金の交付先等 
（法第６条第２号の交付金）                   （単位：円） 

交  付  先 交付金額 備考 
森の拠点づくり運営委員会 
NPO 法人 土佐の森・救援隊 
全日本運輸産業労働組合四国地方連合会 
こうち森林救援隊 
四万十樵塾 
千本松原の松を守り育てる住民の会 
おおなろ野外活動の森づくり実行委員会 
県民の森工石山を楽しみながら良くする会 
母なる大地四万十川の郷 水と森を考える会 
アセビ会 
焼畑による山おこしの会 
朝霧森林倶楽部 
によど川森林救援隊 
桑田山雪割り桜の里づくり推進協議会 
四万十ライオンズクラブ 
横倉山自然の森博物館友の会 
白髪山・行川観光保勝会 
ふれんど 
南国緑と水の会 
高知県林業改良普及協会 

145,000 
141,000 
150,000 
91,000 

125,000 
170,000 
34,000 
38,000 

210,000 
131,000 
16,000 

141,000 
136,000 
286,000 
60,000 
69,000 
78,000 

143,000 
39,000 
40,000 

 

 

 
杉地区 
高知市立朝倉中学校ＰＴＡ 
横内緑の少年隊 
秦里山まつり実行委員会 
秦山の竹林と友達になろう会 
香美市立楠目小学校 楠目小子どもエコクラブ 
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 
舟入川ウォーキング実行委員会 
レイチェルの会 
高知県緑サポーター 会 
高知緑と水の会 
香美緑と水の会 
高知県緑サポーター 会 
高知県緑の環境会議 
ＮＣＢ緑の募金カード友の会 
嶺北緑と水の会 
幡多緑と水の会 
昆虫の森をつくろう会 
高知県青年林材協会 
高知市立朝倉小学校ＰＴＡ 
安徽省日中友好の森づくりネットワーク 

228,000 
117,000 
65,000 

163,000 
64,000 
73,000 
75,000 

137,000 
75,000 
90,000 
62,000 
73,000 

366,000 
110,000 
64,000 

123,000 
4,000 

61,000 
160,000 
189,000 
430,000 

 

合  計 4,972,000  

（注２） 詳細については、高知県森と緑の会事務所で閲覧することが出来る 
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年会費：１口１，０００円からですが、団体１０口から、個人３口を標準としてお願いしています。 
※当会は、緑の募金及び募金を活用した取り組みのほか、上記会員の会費により当会の運営、各種活動を行っています。 

マリン事業だからこそ、豊かな水が森から流れて欲しいので海－川－森のつながりへ 協力したい、と

マリングループと加盟会社７社が賛助会員に加入していただきました。環境を守るには、もはや海は

海、森は森ではなくそれぞれの分野の連携が必要であるというご理解・ご協力の輪が広がっています。 

樹木医と一緒に

一定期間活動する

と樹木医 の受験資

格が得られる緑サポ

ーターの養成講座。 

今年は、当会が

主催、企画･運営を

高知県緑 サポータ

ーが行って開催しま

す。毎年、定員を超

える人気講座です。

６回講座の初回が５

月１３日に行われ、

座学と高知城の樹

木観察をしました。 

３月２４日(土)、合併記念

植樹祭に、川合理事長、小

松専務理事、事務局２名で

参加しました。当日は冷た

い雨となり、肌寒い中の作

業でしたが、参加者６０名と

５００本を植えました。 

 
新聞で問題が取りざた

されているようになったシ

カの個体数 の増加と食

害。ここ物部でも非常に

進んでいます。今回植え

た苗木にもすべてネット

が取り付けられました。 

これが食害跡 

●正会員［85 団体］                    ※平成１９年６月６日現在 敬称略･順不同 

 高知県 
３５市町村 
２７森林組合 
高知県森林組合連合会 
室戸地区建設協会 
安芸建設協会 
南国建設業協会 

高陵地区建設協会 
（株）四国銀行 
（株）高知銀行 
（株）高知新聞社 
高知県農業協同組合中央会 
（財）林業土木コンサルタンツ高知支所 
（社）高知県建設業協会 

（社）高知県木材協会 
（社）高知県山林協会 
（社）高知県森林土木協会 
（社）高知林業土木協会 
農林中央金庫高知支店 
四国電力株式会社高知支店 
高知県種苗緑化協同組合 

物部川漁業協同組合 
株式会社エヌ・シー・ビー 
住友共同電力株式会社 
有限会社香北観光 

●賛助会員［61 団体･８個人］(新)＝新規入会会員です 

 安芸猟友会 
中芸猟友会 
芸東猟友会 
安芸流域林産業協同組合 
香美猟友会 
高知県素材生産業（協）連合会 
高知県木材産業（協）連合会 
（協）高知県木材市場連盟 
大豊町猟友会 
嶺北猟友会 
いの北地区猟友会 
株式会社とされいほく 
嶺北地区建設業協会 
嶺北木材協同組合 
嶺北林材協同組合 
（協）土長製材センター 
嶺北林業近代化協同組合 

土佐産商株式会社 
協同組合木星会 
仁淀流域素材生産業協同組合 
伊野管内建設業協会 
高吾北建設業協会 
いの猟友会 
佐川連合猟友会 
佐川中央猟友会 
仁淀川漁業協同組合 
（協）須崎木材工業団地 
高幡地区建設協会 
（協）西部木材センター 
大成木材工業（株） 
中村地区建設協会 
宿毛地区建設協会 
土佐清水地区猟友会 
高知県林業改良普及協会 

（社）高知県特用林産協会 
西本興業株式会社 
有限会社芸東建設 
株式会社徳増工業 
有限会社吉本建設 
有限会社川越建設 
有限会社吉良川建設 
有限会社エスエス 
有限会社野島正文堂 
丸和林業株式会社 
有限会社高知事務機 
有限会社高知工房 
大成式典社 
 (社)高知県森林整備公社 
竹内 寛興 
馬路村農業協同組合 
大原 儀郎 

有限会社岸田サービス 
川田 勲 (新) 
津野 健太朗 (新) 
村上 幸二 (新) 
鍋島 浩 (新) 
宮地 辰彦 (新) 
篠 和夫 (新) 
四国マリン事業協会高知県支部 (新) 
有限会社太平洋マリン (新) 
ヨシノマリーナ (新) 
フクモリモータース (新) 
有限会社黒潮マリン (新) 
川村モータース (新) 
マリンサービスハトリ (新) 
有限会社マリン企画 (新) 
はりまやハーバークラブ(新) 
株式会社一柳商店 (新) 
有限会社福井フラワーガーデン (新) 
 

敬称略･順不同 



７ 

窪川の巨木調査 
須崎緑と水の会が四万

十町観光協会等との共催

で、松葉川奧(旧窪川町)の

久保谷風景林の調査及び

パンフレットを作成。２月２５

日には、一般参加者と地元

子ども達が２ルートに分か

れ、２月４日に調査された 

巨木へ看板を設置。登山道には本数だけでなく種類

も多い。点在する大きな木、中には見事な巨木が。そ

の出会いに、終始感心しながらの作業でした。 

安芸のお宝発見 
安芸緑と水の会が安芸市の巨

樹古木を調査し、小冊子を作成。

市内だけでも、全部網羅されてい

ないとのこと。是非手に入れて巡っ

てみよう！（森と緑の会事務局にありま

す。協力金として￥300をお願いします。） 

安芸市東山公園整備 
２月２５日、安芸緑と水

の会、高知県緑サポータ

ー会、安芸市職員が協

力し、近年財政難等か

ら手入れされていない 

公園の整備をしました。 

緑の募金公募事業へ参加しました 
当会事務局では、採用された公募事業の紹介(ＨＰ)

や、行事への参加をできるだけ行い、共に汗を流す等

した体験談をＨＰや広報誌へご紹介していきます。 

左：情報交流館ネットワーク 香北ふれあいの森植樹(3/12)  
右：千本松原の松を守り育てる住民の会 黒松の周囲の草刈り(4/29) 

嶺北の闊葉樹の植樹 
３月１７日、嶺北緑と水の会がさめうら観光協会

と共催で土佐町のさめうら荘の上手にある公園 

へ育ててきた

苗木(消えゆく

種や実のなる

木)を植えまし

た。地元中学

生も参加。 

南国市立大篠小学校 
３月１０日、小学生がデザインし、高知工業高

校生が図面化した間伐材で作ったうさぎ小屋の 

建築を高校

生が行いま

した。 

（当会から、材

を助成し、平成

１８年１２月７日

にミニ森林講座

を行いました） 

前２００７年春号発行後から、「緑の募金」公募事業や当会から交付決定され

る「緑と水の森林基金」事業で行われた取り組み等についてご紹介します。 

ふれあい2000年の森づくり 
３月２１日、ふれあい２０００年の森づくり実行委

員会と当会で声かけをし、植樹後約７年経った｢ふ

れあい２０００年の森（＝嶺北森林管理署と当会が 

［ふれあいの 

森(全国第１号)］ 

の協定を結ん 

でいる)」に３１ 

人が集いまし

た。現状を視

察し、今後の

管 理 に つ い

て意見を交換

した結果、今

秋に再度集ま

り、作業する

ことが決まりま

した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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内 
TEL：0887-52-0072 FAX：0887-52-4177 
E-mail info@moritomidori.com 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.moritomidori.com/ 
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４月１４日～１６日に第３５回「高知市みどりの週間」行事が中央公

園で開催されました。緑の募金パネル展示や募金活動のほか、土

佐竹とんぼの会の協力を得て、竹とんぼづくりや森の万華鏡、竹の

花器や竹ぽっくり等の竹づくしクラフト体験コーナーを設けました。 

１５日(日)には、街頭募金活動を実施。今回初めて「ひろめ市場」

前でも募金協力を呼びかけ、８０，００３円の協力をいただきました。

植木等の出店者、土佐竹とんぼの会の体験コーナーも含め３日間

の合計は１０３，０９１円でした。ご協力ありがとうございました。 

【街頭募金協力】四国森林管理局④、県森林部④、緑の協力員④、県子ども会連合会(安芸

市子ども会)⑫、緑の募金公募事業団体･･･汗見川の自然を守る会(本山町)①・むろと 2000

本桜の会④・林業改良普及協会①・市立朝倉第二小学校 PTA会①・幡多緑と水の会①・南国

緑と水の会②・ネイチャークラフト研究会①・焼畑による山おこしの会①・おおなろ野外活 

動の森づくり実行委員会①・工石山を

楽しみながら良くする会①・高知県緑

サポーター会②・千本松原の松を守り

育てる住民の会④・高知木の家ネット

ワーク①・日本樹木医会 高知県支部

②・四万十樵塾①・(社)大川村ふるさ

とむら公社①・楠目小子どもエコクラ

ブ①、当会運営協議会④、NCB④、

当会理事⑥ ※○囲み文字は協力人数 

■ ＮＣＢ緑の募金カード 
このカードを使ってお買い物するだけで

緑の募金。入会時に、便利なマイバッグを
プレゼント。入会金・年会費無料。 

■ ごくりと一息！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･ ネッスル） 

前･春号に特集しましたが、今年度も「森
の名手･名人」への推薦を募集しています。

高知県では今まで 11 名が選ばれました。 

優れた技能の伝達という点だけでなく、
森の聞き書き甲子園（高校生が名手・名人

にインタビューして生業について学ぶ）に

もつながりますのでぜひ推薦して下さい。 

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ました。10 年以上経った今、再びそれらの

木に会いに行くべく特集をしていきます 

神母ノ木
い げ の き

の大楠（香美市）神母
い げ

神社は一般に農作物を祀る 

と言われており、この楠は

推定樹齢５００年、大きさ全

てにおいて旧土佐山田町

では最大。神母ノ木の地名

はこの楠より名付けられた

とも考えられている。昭和 

４４年町指定天然記念物。 

TOSA YOGAから３万円！ 
チャリティースクールの収益を募金に 

このヨガスクールのインストラクター
は Stymieさん達海外からのメンバーが中

心。自分達が環境に対してできることは何

かないだろうか？行動をしよう！と、5 月
4 日のみどりの日に開いたスクールの収

益を、昨年に続いて緑の募金に寄附いただ

きました。Thank you so much again! 

 

上：街頭募金出発式 左下：森の万華鏡をのぞく子ども達 右下：竹とんぼは毎回好評 

新コーナー② 

▲郵便局の南方。目の前に物部川が流れている 

 

 高知県から間接補助事業 
として、今年度は｢こうち 

山の日の企画｣公募事業 

は、募集･審査･広報（当 
会のＨＰをチェックしてね） 

等を、当会が行います。 


