
全国植樹祭大会
テーマソング発表!

横浜赤レンガ広場でキャラバン活動をしたよ!

第61回全国植樹祭神奈川県実行委員会事務局
（神奈川県環境農政部森林課全国植樹祭推進室内）
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通１
TEL:045-210-4373  FAX:045-210-8855

神奈川からＣＯ２削減を呼びかけ「クール」な
地球を取り戻そうという、地域から「地球復興」
を目指す のロゴマーク『クールネッサンス宣言』

URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/
sinrin/zensyoku/index.html

お問い合わせはこちらまで

全 国 植 樹 祭 だ よ り
第7号
平成21年9月

第６１回 全国植樹祭の開催日が
平成２２年５月２３日（日）に決定!

白井貴子さん

「森林づくり体験」の参加者募集!
（財）かながわトラストみどり財団では、森林づくりへの理解を深めていただくため、体験活動の参加者を次のとおり募集しています。

（財）かながわトラストみどり財団のイベントについて

体験講座Ｆ（宿泊体験コース） 体験講座Ｇ1 ２
日　時 ● 平成21年11月14日（土）～15日（日）
場　所 ● 清川村煤ヶ谷札掛（県立札掛森の家に宿泊）
内　容 ● 植裁、間伐体験と丹沢の自然に関する講話
集　合 ● 小田急線「秦野駅」南口 8：30（借上バスで移動）
定員等 ● 25名、食事材料費として1,500円程度（全員で自炊）

日　時 ● 平成21年11月28日（土）
　　　  ※当日が荒天の場合は11月29日（日）
場　所 ● 小田原市久野
内　容 ● 枝打体験と足柄の林業に関する講話
集　合 ● 「小田原駅」西口 8：30（借上バスで移動）
定員等 ● 50名、参加費無料

往復葉書に講座名、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を記入のうえ、①は10月31日、②は11月16日までに下記へ。
〒220-0073 横浜市西区岡野2-12-20　（財）かながわトラストみどり財団 みどり森林課　電話：045-412-2255　ＦＡＸ：045-412-2300

申込方法

かなりんちゃんファンクラブがリニューアルしました!
★ かなりんちゃんファンクラブがリニューアルして、ご応募いただきやすくなりました ★

その1
これまで、1口 3，000円でお願いしていた募金を1口 1，000円にしました。1口 1，000円から何口でも加入できます。
ご希望の方には、お名前（ペンネームも可）をホームページに掲載いたします。
会員の皆さまに、もれなく、会員証（缶バッチ）をプレゼント!

その2 新たに、団体でご加入いただける、「かなりんちゃんグループファンクラブ」を開設しました。
1口 10，000円から何口でも加入できます。

かなりんちゃんピンバッチ、かなりんちゃんマ
グネットのどちらかお好きな方をプレゼント!

木の芽会員 １口以上

かなりんちゃんピンバッチとかなりんちゃん
木製ストラップをプレゼント!

木の葉会員 ３口以上

かなりんちゃんピンバッチなどに加えて、かなりんちゃんポロシャ
ツとかなりんちゃんぬいぐるみ（先着50名様）をプレゼント!

ハート会員 ９口以上

かなりんちゃんピンバッチなどに加えて、大会で使用したベン
チ（先着順）をプレゼント!

かなりんちゃん会員 15口以上

次の中からお好きなグッズをプレゼント!
かなりんちゃんピンバッチ（12個）、かなりんちゃん木製ストラッ
プ（７個）、かなりんちゃんぬいぐるみ（３個）、かなりんちゃんポ
ロシャツ（２枚）

ドングリ会員 １口以上

期間限定（平成22年3月末まで）!
かなりんちゃん（着ぐるみ）が遊びに行きます!!
もしくは、お好きなグッズか、大会で使用したベンチ３基（先着順）
をプレゼント!

ケヤキ会員 ５口以上

期間限定!（平成22年3月末まで）
かなりんちゃん（着ぐるみ）が遊びに行きます!!
イベントなどに「かなりんちゃん（着ぐるみ）」が出演します。
※イベント、日程などによっては応じられない場合がございますので、まずは一度ご相談下さい。

もしくは、お好きなかなりんちゃんグッズをプレゼント!

モミジ会員 ３口以上

会員証

木製ストラップ

大会で使用したベンチ

マグネット

かなりんちゃんファンクラブ会員特典

かなりんちゃんグループファンクラブ会員特典

たくさんの
ご応募
お待ちして
います!

カウントダウン開始記念イベント実施!

● 基調講演　　　　　　　● ＮＰＯ等活動発表
● 緑のトークセッション　● ミニライブ・大会テーマソング発表
● カウントダウンボード除幕式

主な内容開催日時

平成21年10月10日（土）
● 記念式典・イベントステージ…12:50～16:30頃まで
● 出展エリア……………………11:00～17:00頃まで

開催場所
横浜赤レンガ倉庫イベント広場

みんな、かなりんちゃんと仲良くしてね!

いって

らっしゃ～い!

かなりんちゃん号、出発!!

「第６１回全国植樹祭 ２０１０ かながわ」へ
むけてカウントダウンスタート!

他にも、全国植樹祭マスコット・かなりんちゃんグッズ販売、トラスト会員募集、緑の募金活動、飲食物の販売など出店!

どなたでもご参加
いただけます!

入場自由
（無料）

カウントダウン開始にあわせ、
全国植樹祭への参加者を募集開始!

募集期間 10月10日（土）～11月20日（金）

お友だち、

たくさん

できるかな？

植樹祭 かながわ

「桜木町駅」より徒歩約15分
「馬車道駅」または
「日本大通り駅」より徒歩約6分、
「みなとみらい駅」より徒歩約12分

交通
アクセス

ＪＲ・市営地下鉄

みなとみらい線



ロープワークによる間伐木の倒木

ロープワークによる間伐木の倒木

間伐作業

ステップを利用した高所枝打ち作業

　私達の会は、やどりき水源林づくり21
といいます。また、水源林と書いて「もり」
と読みます。名前に示すようにやどり
き水源林の明日を考え、健全な森づ
くり安全な水源林の育成を目指し、
10人で2000年に発足致しました。

発足当初は、会員みんなが山の仕事はシロウト。
でも、全員が、「自分たちの手ですばらしい水源林を作るんだ」
という一致した気持ちで活動に励ん
できました。
　当時の山は、シロウトが見てもわ
かる荒廃ぶり。間伐、枝打ちの遅れで、
光が入らず、下草も生えない様な
暗い状態でした。間伐が進まず成
長の遅れた木、枝打ちが出来てい
ない為、根元から張り出した枯れ枝。そこに水源林の未来はあ
りませんでした。
　私達は地元の方、森林組合などの方に、間伐の選木から倒木、
枝打ちの技術、鹿害の対策方法などご指導頂き、技術研鑽に努
めてまいりました。その後、会員も増え、技術も習得でき（まだ

まだですが）、皆さんにお見せ出来
る様な仕事が出来るようになり、
水源林整備も進んでまいりました。
　神奈川県の森林イベントに参
加し、参加された方に間伐の実
演をお見せしたり学校の先生方
の森林活動指導など実施してま
いりました。イベントに参加され、間伐、丸太切りを体験し、目
を輝かせていた子供たち。そんな子供たちの為にも健全な山
の育成、安全な水源林整備が必要です。
　そして、成長した子供たちが私達の意志を継承して進む森
林整備が理想です。豊かな海は、整備された豊かな山が育てる
といいます。みんなでそんな山を作りたいね。会員全員でそん
なことを思いながら毎月山に入ります。辛い山仕事も気にな
らず、キツイ間伐などを続けても、みんな笑顔。本当に、みんな
山が大好きなんです。
「無理せず、頑張らず、楽しく、安全に」
　そんな思いが長く続けられる要因でしょうか。そのおかげ
で、2000年の会発足以来１回の事故、一人のケガ人も無く続け

られています。それが私達の誇りです。
どなたでも結構です。私達と一緒に
活動してみませんか。
「ここは私が（俺が）整備した山だ。
どうだ綺麗な山だろう」
　そんな自慢できる、子供たち
に残せる山を作りに。

筆者のご紹介　　　　　　　 石川様は、1993年よりかながわ森林づくり公社
主催の森林整備ボランティアに参加され、2000年4月の「やどり
き水源林（もり）づくり21」発足時より副会長として参加されて
います。2002年からは会長にご就任され、神奈川県森林インスト
ラクターとしても活動されるなど、広くご活躍されています。
「やどりき水源林（もり）づくり21」はやどりき水源林を活動の場
として、間伐、枝打ち、植林、道路整備などの水源林整備を行っている団体です。

KidsKidsKidsKids
輝輝輝 「広町の緑」いつまでも かまくら緑の探偵団　朝倉 佐和子

このコーナーでは、県内の「緑の少年団」の子どもたちの活動などをお伝えしていきます。

このコーナーでは、県内で森林を支える方々のインタビュー・活動等をお伝えしていきます。

あさくら 　さ　わ　こ

（鎌倉市立西鎌倉小学校６年生）

このコーナーでは、「苗木のホームステイ」の様子についてお伝えしていきます。

　私の家は、広町から歩いて三分ほ
どの所にあります。休日にはときど

き広町に行っています。それなのに、こんなにすば
らしい所が広町にあるとは知りませんでした。緑のた

んてい団に入るまでは…
　私は、去年の四月から緑のたんてい団に入りました。最初
は、どんなことするのかな、とドキドキしていました。たんて
い団に入ってから、新しいお友だちができました。いろんな
ことを学ぶことができました。
　そして、夏の初めごろに広町たんけんがありました。「どん
な所に行くのかな」とうきうきして行きました。たんけんで
は、いつも行く道とちがう道を進んで行きました。その道は、
とても大きくてりっぱな木があり、見たことのない虫や草
花があって、鳥の声があちこちから聞こえてきました。いつ
もの道もこのように美しいですが、来たことのない道は、ま

たちがった「美しさ」がある、と
思いました。長い道のりが続いて、
私が「いつまで続くのかな…」
と思い始めたころ…。目的地に
つきました。そこは、とても景
色がきれいでした。空気がすん
でいました。私は、
「わぁ、すごい！こんな所があっ
たなんて知らなかった！」と思
いました。
　それから、いろいろな所を見て、
最後にもとの場所にとう着したとき、広町は生き物にとっ
て大切な所だと思いました。そして、この美しい広町の自然
をいつまでも残していきたいと本気で思いました。 未来の
子どもたちに、美しい広町を見せてあげたいです。

シラカシ コナラ

ノコギリクワガタ♂ コナラの稚樹にとまっている
ノコギリクワガタ♀

　ドングリ拾いから始めた「苗木のホームステイ」の取り組
みも足掛け３年になります。今年も、緑色のドングリたちは
夏の盛りに着々と大きくなり、みのりの秋を迎えます。

　育てていただいているクヌギやコナラ、シラカシの成木は、
県内では、市街地の近くの雑木林などで見ることができます。
夏になると、クヌギなどの樹液にカブトムシやクワガタな
どが集まるので、昆虫採集の格好の場所なのですが、スズメ

バチやアブなども樹液を吸
いに来るので注意が必要です。
　秋が深まるにつれて涼しく
なりますが、空気が乾いている
のでポットの苗木は水切れしや
すく、水やりが難しい時期です。こまめに苗木の様子を見て、
土が乾いたら、たっぷり水やりをします。寒くなって葉が枯
れたあとも、水やりを続けます。

クヌギの樹液に集まる昆虫たち

メスのカブトムシ、
カナブン、

アブなどがいますよ。

出演予定

今井 通子 氏（医師・登山家）・畠山 重篤 氏（大学教授）
苅谷 俊介 氏（俳優）・松沢 成文 氏（神奈川県知事）

基調講演テーマ

「森づくりと私たち」
～森が育む あなたの心 森を育む あなたの手～

緑のトークセッションテーマ

「みんなで育てよう緑の神奈川、緑の地球」

基調講演・緑のトークセッション

発表・演奏

● ボーイスカウトカラーチーム
● ガール鼓笛隊

白井貴子さんによるミニライブ

大会テーマソングをお披露目します!!
大会テーマソング（新曲）を含む２～３曲

その他 記念式典の前後などで

● 丹沢アルプホルン
● アフリカンドラム
● 横浜ジャズプロムナードアーティスト による演奏など
● まちの中の自然探索「いきものみっけ」にいこう

活動発表会

● 森林づくり活動を実施している県民団体等の発表会

カウントダウンボード除幕式セレモニー

● 神奈川県知事　松沢成文
● かながわトラストみどり財団理事長　新堀豊彦
● 南足柄市長　沢長生
● 秦野市長　古谷義幸
● かなりんちゃん　　　● はだの三兄弟
● 金太郎　　　　　　　● たねまる

出展エリア

● ＮＰＯ等活動発表
● 全国植樹祭記念かなりんちゃんグッズ販売
● トラスト会員募集、緑の募金活動
● 飲食物の販売 など

11:00～17:00頃まで

スケ ジュール

カウントダウン
セレモニー

カウントダウン
セレモニー
スケジュール

楽しい
イベントが
盛り

だくさん!

「桜木町駅」より徒歩約15分
「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約6分、
「みなとみらい駅」より徒歩約12分

交通
アクセス

ＪＲ・市営地下鉄

みなとみらい線

どなたでもご参加いただけます!
入場自由（無料）

水源林を育てる
やどきり水源林づくり２１ 会長　石川 実佐雄

も　り
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