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日程 イベント内容 場所

8 月 4日（月）

子ども まちなか ウッディアート

時計のクラフト、ﾊﾞｰﾄﾞｺｰﾙづくり、

ﾁｪｰﾝｿｰｱｰﾄのﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ
金沢市民芸術村

8月23日（土）
第2回金沢の森づくり 夏休み親子木工教室

巣箱づくりと自由工作

医王の里

オートキャンプ場

10 月 4 日（土）
金沢テクノの森づくり 2008 その 2

森林整備活動など

金沢ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ緑地帯

10月19日（日）
金沢北の森 ふれあいの森整備

竹林整備など
堅田城跡

10月26日（日）
第 3 回金沢の森づくり ササユリの里づくり

林内整理と ササユリの球根植え付け

医王の里

オートキャンプ場
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製品 デザインコンクール
もっと金沢産材！ 金沢産材のめじるし

●テーマ●「木のぬくもりを活かす、実用的なデザイン」 金沢産材のシンボルとなる

テーブルや棚などの木製品のデザインを募集します。 マスコットキャラクターのデザインを

募集します。

詳しくは こちら ： 金沢市農林部森林再生課 〒920-8577 金沢市広坂１丁目１番１号

TEL 076-220-2217 FAX 076-222-7291 e-mail nourin_mori@city.kanazawa.lg.jp

平成 20 年度 金沢森づくりイベント情報

今

で ト

や

願っています。 一緒に気持ちの良い汗を流して楽しい活動を続けていきましょう！
梅雨が明ければ、夏本番。 森づくりやアウトドアの活動も、いよいよシーズン本番です！

この夏から秋にかけても、各地で森づくり関連のイベントが開催されます。

のところ、森林整備や木工教室など６回が予定され、その他にも様々な催しが計画されて行くこと

しょう。 どれに参加しようか目移りしそうですが、会員の皆様には ぜひ、これらの森づくりイベン

金沢の山々に足を運び、より森林に親しみ、より良い森づくり活動を楽しんでいただけることを



この春から初夏にかけて、様々な森づくり活動やイベントが実施されました
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●金沢テクノパーク緑地帯 森林整備活動

●森林レクリエーション タケノコ掘り

講師の高窪氏より竹の歴史やタケノコ掘りのポイントを聞いた後で、

竹林内でタケノコを掘りました。 今年はタケノコの表年だったおかげで、

一人一本以上を収穫する事が出来ました。

参加者の声 「ノコギリを初めて使う社員もいたが、良い経験になった。適度な作業量だと思う。」

「初めて木を伐った職員から、楽しかったとの言葉があった。」 「子どもが、もっと参加できるようになればと思う。」

「タケノコ掘りは、初めてで楽しかった。レクリエーションがあれば、楽しく参加できる。」

5月10日 金沢テクノの森づくり 2008 春 ～緑地帯を憩いの森に～

森林組合作業員による杉の伐倒を

見学したのち、幹や枝を林内に集積し

整理しました。 杉が成長して混み

合った状態でしたが、すっきりした

明るい林になりました。

薄暗く混み合った雑木林を整理し、

明るい林にしました。花や実のなる木の

うち成長の良いものを残し、不要木を

伐倒・玉切り・集積し、木にからまった

藤ツル等を除去しました。

隣接する竹林から侵入してきた

竹が、木の生育に影響を与えていた

ので、竹を伐倒し、玉切りや枝払いを

しました。 整理した竹は、破砕機で

破砕しました。

林内の遊歩道を整理しました。

枯枝や伐根につまずいたりして歩きにく

かった所を、枯れ枝を集積したり伐根を

除去して、歩きやすくしました。

杉林の間伐 侵入竹の整理

歩道整理 雑木林の整理

●ブナ林 森林整備活動

●バードコール作り

6 月 14 日 内川源流の森づくり ～ブナ林の下刈り作業 と バードコール作り～

下刈り作業の後、「バードコール」を作りました。

木の枝に穴を開けボルトをねじこむと、鳥の鳴き声のような

音が出ます。 スタッフに音を出すためのコツを教わりつつ、

大人も子どもも楽しみながらバードコール作りをしていました。

この日は、梅雨入り直前にもかかわらず曇りの天気となり、涼しく作業しやすい

日となりました。 「緑のダム」と言われるブナ林。大切なブナの子どもたちを大きく

成長させるため、下刈り作業を行いました。 このブナ達が大きくなったら、

内川の源流に豊かな水をもたらしてくれることでしょう。



森づくり活動や出前講座などに「森づくり専門員」を派遣しています
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今年度から３名体制となった「森づくり専門員」の紹介ののち、

森づくり活動を行いました。

（写真左から） 金沢市森づくり専門員 塩見貴正、河崎仁志、八尾克己

5 月 9 日 金沢市校下婦人会連絡協議会 「森づくり」 ～友情の丘 植樹木の手入れ～

草刈りやクズの除去等をし、植樹したコナラやヤマボウシに

自宅で作った肥料（ボカシ）をあげました。

また今回は、自然に生えたアカマツやタニウツギ等も

一緒に育てる事にしました。 樹々の成長も良かったので、

色々な花や実が楽しめる森になることでしょう。

小将町中学校林では、昭和 31 年から本格的な

行事として、植樹や手入れ作業などが毎年行われて

います。 今回は“道具を大事に使う”事ともからめて、

始めに「カマの砥ぎ方講座」をしました。

学年ごとにそれぞれの持ち場へ移動し、

下刈り作業等の体験をしました。

塩見が担当した１年生は、山林作業を初めて

経験する生徒が殆どだったので、基本的な事から

じっくり教えることにしました。

途中で見つけたキイチゴを味見したりしながら

作業を進め、「丘のてっぺんまで刈り進む」という目標を達成することができました。

街中では なかなか体験しにくい山林作業を実際に行うことで、生徒達は

協力して作業することや自然の大切さやに気付いたのではないかと思います。

5 月 26 日 小将町中学校 学校林 「創立記念行事 植林地作業」

シイタケが出やすくなるように、植菌した原木はテクノパーク緑地帯の杉林に

設置し、１０月ごろに保育園に移設することにしました。 種駒は早出のものを

使用したので、今年の秋から来年の早春にかけて出る予定です。

まず、子どもたち向けに、「シイタケがどのように生えるか」 、 「シイタケの

”種”をどのように入れるか」を話してから、植菌作業に移りました。

植菌作業は、スタッフがドリルであけた穴に子どもたちが種駒の打ち込みを

する方法で行いました。 また、保護者の方全員に、ドリルで穴をあける作業を

数個分体験してもらいました。

5 月 17 日 まどか第 2 保育園 「しいたけ植菌体験」



－ 4 －

登録者を随時募集しております。様々な特典が受けられますので、ご登録がまだの方は是非ご登録下さい！

●募集対象 森林施業・アウトドア等の活動についてボランティアとして参加できる 18 歳以上の方で団体または個人。

●特典内容 金沢市内で実施する森づくり活動に、人材派遣や森づくりツールの貸し出しなどの支援や

会員相互の情報交流を行っています。

●登録方法 所定の登録申込書にて、郵送またはＦＡＸにてお申し込みください。

●申込み・問い合わせ先 金沢森づくりサポートバンク事務局まで

編集後記 今号から新しく森づくり通信の担当をさせていただく事になりました、金沢市森づくり専門員の塩見です。

まだまだ不慣れなところもありますが、何卒宜しくお願いいたします。 イメージ画として、コナラの葉を

選んでみました。 金沢の森づくり活動で、一番ふれあう機会が多い樹種になるかと思います。

この葉っぱを見かけた時にでも、森づくり通信（と編集者）を思い出していただけたら幸いです。

森林 豆コラム 「竹の葉を長持ちさせる方法」

七夕の季節。 竹を切ってきて飾りにしようとすると、どうしても

葉がしおれてしまいます。 これを長持ちさせるべく、

２～３年もののマダケを切ってきて、日本酒 ・ 酢 ・ 水 の入った

容器に入れて、実験してみました。 水と日本酒のものはすぐに

しおれてしまいましたが、酢に入れた竹は４～５日経っても

青々とした葉がついていました。 なお、酢は、約１０倍に薄めて使いました。

皆さんもぜひ試してみては如何でしょうか。 意外と手軽に、竹の葉を長持ちさせることが出来ます。

※ 詳細は 各団体までお問い合わせください ※

ＮＰＯ法人 おひさまの会

【キャンプと野外活動】 ９月 医王の里にて

TEL 076-239-2835

金沢エコライフワーキングネット

【流しソーメン】 夏 戸室リサイクルプラザにて

【木工作（間伐材使用）】 秋 戸室リサイクルプラザにて

TEL 076-251-0522

※ 詳細は http://kanazawa-econet.main.jp/ をご覧下さい ※

日本ササユリ会

【講演会「世界一のササユリの里づくり」】 9 月 28 日 石川県立図書館にて

【「ササユリの里づくり」～球根植え付け～】 10 月 26 日 医王の里にて

TEL・FAX 076-231-5332

いしかわ里山保全活動リーダー会

【里山保全活動リーダー養成講座】

9 月 27～28 日 夕日寺健民自然園にて

TEL・FAX 076-222-7098

医王の森 自然学校

【昆虫採集、アウトドアクッキングなど】 ８月２～３日 医王の里にて

【ツリークライミングの体験会】 ９月２３日 医王山ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰにて

【ﾂﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ、医王山ﾊｲｷﾝｸﾞ、ｱｳﾄﾄﾞｱｸｯｷﾝｸﾞ】 10 月 11～13 日 医王の里にて

TEL 090-9764-6281 mail sparrow@r2.dion.ne.jp


