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「金沢産材・木製品デザインコンクール 2009」 表彰式、展示会

テーマ 「木のぬくもりを活かし、家族が一緒に使えるデザイン」

１１月２１日（土）には表彰式が行われ、また、午後からは

木のクラフト体験なども実施されました。

展示会は、１１月２１～２５日に 金沢市民芸術村 アート工房にて、１２月１～６日に、金沢駅もてなしドーム

地下広場にて開催されました。

「金沢協働の森づくり CO2 吸収量」認証式

金沢市では、市内で実施される自主的な森づくり活動による

二酸化炭素吸収量を計算し、市長による認証を行っています。

12 月 4 日に認証式が行われ、今年度は５団体が認証されました。

●金沢市校下婦人会連絡協議会 ●金沢みどりライオンズクラブ

●NPO 法人森林環境保全・里山物語 ●金沢菊水ライオンズクラブ

●いしかわ里山保全活動リーダー会

【問い合わせ先】 金沢市森林再生課 〒920-8577 金沢市広坂１丁目１番１号

TEL：（０７６）－２２０－２２１７ FAX：（０７６）－２２２－７２９１

今年も様々な森づくり活動やイベントが実施され、おかげさまで

全て無事終了することができました。

ご参加いただいた皆様、活動に取組んでいただいた方々、ありがとう

ございました。そして、お疲れ様でした。

森の樹々もすっかり冬支度を終え、雪の到来を待っている状態です。

会員の皆様も、どうぞ良いお正月をお迎えください。



森づくり活動を進めて、元気な森林を守り育てていきましょう！
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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。 この秋は、市内小学校「ぬくもりの

教室実施校」の他、ユネスコ・スクール加盟校にて環境問題についての出前講座なども行いました。
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ツ植栽地などを見学しました。保健保安林

でマレットゴルフも体験し、山と海の森林
金沢産材に改装された床板を手

で触れたりしながら、森林や林業
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森林整備の方法や木材の使い方
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の恵みを上手に使い、

山を保全する取り組みについて、積極的なアイデアが

ました。

日の学習発表会では、講座で学んだことや今後の取り組み
机の天板を例に、間伐材を上手

使って森林を守ることなどについ

学習しました。

水源林や温暖化など、環境と森
医王の里で現地見学を行い、枝打ちや

間伐の様子を見学しました。搬出体験も

行い、一部の生徒には枝切り体験もして
机の天板や、身近な醤油樽の材

料も例に、スギ材の地産地消や、

森の働きについて学習しました。

こうして間伐材などを上手に使う
間伐作業やスギ造林地の様

子を見学しました。「木は大

切だなと思った」などの感想
願いします



編集後記 「かなりん を、作ってみました。」

この頃、チェーンソーアートを新たな趣味としています。 普段は動物をメインに彫っている

のですが、キャラクターものも練習してみようと思い、金沢産材マスコットキャラクター「かなりん」

を作ってみました。 そこそこの出来になったかとは思いますが、イメージ通りに作れるようになる

までには、まだまだ修行が必要です。 （森づくり専門員・塩見）

森林 豆コラム 『冬の食料』

今年はドングリ類をはじめ、色々な木の実が豊作

となっています。 森林に住む動物たちにとっては、

ごちそうが山ほどある冬となるでしょう。

写真の「カラスウリ」もたくさん実をつけていて、

特に小鳥たちが冬の食料としてついばむ姿が

よく見られます。

また、鮮やかな紫色が美しい「ムラサキシキブ」の

実も、今年の例にもれず豊作でした。

庭木にしたり、室内に飾ったりと、私たち人間の目を

楽しませてくれるムラサキシキブですが、小鳥たちには

あまり人気がないようです。

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ﾎﾞ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

※ 登録済み会員の皆様からもＰＲして下さるよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。 ※

チェーンソーの講習会について

チェーンソーを安全に正しく使うための講習会が実施されています。

登録会員の方には受講に対しての支援を行っていますので、希望される方はこの機会に是非受講下さい。

会場は石川森林文化ホール（金沢市東蚊爪）、定員は８０名です。

● 伐木等業務（ﾁｪｰﾝｿｰ）特別教育 【日時】平成２２年 １月２１（木）～２２日（金）（２日間）

※お問い合せ・お申し込みは、１月８日（金）までに金沢森づくりサポートバンク事務局までお願いします。


