2017年度
月日

その他の活動とのべ参加者数
活

動 名

称（主催）

4～11月 ハーブ講座

回 参加
数 者数
9

44

ファミリーパークのハーブ坂を手入れしなが
ら、講座とお茶を楽しんでいます。
6/10(土) 森の香り講座

1

24

5～11 月 呉羽丘陵たんけん隊

5

26

学生サークル「レスコ」が中心になって、6、8、
11月に実施。小学生3～6年生33名が参加し、野外
活動を楽しみました。
悠久の森（実行委員会）
8/27(日)
・・流しそーめん

3

27

恒例の巨大流しそーめんに101名のお客様があり
ました。準備を含めて、多くの会員の協力があり
ました。

輝けいのちの集い（協議会）
9/24(日)
・クラフト

1 150

ペンダント作り、木笛づくりは、多くの来園者で
賑わいました。

10/14(土)

かぐや姫の里の集い（県）
・実施協力

3

23

きんたろうの森とわくわくの森を会場に実施さ
れました。きんたろう倶楽部は、竹伐採の安全指
導とクラフト講座を担当しました。120 名の参加
者がありました。
11/1(水) 森づくり道具の手入れ

1

8

11/23(木)
クリスマスリースづくり
12/3(日)

2

26

11/25(土) ノルディックウォーク

1

1

呉羽丘陵の古墳を巡って、神明社から杉谷四隅
突出古墳まで歩きました。
12/16(土) ミニ門松づくり

アルペンリハビレッジ様
いき内科クリニック様
株式会社オレンジマート様
株式会社かんぽ生命保険様
くれは山荘保養館様
ニッショウ興業株式会社様
一般財団法人北陸予防医学協会様

1

復刊

きんたろう倶楽部
会員募集中！
♥きんたろう倶楽部で、里山の整備にいっし
ょに汗を流しませんか
・人の手の入らなくなった里山は、竹と葛に侵食さ
れて荒廃しています。
・きんたろう倶楽部は、呉羽丘陵を拠点に、富山市
各地13 か所で里山の整備をしています。
♥きんたろう倶楽部で、里山の自然と恵みを
いっしょに楽しみませんか
・薪炭林として利用されなくなった里山に、街の人
が通う流れを作りましょう。
・きんたろう倶楽部は、「季節の里山散策」など里
山の自然を楽しむ活動や、「森の香り事業」など
里山の恵みをいただく活動を楽しんでいます。
♥会費 と きんたろうマネー
♦正会員

年会費 5,000 円

♦賛助会員

年会費 5,000 円

♦個人賛助会員

年会費 2,000 円

きんたろう俱楽部を、活動と資金、両面で支え
ていただく会員です。
毎月、活動案内を郵送またはメールでお届けし
ます。
正会員は森づくり活動参加１回につき、倶楽部
内のみで利用できる「きんたろうマネー」１ポイ
ント(500 円相当)が付与されます。有料のイベント
や会費支払いに利用できます。

賛助会員は、きんたろう俱楽部の活動をご理解
いただき、主に資金面で支援してくださる会員で
す。
年２回、会報で活動を報告いたします。

11

里山を再生し、森と街をつなぎ、
2017年12月27日 発行
2006年4月23日 倶楽部結成
持続的な循環の流れを構築するとともに、
きんたろう倶楽部事務局
2011年5月12日 NPO法人化
いのち輝く森づくり、人づくり、街づくりを行い、
〒930-0143 富山市西金屋6717
2017年12月の会員数:121名 森林の再生や利活用を考え、さまざまな人と連携を図りながら、
くれは山荘保養館内
未来を担う子どもたちへ誇りを持って託せる森林都市富山の創造に寄与することを目的とする。

武田茂行様
田開寛太郎様
中野多貴子様
橋田洋様
⾧谷川由美様
ライチョウ様
山本茂行様

お問合せ きんたろう俱楽部事務局
ホームページ http://kintaroclub.org
TEL･FAX 076-434-1316
フェイスブック https://facebook.com/npo.kintaroclub
E-mail info@kintaroclub.net
ツイッター https://twitter.com/npo_kintaroclub
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北日本新聞

里山ルネサンス対談

「呉羽丘陵からの里山回生を考える」
9/30(土) 富山市角川介護予防センター
120 名参加

これからの里山はどうあるべきか
富山市長・森雅志氏とファミリーパーク名誉
園長・山本茂行氏の対談を開催しました。
市長は幼い頃、呉羽山を駆け回った思い出を
語り、新たな魅力の創出を提案。山本氏は自然
と街の間のバッファーゾーンとしての里山を提
案しました。詳しくはHP をご覧ください。

くれは山荘まつり
11/19(日) 呉羽山荘
40 名参加

20

プルデンシャル生命保険株式会社様
BESSフォレストクラブ様
公益財団法人友愛健康医学センター様
市川徹雄様
かたやまなつき&みなと様
さえきのりお様
JOHO様

号

皮切りは地元の相撲甚句

事務局のあるくれは山荘で
地域の方々にも呼び掛けて、
初の「くれは山荘まつり」
を開きました。（みどりの
風と共催）
あいにくの雨模様でした
が、ご近所の皆さま、きんた
ろう倶楽部の会員が集まり、
暖かいいろりと料理を囲んで
歓談しました。
富山新聞

小学生の里山整備体験
@きんたろうの森

6/ 7(水) 五福小6年 68名
11/10(金) 古沢小4年 6名
今年は、小学生の里山整備体験
支援を、きんたろうの森で２
回、金屋幻の滝でも２回実施し
ました。その他にも、呉羽丘陵
の自然観察案内を３回実施しま
した。子どもたちは、自然の中
で、生き生きとしていました。
－1－

さとやまの木道

呉羽丘陵竹林整備ボランティア

4～11 月

4/22(土) わくわくの森(呉羽丘陵)
156 名参加

今回で13年目18回を数える竹林
の伐採整備を、今年もわくわくの
森で、156名もの多数のボランテ
ィアの皆さんの参加で実施しまし
た。会員の皆さんには、各班の
リーダーをお願いしました。
作業後は、鍋汁をふる
まいました。

北日本新聞

わくわくの森まつり

整備 9 回
森の駅５回
47 名参加
ファミリーパーク内に整備して
いる「さとやまの木道」は、143
ｍまで延伸しました。
今年は、森の駅でのイベントを
定期化しました。また、秋にはク
ラウドファンディングで20 万円
の支援金が集まりました。

椿の花のおし
べの付き方
は・・・

里山案内人養成講座
4,5,9,10月 4回
呉羽丘陵フットパス
28名参加

今年度は、呉羽丘陵の植生や鳥の観察会
を５回行いました。来春からはフットパス
を案内できるようにする予定です。

シイタケのホダ木作り

10/28(土) わくわくの森(呉羽丘陵)
83 名参加

オレンジマート森の体験

BESS富山協働事業

9/17 ファミリーパーク
参加者48名
スタッフ5名

9/18,12/10 BESS富山展示場
流しそーめんの樋づくり
参加者60名
スタッフ10名
伐採した竹と竹チップで
カブトムシプール作り

春の竹林整備ボランティアの活動地を、皆がわくわ
くする森に整備しようとしている「わくわくの森」
では、「虫が集まる森」にしようと、今年は虫の好む木や花を植え、
カブトムシプールも作りました。
また、作業後は恒例の鍋汁を賞味しながら、シイタケのホダ木つくり
と森のクラフトを行いました。

ボールペンと
ペン立て
作ったよ
たっぷりの鍋汁

自然派住宅メーカーBESSと協
働で、森に親しむ活動をまず、
住宅展示場で開始しました。今
回で３回目です。竹筒ごはん、
流しそーめん、ミニ門松、竹ポ
ックリ、野外料理など、楽しく
過ごしています。

オレンジマートのお客
様を招待して、ファミリ
ーパークの森を散策し、
バーベキューを楽しみ、
さとやまの木道の路面板
を描いてもらいました。
今回で3年目です。

（この活動にはBESSフォレストクラブ
から、寄付金をいただいています）

（この活動にはオレンジマー
トから寄付金をいただいてい
森の中を散策中 ます）

（この活動には㈱かんぽ生命保険様からの寄付金をいただいています）

⑥
③
⑤②
①④
⑦
⑧

⑨ ⑩
⑬⑫
⑭

⑪

協働団体 回 人
場 所
①きんたろ
うの森
6 80
きんたろうの森など
②わくわくの森
10 56
富山市各所での里山整備
金屋ふるさとの会 11 72
③金屋幻の滝
14 ヶ所 504 名参加
④総合支援学校裏山 PTA･地元自治会 1 20
めひの野園家族会 1 13
⑤めひの野園裏
活動拠点の呉羽丘陵では、きんたろうの森と ⑥どんぐり植樹地 やまむろこども園 1 38
わくわくの森で、月１回ずつ定期的 ⑦婦中ふるさと自然公園（各願寺）
1 20
に里山整備活動を ⑧山田KoRoりんの森
1 9
⑨日立国際電気の森
日立国際電気 1 18
しました。
（
稲
代
国
有防風林） 2 19
⑩風とせせ
らぎの
森
その他にも、

富山市内の12ヶ所
で地元の方たちと
協働で、整備活動を
しました。

神通碧小、楡原中、しんゆう倶楽部
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金屋幻の滝周辺整備

4～11 月 金屋幻の滝
12 回 62 名参加
金屋ふるさとの会を支援して、城山東
側沢筋の「金屋幻の滝」周辺の整備を始
めました。
（この活動には県から補助金をいただいています）
整備前↑後↓

整備前↑後↓

富山営林管理署

⑪富山国際大学里山林 富山国際大学
NPOこば
⑫小羽の森
⑬桐谷里山林 NPOアイフィールファイン
⑭割山森林公園天湖森

北日本新聞

森の駅での「葉っぱでお絵かき」

1
1
3
1

30
16
30
83
幻の滝

五福小の児童も整備に参加
－3－

