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開催日時 平成 25年 3月 3日（日） 

                       １２：３０～１７：００ 

                       （会場 １２：００） 

                  主  催 特定非営利活動法人ちば里山センター 

                       千葉県 

                  共  催 市原市 

 

 

「地域」の中での「里山活動」を多様な参加で考える「地域懇談会・市原」が来る 3月 3日 

日曜日に市原市民会館会議室（3階）で開催されます。 

 市原市内の里山を活動地としている団体のメンバーから「活動報告・事例報告」があります。 

経験者の語る「里山活動のあれこれ！」が聞けることでしょう。これから地域活動をお考えの

皆様には里山活動とは何かな？といった疑問にお答えできる場となり、また地域での里山活動

実践者には互いの活動を知る良い機会となります。関係各位が語り合う場として、里山活動が

地域に欠かせないものであり続けるために、大いに智恵を出し合い懇談する場を目指しての開

催です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エントランスには団体ブースがあります。各ブースではポスター掲示・活動紹介・資料展示が

行われて、メンバーが「聞こう！話そう！楽しもう！」をテーマに皆様のお越しをお待ちして

います。 

 
ちば里山新聞は千葉県からの委託事業を受け、特定非営利活動法人ちば里山センターが編集発行しています 

（第３４号） 
編集発行 NP0法人ちば里山センター 

袖ケ浦市長浦拓２号 580-148 
電話 0438-62-8895 

題 字 倉島 貴浩 
（ワークホーム里山の仲間たち） 

「東日本大震災」は、これまでに経験の無い甚大な被害をもたらしました。被災された皆様には心より 

お見舞い申し上げます。ともに復興に向けて努力していきましょう。 

今、市原の里山にはあなたが必要だ。 

 「地域」の中での「里山活動」 

 
 

３月３日は市原市・市民会館に集いましょう！ 
 

里山は今、人々の生きる場、助け合う場、多様な生き物が共存する場として注目されています。 

里山活動を進める団体をはじめ、地域住民、企業、市町村など地域社会が一体となって里山活動

を展開していけるよう県内各地のネットワークづくりを進めております。 

「里山活動」を知り、情報を共有し、共に語り合う場をめざして、地域懇談会を開催します。 

「里山活動が地域に欠かせないものでありつづけるために」知恵を出し合いましょう 

皆様のご参加をお待ちしています。 
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“SATOYAMA de Sportｓ”マウンテンバイク 
 

                                

 

 

 

 

 

 

マウンテンバイクは自然と心身にやさしい乗り物 

房総森輪会 岡部正史     

 

マウンテンバイクは自然と心身にやさしい乗り物です。そして、楽しい乗り物で誰にでも出来るスポー

ツでもあります。私たち房総森輪会はマウンテンバイカーの集いです。そんな楽しいスポーツを伝えたい、

続けたいと森林の保護や再生の活動も行っています。なぜなら、マウンテバイクというスポーツは健全な

森林が最高のフィールドとなるからです。 

基本的には古道や作業道などトレイルの再生、維持ですが、そのためには森林全体の環境整備も必要に

なってきます。ほぼ週末にしか活動できない私たちにとってマウンテンバイクと森林の整備活動の両立は

たいへんです。でも、マウンテンバイクの楽しさを将来に伝えていくには必要な事なのです。森林パトロ

ールやトレイルの倒木処理にマウンテンバイクを有効活用して、短時間に広範囲を移動できるのでマウン

テンバイクを楽しみながら森林の保全活動も出来るメリットは大きいです。 

 

    
 

房総森輪会 https://sites.google.com/site/fangzongsenlunhui/  

      http://bososhinrinclub.blogspot.jp/2012/12/blog-post_9998.html 

 

 

千                       千葉県森林研究所 福島 成樹  

 

昨年行った里山活動状況アンケートにおいて、希望があった団体を 

対象に里山巡回相談を始めました。第 1回は、11月 1日に特定非営利 

活動法人ちば森づくりの会を対象に、千葉市内の 5箇所の活動地を回 

りました。 

今回の相談内容は、ちば森づくりの会が活動されている千葉市内の 

人工林において、病害が発生している林分があるとのことで、現地に 

おいてその状況を調査し、病害の判定と今後の管理方法について検討 

するというものです。 

現地調査を行ったのは主に 20年生以下のスギ林で、すでに暗色枝枯 

病（あんしょくえだがれびょう）の被害が確認されている林分と、同じく暗色枝枯病が疑われる林分、赤 

枯病が疑われる林分などを回りました。また、病害の判定のためのサンプルを 3林分で採取しました。暗 

色枝枯病は温暖な地域でスギやヒノキの集団枯損を引き起こす病気であり、千葉県でも注意が必要な病気 

です。被害林の今後の管理については、被害が拡大しないように被害木を伐採するとともに、収穫対象と 

する被害を受けていない木をあらかじめ選んでおき、間伐、枝打ち等の管理を行っていくことを提案しま 

した。 

さとやまクローズアップ 

里山巡回相談 （その１） 

 

 

https://sites.google.com/site/fangzongsenlunhui/
http://bososhinrinclub.blogspot.jp/2012/12/blog-post_9998.html
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「エコプロダクツ２０１２」出展 

                    12月13日（木）～15（土）東京ビッグサイトで、

国内最大級の環境展示会「エコプロダクツ２０１２」に１７８，５０１人来場者がありました。ちば里山セン

ターは「森林からはじまるエコライフ展２０１２(  http://eco-pro.com/eco2012/highlights/ecolife.html) 」ブ

ースに出展し、千葉県の里山の紹介と団体会員から集めた丸太１００本で緑豊かな里山を表現した展示を行い

ました。この展示で、実際に木にふれ、色、香り、木肌をヒントに、木の種類を当てるクイズ「この木 なん

の木 気になる木」と、木の名前の漢字クイズを行いました。このクイズは小学生から、大人まで多くの来場

者に里山の魅力・関心を伝えることができました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漢字クイズ例題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアで里山保全活動を始めて１０年近くが経過した。 

先人の立ち上げてくれたフィールドで里山の原風景を守ること、さらにこれらを 

後世に残していくことの大切さを会員一同試行錯誤しながら実践している。しかし 

ながら運営のむずかしさを痛感している昨今です。ここ市原市には我々と意を同じ 

くする活動団体がたくさん存在しており、千葉県内でも有数の活動団体数を有する 

市でもあると聞き及んでいるが、それぞれ信念を持って活動している。（自分たち 

の枠に固執して・・・）私共「いちはら里山クラブ」もその一つで、会の発足時期 

は平成元年と千葉県内でも１、２番目の歴史があり、会の代表も私で４代目を数え 

ることになるが・・・会員の年齢層を見ても他の団体と同じである。が、最近若い 

世代の人たちが、SATOYAMAに関心を持ってくれ始め、何人かが仲間になってくれたことは非常に心強いこ

とである。これらの人達の気持ちを無にすることがないような活動を継続させることが又私の使命でもある。

ここ１，２年、縁あって市外の人たちとの交流する機会が増えた。（里山センター）、（里山シンポジュウム）

にかかわり始めたことがきっかけではあるが・・・この関わりが私の目を覚ましてくれた感がある。 

 世間には多くの人達がそれぞれの専門知識を生かして活動しており、これらの人たちの情報を提供していた

だける機会が格段に増えたことである。これらの各種情報をもって我々の活動にいかに上手に生かすか？ 

が私に与えられた使命であるとも考え始めたところである。今までなんと「井の中の蛙」であったことか・・・ 

 しかしながら今 私自身、井戸の淵からちょっと顔を覗かせられたかな？ 

とうれしいことではある。これからも他の団体等との交流を深め、よそ様から貪欲に知識を吸収して我々の活

動の一助になればな～と考える今日このごろである。 

いちはら里山クラブ http://blogs.yahoo.co.jp/kawasemidori811 

 

風間 俊雄 
 

いちはら里山クラブ 

 

里山とわたし 

この木 なんの木 気になる木 

    ク イ ズ 

   

井の中の蛙 

 

きへんに春で“つばき”きへんに冬で“ひいらぎ”公孫樹でなんて読むのかな？・・・ＮＯ６の木だよ。 

答えはちば里山センターのＨＰ「お知らせ」をみてね（http://chiba-satoyama.net/allnews/news/1905） 
 

http://eco-pro.com/eco2012/highlights/ecolife.html
http://blogs.yahoo.co.jp/kawasemidori811
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里山活動（森林整備・保全活動）の取り組みの基本を大切にしましょう！ 

  森 林 整 備 に 役 立 つ 「 安 全 研 修 会 」 
安全研修（チェーンソー）講師：木村正敏（千葉県林業サービスセンター） 
開催日時 平成 25 年 1 月 19 日（土）１０：００～１５：００ 

開催開場 ふれあい千葉活動地 市原市中高根 1350－4 

参加費用 1,000 円（保険代、資料代など）  募集人数 20 人 

主  催 ふれあい千葉 特定非営利活動法人ちば里山センター 

申込み、お問い合わせ先 特定非営利活動法人ちば里山センター事務局 ＴＥＬ0438-62-8895 

安全研修（チェーンソー）講師：木村正敏（千葉県林業サービスセンター） 
開催日時 平成 25 年 1 月 27 日（日）１０：００～１５：００ 

開催開場 北総里山倶楽部活動地 成田市倉水 

参加費用 1,000 円（保険代、資料代など）  募集人数 20 人 

主  催 北総里山倶楽部 特定非営利活動法人ちば里山センター 

申込み、お問い合わせ先 特定非営利活動法人ちば里山センター事務局 ＴＥＬ0438-62-8895 

チェーンソー技術・安全講習会 講師：木村正敏（千葉県林業サービスセンター） 
開催日時 平成 25 年 2 月 16 日（土）１０：００～１５：００ 

開催開場 白井運動公園入り口脇・臨時駐車場集合 運動公園の森（白井運動公園南側の森） 

参加費用 1,500 円（保険代、資料代など）  募集人数 20 人（白井市及び周辺地域の市民） 

主  催 ＮＰＯ法人しろい環境塾 

申込み、お問い合わせ先 ＮＰＯ法人しろい環境塾 ＴＥＬ047-404-3298（月、水、土の 10～15 時） 

安全研修（刈払い機）講師：木村正敏（千葉県林業サービスセンター） 
開催日時 平成 25 年 1 月 20 日（日）１０：００～１５：００ 

開催開場 ＮＰＯ法人ちば森林資源コンサーブ活動地 君津市鹿野山 88 

参加費用 1,500 円（保険代、資料代など）  募集人数 20 人 

主  催 ＮＰＯ法人ちば森林資源コンサーブ 特定非営利活動法人ちば里山センター 

申込み、お問い合わせ先 特定非営利活動法人ちば里山センター事務局 ＴＥＬ0438-62-8895 

安全研修（刈払い機）講師：木村正敏（千葉県林業サービスセンター） 
開催日時 平成 25 年 2 月 2 日（土）１０：００～１５：００ 

開催開場 九十九里海岸 白子海岸海水浴場駐車場集合 

参加費用 1,000 円（保険代、資料代など）  募集人数 20 人 

主  催 九十九里海岸の松林を守る会 特定非営利活動法人ちば里山センター 

申込み、お問い合わせ先 特定非営利活動法人ちば里山センター事務局 ＴＥＬ0438-62-8895 

里山体験（野鳥観察会） 
開催日時 平成 25 年 2 月 2 日（日）９：３０～１３：００ 

開催開場 佐倉市佐倉城跡公園内 集合場所 佐倉城跡公園内 国立歴史博物館入り口 

参加費用 100 円             募集人数 30 人 

主  催 特定非営利活動法人ちば里山センター 

協  力 千葉県自然観察指導員協議会 

申込み、お問い合わせ先 特定非営利活動法人ちば里山センター事務局 ＴＥＬ0438-62-8895 

里山体験（里山を歩く） 
開催日時 平成 25 年 2 月 23 日（日）９：３０～１３：００ 

開催開場 ＮＰＯ法人ちば森林資源コンサーブ活動地 君津市鹿野山 88 

参加費用 3０0 円             募集人数 30 人 

主  催 ＮＰＯ法人ちば森林資源コンサーブ 特定非営利活動法人ちば里山センター 

申込み、お問い合わせ先 特定非営利活動法人ちば里山センター事務局 ＴＥＬ0438-62-8895 

『緑の守り人』イベント情報 

 

特定非営利活動法人 ちば里山センター 

 袖ケ浦市長浦拓 2号 580-148 TEL 0438-62-8895  FAX 0438-62-8896 
http://www.chiba-satoyama.net/  e-mail:info@chiba-satoyama.net 
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