地域懇談会・市原
今、市原の里山にはあなたが必要だ。
～里山活動の実践者が、里山の魅力をお伝えします。～

「地域」の中での「里山活動」
地域懇談会
開催日時

平成 25 年 3 月 3 日（日）１２：３０～１７：００（開場

開催会場 市原市市民会館（3 階）
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

１２：００）

地域懇談会・市原

主

催

者

挨 拶

特定非営利活動法人ちば里山センター
理事長 金親 博榮
県委託事業「森林整備活動促進事業」として実施いたします。

「地域」の中での「里山活動」地域懇談会・市原
市民の手による地域づくりが、社会の多くの分野で大切なものと認識される
時代となっています。千葉県においては、優に 100 を超える里山団体が、里山
の整備・活用によって、各々の地域をきれいにし、活気のあるエリアとする活
動を展開していますが、とりわけ市原市は、こうした活動の活発な地域のひと
つとなっています。
里山は、生活環境の保全・向上、地域貢献、健康の回復・増進、余暇の有効
な利用、子ども達の健全育成、犯罪の防止、水源涵養、温暖化ガスの吸収源、
害獣の防止、自然体験の場所、住民間のコミュニケーションの促進、ひいては
災害時の緊急避難場所となりうるなど様々な機能があり、その効用が見直され
ています。
地域づくりは、住民、企業、学校、行政などの多様な主体が一体となって力
を合わせてこそ可能になります。こうした基盤づくりを目指し、このたび「里
山を核とする地域の懇談会」（第 1 回）を市原市で開催することとなりました。
いま、里山活動には、単に草刈などで汗を流す作業に留まらず、これ等を支
える組織運営やマネジメントなどの要素が求められています。まさに企業・団
体で働く人のいろいろなプロの技能が生かせる活動となっています。
このような背景から、現役の方はもとより、趣味や健康づくり、あるいは社
会貢献を目指しておられる OB や OG の皆さんにご案内を申し上げる次第です。
元気な心身を生かし、社会に役立ち人に喜ばれる活動をしていきたいとする
多くの方々が、市原市及びその周辺には、たくさん在住されているものと存じ
ます。現役時代の肩書きを措き、新しい生涯現役の夢を実現できる「里山活動」
に接する機会をぜひ持っていただきたいと願っています。
主催する「ちば里山センター」は、千葉県里山条例の目指す県内の里山の整
備を、県、市やその他の関係者が協力し、息の長い活動を進めるために 10 年
間活動してまいりました。全国的にも新しいこの種の活動も目の当たりにして
いただきますよう、併せてよろしくご支援・ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
素晴しい千葉県つくりのために、みんなで力を合せ頑張ってゆきましょう。
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（時間には変更があることがあります。あらかじめご承知おき願います。）
１２：００
開場
１２：３０

開会あいさつ
主催者挨拶
特定非営利活動法人ちば里山センター

理事長

金親

博榮

１２：４０

活動紹介・事例報告
・炭友会・花と緑の会 ・ＮＰＯ法人ﾕｰｽｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ友墾塾
・上総里山会・おとずれ山の会

１３：４０

コミュニケーション・タイム コーディネイター
特定非営利活動法人ちば里山センター 理事 新井

１３：５５

孝男

活動紹介・事例報告
・アクッション・グリーン・SaToYaMa よくし隊
・桜さんさん会・椎津川上流域を美しくする会
・市原米沢の森を考える会

１４：５５

コミュニケーション・タイム

１５：１０

活動紹介・事例報告
・風呂の前里山保存会・南市原里山連合・房総森輪会
・ＮＰＯ法人志津・ちはら台自然学校
・いちはら里山クラブ

１６：１０

コミュニケーション・タイム

１６：２５

活動紹介・事例報告
ＮＰＯ法人しろい環境塾

１６：５０

閉会挨拶
特定非営利活動法人ちば里山センター
終了

１７：００

－３－

理事

鶴岡

清次

地域懇談会 ２０１３．３．３（日）
里山活動実践者情報

私たちは、潤井戸、鶴舞、天羽田の各地区で活動する、

「炭

友

会」です。

炭友会の炭焼きは、市原市の文化の森の炭窯で竹
炭を年 4 回焼いています。この由来は平成 13 年
市原市の生涯学習講座「シルバーカレッジ」で炭
窯づくり及び炭焼きの実習で学び講座終了後も
「炭焼きをしながら交流を続けよう」と会を立ち
上げました。そこで竹林の整備をする代わりに切
った竹を譲ってもらい炭材としています。

炭焼きに併せて竹の伐採（間伐）年 14 回、
環境整備に係る草刈年 10 回あまり等々行っています。
活動日には、みんな文化の森に集合してもらい目的地へ分乗して行きます。

活動地はここです↓

潤井戸地区は、茂原街道の潤井戸交
差点から約 1 分の道路脇に日本蓄電器
工業の看板のところを入って約 100
メートル先を左折したところです。

(（ 炭
「

友

活動開始

会

」のデータ

会員数・年齢層

活動日・回数

27 人（女性 1 人） 平均月 4 回
平成 14 年 平均 71 歳

年 50 日

会員の主な居住地区

連絡先

五井・八幡ほか

0436-21-0591

15 地区

－４－

伊藤

地域懇談会 ２０１３．３．３（日）
里山活動実践者情報

私たちは、光風台地区で活動する、

「光風台 花と緑の会」です。
長年 雑木やススキで覆われていた光風
台団地の斜面地（約２０,０００㎡）を桜並木を中
心とした景勝地に変えようと、平成１３年から活動
しています。現在 当初計画の植樹を終え、維持管
理作業が主体です。
この活動を次の世代に引き継ぐため、有志の方の
ご協力をお待ちしております。

定例作業日は、２回ａｍ／月（４月～１０月）で、草刈り・枝切り・ごみ拾い等を行って
います。その他、現場の状況により、各自の判断で適宜作業を行っています。
また、地元の光風台小学校５年生の総合学習として、３回／年 花の苗植えや菜の花・コス
モスの種蒔きをボランティアメンバーと一緒にしてます。

活動地はここです↓

花と緑の会の活動域

＜光風台ガーデン(活動現場)＞
・光風台団地北側の斜面地
・小湊鉄道・光風台駅から徒歩 15 分

(（
「光風台
花と緑の会」のデータ
活動開始
平成１３年～

会員数・年齢層

活動日・回数

１０２人

月２回

(６８歳)

年２４回

会員の主な居住地区

光風台地区

【直近で参加していただける活動・イベント】
・
（詳しい内容・お問い合わせは上記の「連絡先」までお願いたします。）
－５－

連絡先
0436-36-8573
（河内）

地域懇談会 ２０１３．３．３（日）
里山活動実践者情報

私たちは、鶴舞水沢地区で活動する、

「ユース・サポート・センター・友懇塾」です。
私達の活動は家裁での教育的処置の一環と
して少年とその保護者等と一緒に下草刈り
を中心とした活動で立ち直り支援活動を行
っている団体です。親子で汗を流し共通の
体験をすることで少年等は生き生きとした
顔つきになります。こうした少年等と一緒
に活動してくれる多くの人を望んでいま
す。あなたの温かい気持ちを置ボランティ
ア活動に活かしませんか」
。

私達の活動は各月 2 回予め県有林癒しの森の指定された一部の下草刈りや遊歩道の整備活
動行っています。また、毎年秋に野生の生き物の専門家等を招いて少年やその保護者等と
昆虫などの様々な生き物の勉強会等も行っています。

活動地はここです↓
写真 1 枚
・ 活動地の中の絶景
・ 代表者の顔写真
・ 代表的な活動内容がわかる写真
・ 保護している植物の写真
など・・・・・
通称＜友懇の森＞鶴舞郵便局のＴ字
路を左折し坂を下って焼く１㌔。友懇
塾のオレンジの看板があります。ここ
を右折して約 300 ㍍が活動場所で東
屋がありますので休憩もできます。ど
なたでも自由に出入りが出来ますが
ゴミなどは必ずお持ち帰りください。

(（
ユース・サポート・センター友墾塾のデータ
活動開始

会員数・年齢層

活動日・回数

会員の主な居住地区

連絡先

平成１６年～

５０人

各月

１回

千葉市、県内各地

0９０-８５９８-0２７８

平均 55 歳

年間

６回

（井内）

【活動内容】
・活動状況の詳細は家裁と協議の上決まりましたら友懇塾のホームページ上で公開します。
（詳しい内容・お問い合わせは上記の「連絡先」までお願いたします。）
－６－

地域懇談会 ２０１３．３．３（日）
里山活動実践者情報
私たちは、水沢地区・長柄町で活動する

「上総里山会」です。
上総里山会は、自然保護の立場で里山林の復元と保
全維持活動を継続的に行う森林ボランティア団体です。
里山の素晴らしさをみんなで楽しむため、観察会や柴
材教室を開いています。
会員は、経験・体力に応じてナタ、カマなどを使い
安全をモットーに活動をしています。未経験の方も気
軽に里山林での活動体験が出来ます。

活動日及び活動場所
創造の森

第 3 金曜日・ 市原市水沢 （面積約 3.3 ha）

長柄軽坂

第２週水曜 ・ 長柄六地蔵 (面積約２.5 ha)

そ の 他

第 4 月曜日 ・ 長柄町大庭 (面積約 2.2 ha)
活動時間

いずれも 9：30～15：00
活動の良さは
ストレス解消
健康増進
社会への貢献

お問い合わせは下記へお電話下さい
事務局
〒275-0021 習志野市袖ケ浦 2-4-3-106
ＴＥＬ/ＦＡＸ 047-454-8304

植栽林の観察会（写真下）

創造の森ビオトープのミズオオバコ

上総里山会は 2001 年活動開始、現会員賛助会員 20 名
－７－

常時参加者を募っています。

地域懇談会 2013.3．3(日)
里山活動実践者情報

私たちは、天羽田地区(市原)と真里谷地区（木更津）で活動する

「おとずれ山の会」です。
県内の里山歩きで健康を取り戻したのをきっ
かけに、里山の会をつくって活動を始めること
になりました。フィールドは、6 年目になる高
滝湖近くの「おとずれの森」（木更津市真里谷
字音信山）に、昨年から市原市天羽田地区の市
有林（2 か所）が加わりました。自然を敬い自
然に感謝しつつ、楽しく安全に作業することを
モットーに活動しています。一緒にいい汗流し
ませんか。
原則として月 2 回、
「刈払い」や「除・間伐」を中心に、遊歩道の整備や間伐材を使
ったログテーブルづくりなどを行っています。春や秋には、子供たちを含む「森林
浴と里山体験」などのイベントを行うこととしています。
（写真は里山体験での「燻製
づくり」
）

活動地（天羽田地区）はここです↓
ジャック

姉崎

アモー

姉 崎 袖ケ 浦

＜ジャックの森＞千葉鴨川 24 号線を南下、姉崎袖

IC

ケ浦 IC 手前の出光 GS（●印）左折、すぐを右折し
農道を道なりに約 300m 進む。
＜アモーの森＞館山高速道をくぐり,一つ目の信号
を右折、さらに右折を 2 回繰り返して道なりに。高

鴨川

速道高架を渡って小屋の先。
＊細い農道です。農作業等に迷惑にならないようご協力下さい。

「おとずれ山の会」のデータ
活動開始

会員数・年齢層

活動日・回数

平成 18 年
18 人（女性７） 月 2 回
「おとずれ山の会」のデータ
平均 58 歳

年

24 回

会員の主な居住地区

国分寺台、光風台
木更津ほか

連絡先
0436-36-3773

（高橋）

イベント案内◆4 月 13 日（土）9：30～14：30「自然観察と里山体験」ジャックの森
◆7 月 11 日（木） 9：00～15：00「安全技術講習会」ジャックの森
◆11 月 23 日（金祝）9：30～14：30「森林浴と里山体験」おとずれの森
（詳しい内容・お問い合わせは上記の「連絡先」までお願いいたします。
）
―8―

地域懇談会 ２０１３．３．３（日）
里山活動実践者情報

私たちは、寺谷地区で活動する、

「アクション・グリーン」です。
2008 年に千葉県の林業就業支援講習で出
会った 4 人が意気投合し、団体を結成しま
した。里山や森の保全・整備活動を通して
日本の森の活性化に貢献すること。都市住
民に活動の魅力を伝え、より多くの人に里
山や森林の整備にかかわってもらうこと。
そのためにまずはアクションを起こすこ
と、というのが我々のモットーです。20 代
から 60 代の年代も職業も異なるメンバー
が、安全第一で活動しています。
月に 2～3 回（基本的には第 1、第 3 日曜日）森林整備を行っています。内容は笹刈り、竹林整
備、間伐等です。現在は袖ヶ浦、君津などでも活動をしています。市原の寺谷では主に竹の伐採→
間伐でした。間伐はひと段落しましたが、ほっておくとすぐに竹がのしてきますので、タケノコの
時期には収穫を行わなければいけません。春先に、その楽しい活動を行う予定です。

活動地はここです↓
市原市寺谷の民有林ですので、お越し

プロを招いての間伐講習

2010 年

になる場合は、下記アドレスまでご連
絡をお願いします。
駐車スペースに関しては、活動時は林
内に停めさせていただいています。イ
ベント時は近隣の青年館の駐車場に停
めさせていただいていますが、地区の
活動がある場合には注意が必要です。

(（
アクション・グリーンのデータ
会員数・年齢層
活動開始
平成 21 年～

9人

地20～60
図 代

活動日・回数

会員の主な居住地区

連絡先

月

2～3 回

東京都、千葉県

tada@kizbiz.org

年

20 回

（基本的に第 1・3 日曜）

（詳しい内容・お問い合わせは上記の「連絡先」までお願いたします。）
－９－

（多田）

地域懇談会

２０１３．３．３（日）
里山活動実践者情報

いりやまず

私たちは、姉崎方面不入斗地区で活動する。

「SaToYaMa よくし隊」です。
「竹 が好 き」「自 然 の 中 で 身 体 を 動 か し汗

「自主参加」「創造活動」「安全第一」
「里山の恵み商品化」「大人の居場所」
「地域力創造貢献」

をかいたあ とが好 き」「た き火 を囲 む 団 欒 が
好 き」「竹 細 工 が好 き 」「自 然 が 仲 もつ 大
人 の 居 場 所 がほしい 」「里 山 を子 ど も達 の
創 造 的 遊 び場 として 提 供 し、 大 人 の 知 恵
を子 ど もへ 子 どもの 元 気 を大 人 へ 」 「竹 藪
を何 とか したい 」 等 とに かく、各 人 の 好 きな こ
とを里 山 に 求 め ながら、 里 山 か ら 社 会 に 還
元 し生 き 甲 斐 を 得 ること。

どれぐらいの頻度で何（森林整備）をやっているか。
原則として、月 4 回、竹の間伐、炭焼き、竹酢液作り、竹細工、里山農園作り、各種イベント(ｴｺﾌｪ
ｱ市原・小学生里山体験学習・幼稚園遠足・公民館「里山で遊ぼう」・エコメッセ in 幕張・フラフェスティ
バル・V 連協「夏休み親子体験教室・i ほっとまつり」)の前後では活動回数多くなります。

活動地はここです↓

掲示板

「竹・いろりの里」2012 年 4 月筍芽生えの頃

「SaToYaMa よくし隊」のデータ

有秋東学校前バス停から徒歩 2 分で我らのフィールド「竹・いろりの
里」近くには、ミニ棚田や市原市指定文化財「薬師如来像」がある、人
と山が融け合う典型的里山です。入口には、活動予定表や時々の情
報を掲示しています。見学や一日体験大歓迎ですぜひお越しください。

活動開始

会員数・年齢層

活動日・回数

会員の主な居住地区

連絡先

平成１７年～

３０人
30 歳～80 歳

月４～12 回
年 120 回

ちはら台、姉崎、青葉台、
桜台、椎の木台、有秋台

0436-62-4121
(隊長 鈴木幹夫)

イベント案内

① タケノコパーティー 日時：平成 25 年 4 月 28 日(日) 予備日：4 月 29 日(月/祝日)
詳細は、竹・いろりの里の掲示板に表示します。

－１０－

地域懇談会 ２０１３．３．３（日）
里山活動実践者情報

私たちは、養老川の中流域で活動する、

「桜さんさん会」です。
市原市を縦断する美しい養老川の中流域
（上養老橋～安須橋～浅井橋～大坪橋間）に
桜並木や遊歩道（サイクリングロード）等を
少しずつ整備し、将来を見据えた景観づくり
を進めています。
この活動を次の世代に引き継ぐため、有志
の方のご協力をお待ちしております。
定例作業日は、４回ａｍ／月（４月～１０月）で、草刈り・枝切り・ごみ拾い等を行って
います。その他、現場の状況により、各自の判断で適宜作業を行っています。

活動地はここです↓

＜養老川中流域(活動現場)＞
・山田地区＆相川地区：小湊鉄道・上総三又駅
から徒歩 10 分
・二日市場地区
：小湊鉄道・光風台駅から徒歩 7～8 分

「桜さんさん会
」のデータ
活動開始
会員数・年齢層
平成１７年～

９９人
(６８歳)

活動日・回数

会員の主な居住地区

月４回

五井・国分寺・

年４８回

光風台・南総
地区

【直近で参加していただける活動・イベント】
・
（詳しい内容・お問い合わせは上記の「連絡先」までお願いたします。）
－１１－

連絡先
0436-36-8573
（河内）

地域懇談会 ２０１３．３．３（日）
里山活動実践者情報

私たちは、姉崎・有秋台地区で活動する、

「椎津川上流域を美しくする会」です。
私たちは、椎津川の改修により
整備された水辺空間を活かし、
平成１７年よりアネッサの対岸
にある河川敷でコスモスと菜の
花を栽培しています。
「仲良く、楽しく、無理なく」
をモットーに活動しています。

椎津川のこの流域は１０数年前に河川改修され、数か所に親水のための造
作が設けられていますが、現在は荒れ放題の状態になっています。
私たちは仲間が増え、活動領域が広がって、この流域が地域住民にとって憩
える場所になることを願っています。
鷺や鴨が飛来し、鯉も上る豊かな自然の川辺です。

活動風景

作業内容は、年２回の除草、整地、
花の種まきなどです。

(（
椎津川上流域を美しくする会のデータ
会員数・年齢層
活動開始
活動日・回数
平成１７年秋

１５人
（60～70 歳代）

連絡先
写真 1 枚

会員の主な居住地区

６月、１１月 青葉台、椎津、 0436-62-6239
（会員層（男性・女性・年齢層）がわかる
各２日（半日） 姉崎、有秋台 （辰己）
ような集合写真 がいい。
）

【直近で参加していただける活動・イベント】
・６月のコスモスの栽培（除草、整地、種まき）
（詳しい内容・お問い合わせは上記の「連絡先」までお願いたします。）
－１２－

地域懇談会 ２０１３．３．３（日）
里山活動実践者情報

私たちは、南総地区で活動する、

「市原米沢の森を考える会」です。
荒廃していた市原米沢の森や谷津田の保全
整備を行ったことで、人の暮らしと里山の
自然環境を取り戻し「人びとの居場所“癒
しの森”
」にしました。その経験と地域の連
携・協働のネットワークを生かして、内田
の森づくりに挑戦しています。古道に眠る
多くの石仏と対面できる活動に参加しませ
んか。

毎月第２・第４日曜日が例会ですが、”出来る人が出来る時に出来ることを”焦らず・気長
に、をモットーに臨機応変に活動しています。
２４年度からは、米沢の森だけではなく内田の森に活動範囲を広げて森林の整備・保全お
よび地域の歴史や文化の発掘にも取り組んでいます。
頂上の「おじゅうはっちゃ（御十八夜）」からの３６０度の絶景を見に来てください。

活動地はここです↓
どれぐらいの頻度で何（森林整備）をやっているか。

●小湊鉄道「上総牛久駅」から歩いて２０
分

●駐車場あり

ださい

●自由に散策してく

●希望者には案内します

●詳細は鶴岡までお問い合わせください

市原米沢の森を考える会のデータ
活動開始

会員数・年齢層

活動日・回数

会員の主な居住地区

連絡先

平成１６年～

４０人

月

市原市内

0436-92-1196

２回

30～70 歳代 年５０回
－１３－

米沢の森

鶴岡

私たちは、茂原街道と県道 21 号の中ほど市原市北東部、喜多地区の里山で活

「風呂の前里山保存会」です。

動する、

＜自由記載欄＞

2005 年に市原市喜多地区の荒れ果てた里山
の 2～3 輪のカタクリとの出会いから始まっ
たカタクリ自生地復元活動です。地道な活動
の積み重ねにより、カタクリが群生するよう
になった今、その順調な回復ぶりを拠りどこ
ろに、里山・谷津田の原風景を取り戻す活動
域を広げています。皆さんも参加しません
か。

原則として月 3 回（第Ⅰ、第 3 の月曜日、第 4 の金曜日）の活動。他に観察会、イベントなど
年 40 回ぐらいの活動です。手入れされた雑木林の姿を取り戻しつつある今は「下草刈り」
「落
ち葉かき」を介して花の里山づくり。春・夏・秋の観察会開催、群生地周辺の草刈り、ゴミ拾
いなど地域ぐるみの活動にと広がっています。また会員のスキルアップのための研修会を行っ
ています。
活動地はここです↓

普段は植物保護のために閉園しています。
年 3 回の観察会、不定期のイベント、及び月 3 回
の活動日には活動地をご案内しています。
※ 市津公民館に案内図を置かせてもらっています。

(（
「風呂の前里山保存会」のデータ
活動開始

会員数・年齢層

平成 15 年よ 32 人
り活動始

活動日・回数

月

（60～75 才） 年

会員の主な居住地区

連絡先

主に市原市潤井戸、ち
0436-052-7487（中山）
40 回ほど はら台、千葉市の在住 4 月上旬カタクリの観察会
者
（詳細はシテイライフに掲載）
3 回で

－１４－

私たちは、南総加茂地区で活動する、

「南市原里山連合」です。
南総加茂地域は高齢化に伴い急速に過疎化が進んでい
る上、小湊鐡道周辺地域は不法投棄などの問題が山積
しています。私たちは地域の環境美化を目指し、小湊
鉄道沿線に菜の花をいっぱいにする菜の花プロジェク
トやイルミネーションなどの活動に連携・協働する団
体組織です。
地域の活性化を目指し平成２６年に行われる国際芸術
祭（アート＆ミックス）に組織的に参加をします。
南市原の加茂・南総地域で活動する団体は、地域住民が一体となって美化運動に取り組ん
でいます。それぞれ独自のフィールドで里山や休耕地、谷津田、小川の周辺等自然環境を
整備保全し維持管理をしています。また市原市が主催する菜の花プロジェクトやイルミネ
ーションなどの開催を連合組織で支援しています。
誰でもこの連合組織や下記団体のイベントなどの活動にも参加できます

活動地はここです↓
団

体

名

活 動 地 区

電 話 番 号

代表・担当者

石神なの花会

養老渓谷・石神地区

0436-96-1483

金子

国本一心会

上総大久保・正木川

0436-96-0774

兼岡

安由美会

月崎駅・市民の森

0436-96-0215

鈴木

市原ルネッサンス

飯給駅周辺

0436-96-0636

松本

上古敷谷里山の会

富山・上古敷谷

0436-96-0159

林

喜動房倶楽部

里見駅周辺

0436-98-0365

松本（正）

東朋会

高滝駅周辺

0436-98-0025

征矢

鶴舞活性化ネットワーク

鶴舞地区

0436-88-3136

山内

三島会

内田地区

0436-92-2290

小出

南市原花いっぱい実行委員会

牛久地区

0436-92-1801

深山

南市原応援団

南総地区

0436-92-1521

原地

市原米沢の森を考える会

米沢地区

0436-92-1196

鶴岡

南市原里山連合のデータ
活動開始

会員数・年齢層

活動日・回数

平成１６年～

地域住民
子供から大人

各団体で実施

－１５－

会員の主な居住地区

市原市内
南総・加茂地区

連絡先
0436-96-0636
事務局 松本

地域懇談会 ２０１３．３．３（日）
里山活動実践者情報

私たちは、南総地区で活動する、

「房総森輪会」です。
古道再生やトレイルの整備、保全作業
倒木処理、危険木の撤去
人工林の保育（間伐、下刈り、枝打ちなど）
最新の伐採技術、安全など研修及び指導
MTB による広範囲な森林パトルール
ツリークライミングによる特殊伐採
間伐材を使った木道作り

私たちは基本的にはマウンテンバイカーの集団です。

写真 1 枚

「すばらしい森林環境を何とか次世代に残してあげたい」と言う思いから森林整備を行っ
（会員層（男性・女性・年齢層）がわかる
ています。
ような集合写真 がいい。
）
そして、森で遊ぶ楽しさも伝えて行きたい。森のやさしさを楽を肌で感じて欲しいのです。

活動地はここです↓

市原米沢の森とその周辺

(（
房総森輪会のデータ
会員数・年齢層
活動開始

活動日・回数

会員の主な居住地区

連絡先

平成 24 年～

20 人

月 8回

市原市を中心に千葉

0436-95-3566

30～60 代

年 100 回

県内各地

090-1880-3496

－１６－

地域懇談会 ２０１３．３．３（日）
里山活動実践者情報

私たちは、東いちはら地区を中心に活動する、

「市津・ちはら台自然楽校」です。
「遊びは学び・体験は力、困難は飛躍のチャ
ンス」をモットーに、次代を担う子どもたち
を健全に育てることを目的に活動している野
外教育団体です。里山の環境保全や子どもた
ちと一緒に野外活動や自然体験活動をやって
いただける方。また、総務や経理、人事、営
業、広報、情報、製造、安全、環境などなど、
これまでのお仕事で培ってきた固有技術を発
揮していただける方々の参加を期待します。
２４年度は、上総掘りで６４．５ｍの井戸を掘り良質の飲み水を得ることができました。２５年度の里山
の環境保全は、田んぼのすいぞくかんの草刈り、東国吉遊育の森の草刈りやテントデッキ、机・いすの製
作、桜並木を作るためのシノ竹の伐採などを計画しており、月２～３回の活動を予定しています。

活動地はここです↓

東国吉遊育の森の夏は、玉虫が乱舞しにぎやかに
なります。先々、国蝶のオオムラサキも飛び交う
癒しの里山にしたいものです。
＜田んぼのすいぞくかん(どんぐりハウス)＞
瀬又交差点のコンビニサンクスから車で１分。
高田交差点を右折してすぐ。
＜東国吉遊育の森＞
東国吉三叉路にある「石井商事」でお尋ねください。
徒歩３分のところ。

(（
市津・ちはら台自然楽校のデータ
会員数・年齢層 活動日・回数
活動開始
平成１７年～

おとな４３人
子ども２４人

月２～３回
年 ３０回

会員の主な居住地区

連絡先

市津・ちはら 0436-52-0076
台、おゆみ野 （赤松）

【直近で参加していただける活動・イベント】
・３月２３日（土）～２４日（日）９時～１５時「スプリングキャンプ」東国吉遊育の森
（詳しい内容・お問い合わせは上記の「連絡先」までお願いたします。）

地域懇談会 ２０１３．３．３（日）
里山活動実践者情報

私たちは、市原市内５ヶ所の里山で活動する、

「いちはら里山クラブ」です。
私たちは､市原市内の身近な自然･里山を守り､里山
で楽しむ活動をするボランティアグループです。
私たちの活動は平成元年から始まり､現在は 20 代～
70 代後半までの多彩な仲間 50 余名によって､下記
のような活動を年 50 回程度行っています。
自発的に､無理をせず､自分のできることを､できる
範囲で､仲間と協働して里山を楽しむ。
そんな私たちの活動に､あなたも参加しませんか。
活動内容 ① 下記５ヶ所の活動場所で､杉林･雑木林･竹林･休耕田等の整備や下草刈り等
② 子供たちも参加して里山を楽しむ自然観察会や里山体験会等
③ 炭焼き､筍狩り､御宿海岸清掃活動､その他､市原市や里山センター等の主催するイベントへの参加等

活動地はここです↓

古敷谷の風景

私たちの活動の見学､又は活動への参加を希望され
る方は､下記「連絡先」にお問い合わせください。
私たちの仲間が､活動場所へご案内します。

いちはら里山クラブのデータ
活動開始

会員数・年齢層

活動日･回数

会員の主な居住地区

連絡先

平成元年～

55 人（20 代～70 代）

月 3～5 回

市原市内

0436-66-7908

（1989 年～）

平均年齢 62.6 歳

年 50 回程度

【直近で参加していただける活動･イベント】

（風間 俊雄）

・詳細は､上記「連絡先」にお問い合わせください

【直近で参加していただける活動・イベント】
① 2013 年 3 月 16
（古敷谷）
地日（土）自然観察会を開催します。
図
・
② 2013
年 4 月 20 日（土）里山体験「旬の山野草を楽しむ会」を開催します。
（古敷谷）
（詳しい内容・お問い合わせは上記の
「連絡先」までお願いたします。
）
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15

里山保全事業

農業支援活動

田んぼの生きもの調査

竹チップ肥料づくり

企業のＣＳＲ活動

ダブル受賞（伊澤市長と）

竹炭焼

森の音楽会

【目的】（定款第３条）
次世代によりよい環境を継承するために、里山自然再生を目指して
活動しています。サブスローガンとして「田自然再生」、
「里山の生き
もの復活作戦」を掲げ、冬期湛水、不耕起移植栽培、「生きものいっ
ぱい田んぼの学校」、田んぼや川の生きもの調査、管理地を使っての
花の栽培を行っています。
昨年からは、地元農家と協働で、農水省の「食と地域の交流促進事
業」を始めました。これらの活動に、あなたの力を貸してください。
入会手続き： 事務局に電話または平塚の里ベースキャンプに直接
来て下さい。
会
費： 正 会 員２千円/年（他に入会金１千円）
賛助会員１千円/年
見
学： 事務局に電話または直接平塚の里ベースキャンプへ

【会員（現在）
】
正会員

１０６名

賛助会員

２４名

団体賛助会員

２

【会員作業】
●
●

毎週月、水、土の３日間。参加するかどうかは、全くの自由。
出欠の事前連絡は必要ありません。
集合： 午前９時４５分、平塚の里ベースキャンプ
（白井市平塚地区 延命寺から北に２００ｍ）

【代表者・事務所】
270-1402 白井市平塚９６０番地 旧平塚分校内
ＮＰＯ法人しろい環境塾 理事長 河 合
泰
【電話等】
℡＆Fax 047-404-3298
（月、水、土のみ各１０～１５時）
メール shiroikankyojuku@kce.biglobe.ne.jp
URL
//kankyojuku.sunnyday.jp//
【事務局長】０４７－４９１－０６６０（上西）

この法人は、環境の悪化が懸念される白井市及びその周辺地域に
対して、里山の自然環境の保全活動等に関する事業を行い、次世代
へのよりよい環境の継承、やすらぎのあるまちづくりに寄与するこ
とを目的とする。

【小史】
００年
０１年

４月１５日
４月
９月２５日
２７日
０３年 ９月２３日
１１月１６日
０４年１０月２３日
０５年 ２月 ３日
１０月 ８日
０６年１０月２１日
０７年１１月
１０年 ９月２６日

しろい環境塾設立総会
里山保全事業開始（延命寺・竹林）
ＮＰＯ法人認証書交付（千葉県庁）
子どもの環境教育事業開始
炭窯２基完成、火入れ式
東邦大学と協働で、「カメ救出作戦」開始
竹炭、竹酢液の販売開始
農業支援活動開始（トラクター運転研修）
５周年記念式、記念フォーラム開催
「みんなで森に行こう！」開催
「みんなで平塚の里に行こう！」開催
１０周年記念式・記念フォーラム
（文化センター・中ホール）
１１年 １月
山王谷津田で冬期湛水開始
１０月２３日 田園自然再生活動・農村振興局長賞受賞
１２年 ７月２３日 食と地域の交流促進事業（農水省）開始

【主なフィールド】
里山保全：平塚の里、運動公園の森等
農業支援：ザ・ファーム平塚、神々廻、十余一

合計７．４ｈａ
合計３．６ｈａ

【主な施設・機材等】
炭窯
１基
石窯
１基
保管庫 ５基
農業ビニールハウス
電気設備
水道施設

車両
中型チッパー
チェーンソー
刈払い機
中小管理機
水洗トイレ

４台
１台
１４台
１６台
２台

－２１－

地域懇談会関係者名簿
地域懇談会は、3 月 3 日当日会場参加の皆様と以下のメンバーとの協働で実現しました。

活動団体（アイウエオ順）
アクション・グリーン

多田 知子

いちはら里山クラブ

風間 俊雄、二宮 章、鵜城 健一、石崎 千恵、石崎、加藤、
下山、小川、藤沢、阿部、小倉、友田、可知

市原米沢の森を考える会

鶴岡 清次、杉田 健、杉田 初代、川又 勲、皆藤、白鳥

おとずれ山の会

髙橋 順子、髙橋 和靖、永峰 義光、永峰 徳子、伊藤 太一、
伊藤 紋子

上総里山会

楠元 繁、鈴木 厚正、臼井 哲也、鈴木 一三、臼井 秀子、
高野 博義

桜さんさん会

河内 昌蔵

SaToYaMa よくし隊

鈴木 幹夫、水沼 良夫、持田 智恵子

椎津川上流域を美しくする会 辰巳 鉄次郎、佐久間 光、山本 洋、岩浅 輝三、川西 映子
市津・ちはら台自然楽校

赤松 鐵雄

炭友会

伊藤 富雄、堀池 秀樹、山本 正継、時田 芳男、梅本 尚孝

花と緑の会

河内 昌蔵、鎗田 達郎

風呂の前里山保存会

中山 美代子、熊谷 泰和、岸本 晃、金光 康恵、並木 洋子、
平山 恵美子、葛西、吉本

房総森輪会

岡部 正史

南市原里山連合

松本 靖彦

ユース・サポート・センター友懇塾

井内 清満

ゲスト ＮＰＯ法人しろい環境塾 南波 悠二郎、上西 忠
パネル展示参加 ふれあい千葉

藤崎 義雄

市原市市民活動支援課
ＮＰＯ・ボランティア支援室

中村 博幸、小出 隆司

市原市 農林業振興課

鈴木 佳彦、渡辺 聡

千葉県 農林水産部森林課

荒木 功介

ＮＰＯ法人ちば里山センター 金親 博榮、髙橋 和靖、新井 孝男（コーディネイター）、
鶴岡 清次、風間 俊雄、小西 博典、鈴木 恵子、杉山 茂嘉
松永 美知子、向川 加奈江、佐藤 良、杉田 初代、
高石 友広

－２２－

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

