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ヒサカキ（ビシャコ）の花

行わないことを決定し、立候補及び推薦され

た250名の新たな総代が選出され、5月1日よ

り就任いただいております。

総代会などを通じて、組合運営の方向性を

づくりに向け、
ご意見・ご指導を賜りたく、
よろ
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木材共販所で木材品評会を催しました。……………………………………
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木根館、ラ・フォレスタ イベントのお知らせ ……………………………
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持続的な森づくり進む…………………………………………………………
新たな樹木登攀技術の習得に向けて「アーボリカルチャー」……………
大阪府みどりの功労者・憲法記念日知事表彰 組合役員4名が受賞 ………
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改正森林法が施行されました。………………………………………………

6

ご判断いただくとともに、
よりよい協同組合

ご 挨 拶

その結果を受けて、選挙管理者が投票を

大阪府森林組合

ことが判明いたしました。

修滋

各地区とも定められた総代定員を超えない

代表理事組合長 栗本

りました立候補・推薦者数を集計したところ、

会を迎え︑森林を健康な暮ら
しに役立たせてほしいと願っ
ています︒
人間が森林を離れて生活す
るようになったのは︑たかだ
か１００年程度で︑ 万年︵諸
説あります︶の人の歴史から
するとほんのわずかですから︑
人はまだ森が存在しない環境
に十分適応できておらず︑森
に帰ると人は健康をとりもど
すのかもしれません︒
府民の健康に欠かせない森
林を︑組合は組合員の方々と
協同して維持していることを︑
多くの人に知ってほしいと
思っています︒

4月7日に総代選挙の実施を本・支店にお

るだけですが︑文豪として有
名なゲーテは︑花は葉が変形
してできていると植物変形論
を 発 表 し て い ま す︒文 豪 特 有
の観察眼と想像力で思いつい
た の で し ょ う︒ゲ ー テ の 没 後
１７０年︑ 世紀に入ったこ
ろ︑遺伝子解析でゲーテの発
見が正しいと証明されました︒
ところで詳しい理由は今
もって不明のままですが︑森
をゆっくり散歩すると︑がん
細胞を殺すナチュラルキラー
細胞が増え︑血圧が下がり︑ス
トレスも緩和されることなど
が科学的に証明されていて良
い こ と ず く め で す︒高 齢 化 社

いて公告し、4月13日午後5時をもって締め切

新緑が目にまぶしい季節に
なりましたが︑組合員の方々
におかれましてはご清祥のこ
とと存じます︒
平素は組合の運営にご支援
を賜り感謝申し上げます︒
ただ今︑森林組合では平成
年度事業の総括をしている
ところです︒
今年は 月に入って︑金剛
山周辺と北摂山系で季節外れ
の雪が積もるなど天候不順で
事業の進捗に支障が生じそう
になりましたが︑関係者の皆
様のご協力や職員の尽力に
よってどうにか事業を終える
こ と が で き ま し た︒こ の 場 を
お借りしてお礼申し上げます︒
月はモチツツジやカマツ
カ︑クロバイ︑ホウノキなど山
に多くの花が咲く季節でも
あ り ま す︒山 に 入 る と﹁ ツ ツ
ピー・ツツピー﹂とヤマガラ

しくお願い申し上げます。

がゆったりと鳴いています︒
若いころは速足で山に登る
ことが自慢でしたが︑最近で
は︑多少の体力の衰えを感じ
つつ︑またニリンソウやカタ
クリなど︑ひっそりと咲く野
草を見過ごさないように︑で
きるだけ︑ゆっくり足を運ぶ

い通信でお知らせさせていただきました。

森林と健康の深い関係

選挙については、4月初旬に発行した、
くみあ
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ようにしています︒
私は花を見て美しいと感じ

21

本年4月30日に任期満了を迎える総代の

コバノミツバツツジ

総代選挙について

28
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Contents

林環境税では、防災の観点から支障木

木質化など、森林に関わる様々な事業

の伐採業務や流木対策、子育て施設の

が実施され、安心・安全な暮らしに寄

与する森林づくりが進められています。

れば、植栽→保育→収穫を繰り返
すことのできる循環的な資源にな
りません。
また効率よく利用するためには、
育成林内の道も工夫しなければな
りません。森林の多面的な機能を
維持増進し、森林を再生可能な資
源として次世代に引き継ぐために
は、現在の育成林の手入れをしっ
かりと進めてゆくことが重要です。
そこで、当組合では、大阪府が
創設した森林環境税の「持続的な
森づくり（基盤づくり）」事業に

これらの課題については、おお 大阪府森林の有する公益的機能を
むね克服できたものがある一方で、 維持増進するための環境の整備に
係る施策に必要な財源を確保する
ことを目的に創設されたものです

が、平成 年度から 年間に限っ
て施行されることになっています。
一方、これを財源とする「持続的

貝塚市木積地区

河内長野市セノ谷・島の谷地区

4

和泉市父鬼七越地区

河内長野市滝畑御光滝谷地区

20

河内長野市加賀田地区

4

一気に下って市場まで出す、とい

高槻市川久保地区

依然として解決に向けて検討を続
けるべきものも残っています。大
阪府の指導のもと、さらに努力を
して参ります。

6

29

の手配が困難である場合があり、
コンクリート打設方法の工夫やコ

高槻市原地獄谷地区

さらなる成果を目指して

和泉市宮の谷大岩地区

地で実施しています。

今年度、実施した
「持続的な森づくり事

9

28

千早赤阪村
千早久留野地区

な森づくり（基盤づくり）」事業
の約束事として、事業主体が整備
施設の維持管理を 年間行うこと

千早赤阪村
千早黒栂谷地区

平成 年度には、上述の課題に
も取り組みながら、前年度に着手

千早赤阪村
水分ウスイ谷地区

になっています。
従って、大阪府森林環境税の
年後がどのようになるのか、とい
うことを視野に入れて、また、整
備施設の維持管理を適正に行うた
めにはどのような体制、負担をし
てゆくか、ということを今まさに
対策を講じながら事業を進めてゆ
く必要があります。
なにとぞ組合員様のご理解とご
協力をお願いいたします。

千早赤阪村
水分池ノ谷地区

した地区で引き続き工事を進める
ほか、新たに 地区について計画
から着手することにしています。
今後とも対象地区の林分を再生
可能な資源として次世代に引き継
ぐことを念頭に、森林経営計画の
策 定 、 実 行 を 進 め る と と も に、
基
幹となる作業道については森 林 防
災に配慮して整備し維持管理に務
めるよう取り組んで参ります。
ところで、大阪府森林環境税は、

平成29年度事業実施予定地区

うイメージです。従来はフォワー

能勢町山辺地区

ダで林道まで搬出するため、その ンクリート工に代わる工種の検討
距離が長く、効率が上がりません。 が必要です。
そして、第四には、事業の計画
しかし、フォワーダしか活動でき
ない作業道の一部を基幹作業道と から工事の設計・施工までを円滑、
してトラックも走れる林道並みに 適正に執行する管理体制の確立が
グレードアップすることで、搬出 必要です。
効率が高まるものと期待されます。

るためには、道の線形の見直しや、
渓流からの出水、路面排水、流末処
理の対策に細心の注意が必要です。
第二には、谷筋に開設された作
業道の路床は伏流水のため軟弱と
なっていることが多く、安定処理
が必要です。
第三には、現場が山間奥地であ

例

組合では防災や木質化に関する事業

28

の作業道の恒久化を行う
「持続的な森

28

コンクリートによる路肩保護
能勢町山辺地区

に取り組むとともに、木材搬出のため

づくり事業」
も事業主体として、府内各

業」
を紹介するとともに、実施に伴って

見えてきた課題などを整理しましたの

また、作業道、基幹作業道、林道
の三様が林分内の路網システムと
して有機的に整備されれば、森林
でまとまっている地区について、 防災のための維持管理水準の向上、
育成林が循環型資源 で
計画的な間伐を促進するとともに、 ひいては森林利用の可能性も広が
あるために
将来にわたって何度も適切に伐採 ります。
森林が木材資源であると同時に、 木を搬出し、また森林防災のため
ただし、こうした目論見でも、
水と土の保全をはじめとして、私 の維持管理作業が行えるように、 いざ実際に事業に着手してみると、
たちの暮らしに様々に役立ってく 基幹となる作業道の恒久化に取り 課題がいくつか見出されました。
れていることは、よく知られてい 組んでいます。
第一には、現場の既設作業道は
ます。そして森林は、鉱物や石
フォワーダでの集運材を目的に
平成 年度事業の
油・石炭などの天然資源、または
作ったもので、ここに中型トラッ
実施状況と課題
プラスチックなどの化学製品のよ
クが入れるようにして、しかも山
うに消費すると次第に枯渇してし
平成 年度には 地区で基幹と を荒らさず安定した路面を維持す
まう資源とは異なり、太陽エネル なる既設作業道の補修、舗装や、
ギーが降り注ぐ限り成長の止むこ
集
積土場の整備を行いました。
とのない、いわゆる再生可能な資
伐採木搬出のシステムは、まず、
源です。
散り散りに横たわった間伐木を林
しかし、間伐が必要な森林を見 分内の末端へと伸びる作業道上に
るとおり、人間の手で植えて育て 木寄せしたのち、フォワーダで基
ていくことにした森林（育成林） 幹作業道に併設した土場へ集積。
は、引き続き手をかけていかなけ その土場からはトラックに積込み、
基幹作業道から林道、一般道へと

で、ご紹介いたします。

河内長野市加賀田地区のコンクリート舗装の状況

かご枠の設置と流水処理
高槻市原地獄谷地区

るため、コンクリートミキサー車

和泉市父鬼奥笹尾地区

岸和田市大沢シガ谷地区

平成28年度に創設された大阪府の森

より、スギ・ヒノキ植林が大面積

平成28年度事業実施地区
凡

実施地区位置図
■持続的な森づくり事業

持続的な
森づくり進む
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れ表彰式に臨まれました。
受賞したのは憲法記念日知事表
彰に、井関醇一副組合長理事、寺

※この商品は熱量が高いため、携帯される場合は専用の防虫器をお求めください。
※使用上の注意をよく読んでご使用ください。

ご注文は最寄りの支店まで

井関副組合長（右）と寺田理事（左）

正確ではないかもしれませんが、
ここでは樹木登攀という意味で、
この言葉を使用します。

田信正理事の 名と大阪府みどり
の功労賞に大中一美副組合長理事、

※平成29年7月末までのご注文に限ります。

新たな樹木登攀技術の習得に向けて

﹁アーボリカルチャー﹂
組合での取り組み

（税別）

特別
価格

昨年、組合の若手職員 名が
アーボリカルチャーの研修に参加。

1,572円 を

アーボリカルチャーと は

西田千萬造理事の 名、合計 名
の役員の方々です。
月 日の表彰式では寺田理事
が個人表彰者の代表として直接、

2

松井一郎大阪府知事より、表彰状
が授与されました。

4

（税別）

4

特別

1,140円

27％ OFF!! 価格
専用携帯防虫器
900円

（通常価格）

その成果をデモンストレーション
で見学しましたが、ロープワーク
と専用の器具を用いて、するする
と高木の樹冠部分に到着する様は

2

府においても森林環境税が創設
され、国レベルでも温室効果ガス
の森林吸収効果といった森林の公
益的機能が見直されるとともに、
着実かつ適切な森林の整備の推進
と林業振興が、このような受賞に
つながったことは、森林・林業の
重要性がさらに高まっていること、
組合合併以降の組合活動の積み重
ねが評価を受けたものであり、
名の役員の功労はさることながら、
引き続き組合活動の必要性が求め
られていると感じています。
これからも組合員様の所有森林
とともに大阪府内の森林の健全な
育成に努めてまいります。

パワー森林香（30巻入）

「アーボリカルチャー」という
言葉は、あまり耳にされたことが

8

農作業や庭の手入れなど屋外の作業の機会が増えるこれからの季節。
快適な作業をお約束するプロが推奨する防虫線香の
「パワー森林香」
。
カ・ブヨ・アブなど、
イヤな虫を寄せ付けません。
組合員様向けに特別価格にて販売いたします。
ぜひこの機会にお求めください。

大中副組合長（左）と竹内副知事

西田理事への表彰状

（式典当日はご欠席）

5

メ! これからのシーズン
ス
オス
品 屋外作業のお伴に森林香
の逸

長きにわたる府政の振興に顕著
な功績があった個人や、林業振興
や森林保全、緑化功労といった功
績を残した個人に対する知事表彰
に、森林組合より 名の役員を推
薦したところ、受賞対象者として
内定し、 月 日と 日、それぞ

3

072（734）0125 南河内支店 0721（63）0850
072（698）1121 泉州支店
0725（58）2025

簡単なように見えますが、見てい
る方の腰が引けます。
あくまでもロープによる樹木登
攀技術の講習ですので、これに樹
木に関する知識や場合によって造
園の知識なども必要となりますが、
チームを組んで補完しながらであ
れば業務上で十分に有用であるこ
とを確認しました。
今年、研修受講する組合職員を
増員し、幅広い樹木管理にも対応
できる体制を構築する予定です。
組合員の方々におかれましても、
森林の整備はもとより、庭木や大
きくなりすぎた樹木の管理も組合
までご相談ください。

8

ないかもしれません。
一般的には市街地の支障木など
を処理する「特殊伐採」という意
味と解されることも多いですが、
正確には欧米を中心に発達した樹
木の管理技術の総称であり、「樹
芸学」とも言われることがあるよ
うです。

しかし市街地などでは高所作業
車が進入不可、もしくは作業ス
ペースが確保できないという立地
条件であることも発生します。
そこで登場するのが先に説明し
た「アーボリカルチャー」。イン
ターネットなどで「アーボリカル
チャー」を検索すると、ロープ
ワークによる樹木登攀がヒットし、

組合にお任せください

4

15

組合ならよろず請け負います

豊能支店
三島支店

草刈 特殊伐採

見積

大阪府みどりの功労者・
憲法記念日知事表彰
組合役員4名が受賞
5

1

無料

庭木が
大きくなりすぎて
手に負えない

高木の管理の現状
さて高木の管理においては、時
として樹冠まで登攀して樹木の状
態を観察し、必要に応じて伐採す
るという作業につながるケースが
少なくありません。
組合にも市街地における高木管
理のご相談を受けることが多々あ
り、その都度、作業内容に応じて
高所作業車などを駆使して、必要
な作業を実施しています。

草刈は重労働

庭木の剪定は
どこに頼んだら
いいの

登攀に使用するロープ・ハーネス

﹁設置音楽展﹂
月 日まで東京のワタリウム
美術館で開催されていた︑坂本龍
一さんの展覧会﹁設置音楽展﹂に
河内産のヒノキ材を用いたベンチ
が配置されていました︒
これは木にまつわる仕事でお付

新
市町村長に
4 「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告」を提出

設

※１及び４の届け出や報告を行わないと罰則が適用されます。
伐採及び伐採後の造林の届出：100万円以内の罰金
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告：30万円以内の罰金

てまいります。

場としても活況な運営につながる
ことから、定期的な開催を検討し

「大阪府知事賞」奥野壽一様と仲
野直秀様、「千早赤阪村長賞」矢
倉庄治様、道田林業様、「大阪府
森林組合長賞」福本林業様と阪下
昇様が授賞されました。
授賞式の後に開催された特別市
において、授賞木材はそれぞれ高
値で落札されました。
このような取り組みを通じて、
少しでも森林所有者の方々の出材
意欲の向上と出材するきっかけや
励みにつながるとも考えられ、市

30日以内

音楽とおおさか河内材
楽器やスピーカーの躯体に木材が使われるなど︑木と音楽の相性が良
最近では︑ホールの内壁に配置することで反響効果を高めるために用

いことは︑よく知られていました︒
いられるなど︑新たな音楽との関係性を構築し始めています︒
ここでは河内材が用いられた２件の実例をご紹介いたします︒

長谷川様、千早赤阪村長 松本
様、買い方を代表し松葉様と米川
様をお招きし、組合からも中副組

合長が加わり、厳
正なる審査を行い
ました。

その結果、径級別
大阪府知事賞・千

早赤阪村長賞・大

造林の実施

き合いのあった﹁graf﹂さん
が︑音の反響を少なくし︑長く心

府内産木材の原木価格の決定機関
として重要な役割を担う施設とし
て位置付けており、出材者及び買
い方のご協力を得ながら、運営を
行っています。
また昨年より千早赤阪村におい
て、村の単費事業として搬出補助
制度を創設いただき、その結果と
して、村内の森林所有者の方の出
材意欲が向上し、活況な木材市の

阪府森林組合長賞
を選出し、翌日の

特別市で対象木材
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豊中市立文化芸術センター
大ホール

「伐採届出制度の拡充」

運営につなげることができ、地域
林業の振興に大きな役割を担って
いただきました。

伐採の実施

本年１月にグランドオープンした
豊中市立文化芸術センターは︑
︑344名を収容できる本格的な

大ホールを備えています︒
オープン以来︑クラッシックをは
じめ︑さまざまなジャンルの音楽イ

設置されるそうです︒
た谷村新司さんもホールの音響効果

■伐採及び伐採後の造林に係る
森林の状況報告までの流れ

の出材者に授賞式
を執り行いました。

2

28

地よく音楽を楽しめるオリジナル
ベンチ製作のリクエストを受けら
れ︑河内長野市立林業総合セン
ター﹁木根館﹂にヒノキ材のご依
頼をいただき︑組合からも上質の
ヒノキ材を提供しました︒
結果︑写真のようなシンプルで
ありながらヒノキ材特有の心地よ
い香りのするベンチが完成しまし
た︒
この展覧会は︑坂本さんが
﹁整った環境で音楽に向き合って
もらえたら﹄という思いを具現化
した展示空間が作られ︑音楽にま
つわる様々な展示の中に︑このベ
ンチも配置されました︒

平成28年5月に可決・成立した
「森林法等の一部を改正する法
律」
が、
本年4月に施行されました。
森林資源の循環利用や公益的
機能の維持増進を図るため、
新たに措置された制度の適切な運
用と効果的な活用です。
改正された法律の中でも
「伐採届出制度の拡充」
をご紹介します。

しあげます。
さて、そのような状況を組合と
しても後押しし、府内産木材の流
通の活性化を目的として、本年
月 日に木材共販所において特別
市「大阪府内産材優良材展示市」
を開催し、それに併せて、大阪府
内産材優良材品評会を実施いたし
ました。
大阪府森林組合が運営する木材
品評会の審査は、特別市の前日
共販所は、木材価格の低迷により
月 日に、審査員として大阪府
厳しい運営を強いられていますが、 より南河内農と緑の総合事務所長

90日～30日の間

2

ベントが開催されている大ホールの
内壁には積層加工した大阪府内産ス
ギ材が150㎥以上も使用されてい
ます︒

を﹁低音から高温までバランスが良

オープンを飾るコンサートを行っ

国内でも数例あるようですが︑際立

木材を用いた音楽ホールの内壁は︑
った音響効果を生み出す計算をもと
い﹂と絶賛されたそうです︒

市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出

１

5

今回は音楽という側面に特化した︑木材利用のケー
スをご紹介しました︒

改正森林法が施行されました。

木材共販所で
木材品評会を
催しました。

この場をお借りし、厚くお礼申

大阪府知事賞を受賞したヒノキ

24
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に一つひとつ位置と大きさを決め︑

豊中市立文化芸術センター

多様で健全な森林を守るためには、
森林を伐採した後、
適切に
更新がされることが重要であることから、
森林所有者などに対し、
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告が義務付けられま
した。
今後、
本格的な利用木を迎えた人工林の伐採の増加が見込ま
れる中、
こうした制度により、
市町村長が伐採後の森林の状況を
しっかりと把握し、
適切に指導・監督が行われることにより、
更新
の確保が期待されます。

2

ホールに設置された木材（加工前）

大阪府の﹁子育て施設の木のぬくもり推進事業﹂を
はじめ︑さまざまな施設の木質化が進んでおり︑今後
の幅広い需要に対応できるよう︑木材供給の実績を蓄
積してまいります︒

河内材のベンチと坂本さん（撮影：丸尾隆一）
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Ｄ Ｉ Ｙ は 予 算 削 減 だ け で な く︑
より一層自分たちのモノであると

いう愛着心が加わります︒
失敗しながらも段々と出来るよ
うになっていけばいいんだと︑お

子様に学んでいただく素敵な機会
にもなりました︒

人口の減少が懸念される日本国
内で︑
今後︑
新築住宅の建築頭数の
減少が予想されています︒
一方︑リフォーム市場は住宅の リビングダイニングには床暖房を
長寿命化などに伴い︑拡大が期待 設置することで住空間の快適性を
格段にアップさせています︒
されています︒
内壁の仕上げはお施主様に漆喰
﹁リノベーション﹂と
を 塗 っ て い た だ き ま し た︒ご 家 族
﹁リフォーム﹂
で楽しそうに作業されている姿が
昨今﹁リノベーション﹂という 印象的でした︒
言葉をよく耳にします︒
リ フ ォ ー ム と リ ノ ベ ー シ ョ ン︑
この２つの言葉の違いをご存知で
しょうか？
リフォームとは新築時と同等性
能の状態へ戻すことを言います︒
一方︑リノベーションとは断熱
材やサッシを高性能品へ取り替え
たり︑構造補強など新築時以上の

性能にすることを言います︒
先述の点に加え建築事業部では︑
リノベーションを通じて豊かな生

活をご提案したいと考えておりま
す︒
その施工例として︑建築事業部

公式サイトでは２件のリノベー
ション物件をアップしています︒

ケース⑩︵千早赤阪村︶

ケース⑪︵富田林市︶

対 象 の 住 宅 は 築 ３ ０ 年 余 り︒ご
若いご夫妻が純和風建築のご実
夫婦とお子さんの４人家族︒
サッシは全て高断熱品へ取替え︑ 家をリノベーション︒

建築事業部だより

組合のオリジナルキッチン

玄 関 ホ ー ル と 和 室 を １ 室 に し︑
大空間のＬＤＫとすることで現在
のライフスタイルに適した動線を
確保しています︒
また︑縦格子の建具など無垢材
の風合いを活かした和モダンな空
間とし︑外観とのギャップが生じ
ないようにも配慮しています︒
次世代へと日本建築の文化が継
承され︑問題となっている空き家

増加の防止にも一役買っています︒

ＤＩＹや旧家再生といった今後

住宅リノベーションの多様化する
ニーズにお応えした施工例をぜひ

ご覧ください︒

7～10月はイベントが目白押し! 子どもも大人も楽しめる情報盛りだくさんです! お見逃しなく!

7月22（土）&23（日）
子ども・お一人様 300yen

（付き添いの大人は無料・自由制作に参加したい人は、
300円で参加可）

自由木工空間（大会議室）
ひとつとして同じ形がない木片や丸太の輪切
りをつかって自由に木工! 子どもの自由な発想を
十分生かして楽しむ空間

森の絵本読み聞かせ会（22日）

身近にある森や木のことを知ってもら
い、想像力まんてんに楽しんでもらえ
る
「森の絵本会」

森のサテライト kinkonkan

子ども夏まつり!

子どもミュージカル
（23日）

●第1部： 9：00～12：00（30組限定）

ラブリーホールミュージカルスクール
の子ども達による元気なミニライブ
みんなで盛り上がろう!

●第2部：13：00～16：00（30組限定）

申込は7月7日～

（この期間自由入場退出可。
最終入場11：00）

先着順ですお早めに。

（この期間自由入場退出可。
最終入場15：00）

■建築事業部フリーダイヤル

0120‐630‐854

■建築事業部公式サイト

http://www.sinrin.org

スギ無垢板と床暖房の組み合わせ

高規格サッシと徳熱暖房機で省エネ

夏休みの自由工作を終わらせよう!

建築事業部公式サイト
「リノベーション」
施工例をUPしました。

大空間の LDK

HPもリニューアル Facebookも開始

木根館 ラ･フォレスタ

イベント情報

●ラ・フォレスタ ☎0721-72-0090
ホームページ▶
http://www.sinrin.org/foresta/sinrinforesta
●木根館 ☎0721-64-8151
ホームページ▶
http://www.sinrin.org/kinkonkan

今年度も新しいイベントどんどんやっていきます。
その第1段、
この夏の新企画、
子ども夏まつりです。
夏休みに入った最初の週末、
7月22日、
23日の2
日間、
大会議室での自由木工、
絵本の読み聞か
せ会、子どもミュージカルなど全館あげて、
1日
楽しめるお祭りです。
是非お越しください
お問い合わせ・お申し込みは
メール kinkonkan@sinrin.org または
0721-64-8151 までお気軽に

◇ワークショップ
施設名
ラ・フォレスタ

子ども用マルチ整理棚
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イベント名

内容

開催日

陶芸体験
たたらづくりでフリーカップを作ります。大きさ自
7/23（日）
「フリーカップづくり」 由、指跡自由、粘土の世界を楽しんでください。
10：00〜12：00

申し込み
受付中（先着10名）
参加費1,800円

木根館

子ども用
マルチ整理棚

ランドセルも入る整理棚の制作。
楽しくお片付け上手になろう。
サイズ：W475×D275×H875

8月27日
（日）
9：30〜16：00

受付は7/5〜
（定員：12名）
材料費 7,000円

木根館

折りたたみ
ディスプレイ台

お好きな場所にお気に入りの小物を飾れる折り
たたみ式のディスプレイ台の制作。
サイズW660×D300×H720

9月24日
（日）
9：30〜16：00

受付は8/5〜
（定員：12名）
材料費 3,000円

木根館

ままごと冷蔵庫

大人気ままごとシリーズ第2段は、お片付けもで
きる冷蔵庫。
サイズW300×D275×H600

10月22日
（日）
9：30〜16：00

受付は9/5〜
（定員：12名）
材料費 6,000円

本年5月8日の開花状況

ツツジやアジサイをはじめとする花の開花状況や府民の森を楽しめる
情報が掲載されている府民の森ホームページをご覧ください。
http://osaka-midori.jp/mori/index.html

詳しくは

※ツツジ園は、
なるかわ園地のセンターハウスから徒歩60分の場所になります。
ご注意ください。

今春４月、
京都府立林業大学校を卒業し、
泉州支店に配属された八塚聖也です。
そもそも私が林大に進み、生涯の仕事と
して森林組合を選んだ理由には、幼い頃か
らの体験が大きく影響しました。
小学時代から昆虫が好きで、休日には虫
を求めて野山を歩き回っていました。
それが山や自然へのあこがれへと変わり、
中・高時代の陸上競技、
それも長距離走で体
力をつけたことが、今では一番の趣味であ
る山登りに結びついたように思います。
高校卒業後の進路は迷うことなく林大に
しました。２年間の下宿生活は大変なこと
もありましたが、京都北部の主な山々を制
覇できたのは、
よい思い出です。
授業では、伐木や作業道作設、測量、森林
保護などを実習し、座学では木材関係や作
業システム、
森林経営計画のほか、
樹木識別

ツル植物除去作業

地道な作業で
ツツジの樹勢回復

組合に若手職員が加わりました
泉州支店に、この 4 月からニューフェイスが加わりました。
次代の森林組合を担う人材になるよう、組合全体で育てていきたいと思います。
みなさま、よろしくお願いいたします。

組合員様への
お願い

当組合では、組合員の方々のお名前、
ご住所、出資口数と

いった組合員情報は組合員台帳により、厳格に管理させてい

ただいております。

もし森林の相続や贈与により森林所有者のお名前や住所

が変更になった場合、組合員情報についても更新手続きが
必要となります。

「前の所有者名で組合からの郵便物が届く」
などがありま

したら、
組合員情報が更新されていないことが予想されます。

そのような場合は、所有される森林を管轄する支店まで、

ご一報ください。必要な手続きをご案内いたします。

組合員各位のご協力のほど、
よろしくお願いいたします。
豊能支店

貴重な新戦力

や植栽実習などを学びました。
いま、泉州支店で先輩方の指導を受けて
い ま す が、こ れ ま で の 授 業 と 現 実 と の
ギャップに戸惑うばかりですが、少しでも
早く戦力になれるよう頑張りますのでよろ
八塚聖也
しくお願いします。

三島支店
南河内支店
泉州支店

563-0352

豊能郡能勢町大里17番地
TEL 072
（734）
0125

569-1051

高槻市大字原1052番地の1
TEL 072
（698）
1121

586-0036

河内長野市高向1818番地の1
TEL 0721
（63）
0850

594-1115

和泉市平井町300番地3
TEL 0725
（58）
2025

大阪しんりんくみあい通信
年 2 回発行

編集／大阪府森林組合本店

e-mail : info@o-forest.org

森林組合が草刈りや剪定︑大径
木の伐採などの植生管理を担当す

を除去するための薬剤処理︒翌年
からは︑それらの作業とともに夏
場にツル植物を除去する作業を加
え︑状況により施肥を行うなど樹
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る大阪府民の森において︑ゴール
デンウイーク後半に多くの来場者
を集めているのが︑ツツジ園があ
る﹁なるかわ園地﹂です︒

路の緑地帯や民家の植え込みにも
使われています︒
このツツジ園は生駒山の山腹に
あり︑土壌はツツジの生育状況と

勢回復のための地道な作業を施工
しました︒
作業開始から 年が経過し︑そ
の結果は写真のとおりです︒
今年の開花時期は過ぎてしまい
ましたが︑来年のゴールデンウイ
ークには﹁なるかわ園地﹂のツツ
ジ園を訪れて︑絨毯のように咲き
誇るツツジをぜひご覧ください︒

23

これは﹁ヒラドツツジ﹂と呼ば
れる一般的なツツジの品種で︑道

しては好ましい環境ではないと考
えられていましたが︑なぜか大繁
殖し︑なるかわ園地の見所として
注目されていました︒
しかし適切な剪定・刈り込みが
長くされていなかったこと︑クズ
や外来性のツル植物が繁茂し︑ツ
ツジの生育に支障を及ぼしている
ことから樹勢が弱まり︑花付が悪
化していました︒
この状況を見た樹木医の資格を
持つ森林組合職員が︑樹勢回復作
業に取り組み出したのは平 成 年
のツツジの花 芽 分 化 が 始 ま る 初 夏
から︒
花芽分化の状況を確認しながら︑
思い切った刈り込みを実施︒その
冬には繁茂して迷路のようになっ
たツツジの根元まで這うようにし

てたどり着き︑蔓延っていたクズ

クズの薬剤処理作業

発行人／葛城

修平

〒 569-1051 大阪府高槻市原 1052 番地の 1

大阪府森林組合

TEL. 072-698-0950

