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竹取物語新聞

本日のフリーデーは令和4年度 第1回目です。桜

も満開で会員21名が参加。10時 竹取基地に全員集

合し体操を行う。朝礼で小出代表より今日の活動は

4月の枚方緑化フェスティバル、5月の市民茶摘み

体験の準備をメインのフリーデーと説明の後、各グ

ループの作業確認があり 各自が作業に掛かる。

製材Gは4名で木材2本を単板に加工行う。製材加

工では木材セットに時間を要すため、試行錯誤でま

だ改善が必要です。

資源活動Gは緑化フェスティバル用に竹炭、及び

「竹とあそぼ 茶摘み体験」用にむしろ・木炭等       

の準備を行う。

クラフトGは緑化フェスティバル用の竹細工・竹

とんぼ・花器・竹笛等準備。

畑作Gは果樹の養生（毛虫対策）・水仙畑の新設

（球根50個ほど植生）。

午後は基地竹林の作業道整備です。竹林内では筍

を親竹として残し、作業道の筍は例年通り掘り起こ

し除去（今年は沢山の筍を参加者会員で分配）。午

後1時半 無事作業終了。

皆さまお疲れさまでした。

（文 浅尾 真一）

      

   

第 191 号   2022 年 5 月 1 日

発 行：NPO 法人森林ボランティア

     竹 取 物 語 の 会

フリーデー（ 4月10日）

製材 G

資源活動 G

畑作 G

【 スナップ報告 】

4 月 3 日 道具・器具点検整備デー
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晴天に恵まれた4月16日、本日は3年ぶりにひら

かた緑フェスが開催され、竹取としても新型コロナ

感染防止対策の上、久しぶりの出前イベントです。

ニッペパーク岡東中央（岡東中央公園）に8時半

頃より8名の仲間が順次集合、佐古さんがトラック

で大型テント一式、竹資材、道具等満載して到着す

るや設営準備にてんてこ舞い。浅尾さんが飛び入り

で応援に来て下さいました。

9時半ごろ、伏見市長が緑フェス参加団体各ブー

スを視察。竹取ブース来場の折出展商品の一部をク

ラフト部門担当の岩本さんが進呈、竹取の宣伝をさ

れていました。又、会場では久しぶりにネッツトヨ

タ新大阪(株)前渡邉営業部長と面談、トヨタの水素

自動車ミライを枚方市への寄贈式典が催されると

の事でした。

10時、緑フェススタート時、会員はいつも通りク

ラフトコーナー(木っ端を活用したブローチ等指

導)、竹の器作り・ノコギリ体験指導コーナー、物

販コーナー(竹間伐材やドングリ等を活用した工芸

品等及び竹炭販売)に別れそれぞれ持ち場を担当さ

れていました。物販コーナーでは岩﨑・上村・松山・

矢吹・山脇(正)さん及び竹炭焼きチームに商品を提

供頂いたお陰さまで大人から子供まで楽しく買い

物して頂きました。

他方テントの周りには竹取の活動紹介パネルを

展示。来場者には自然環境啓発活動の一環として毎

回掲示しています。もう少しインパクトのある何か

一工夫が必要かも知れません。知恵と力をご提供戴

ければ幸いです。緑フェス（16～17日の2日間）は

参加団体の中で1日だけの出展でしたが、主催者の

土木部みち・みどり室緑化グループはいつも快く対

応して頂き感謝しております。イベント終了後はテ

ント・テーブル・椅子（野活より貸与）、資材、道

具等トラックで〔野活〕及び基地に運搬して頂いた

皆様・浅尾さん・指導頂いた皆様お疲れさまでした。

（文 小出 哲男）

     

枚方市緑化フェスティバルに参加して！

【 スナップ報告 】

●4 月 6日 雑木林整備 ●4 月 13 日 第 37 回財産区竹林整備

●4 月 20 日 山桜植生地整備
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今年度は事務局が新体制となります。まだ事務局

がはっきりしていない状況での総会資料作りとな

りました。今年も野外活動センター様にご尽力いた

だき通常総会及び安全講習会を開催することが出

来ました。会場も昨年と同様に大きな会議室を設定

頂き３密を避ける形で行う事ができました。

当日は朝から雨で予定より少ない28名の方が出

席されました。午前10時に開会し、野外活動セン

ターの松宮所長より今後とも竹取物語の会との協

力を挨拶頂きました。

代表理事挨拶に続き選出された小出議長により

各案件の説明があり採決の結果すべて議案は可決

されました。役員任期満了に伴う役員改選では理

事・監事候補者がいづれも承認されました。その他

会の新運営組織表を説明し役割を担っていただけ

るよう協力を求めました。委任での皆様にも今後何

かと協力を頂きたくお願い致します。

総会後理事互選により新代表理事に小出理事、副      

代表理事に佐古理事が選任されました。

昼からは、安全講習会を大阪府森林組合三島支店

の原田様にして頂きました。

昨年と同じ「森のルールとマナー」のテーマで、

〔里山での活動で知ってもらいたい森林に関する

法〕や〔枚方市に存在する三枚地権〕などの説明と、

最後は原田さんの身近で起こった死亡災害を話し

ていただき、いづれも大ベテランの方だったとの事

を伺い改めて安全に対する心構えを考えさせられ

ました。

今年度からの里山活動「一日体験会」も≪枚方市

スポーツ協会ボランティア育成事業≫にして頂き

参加費も無料となりました。引き続き楽しい会にし

たいと思っています。メール配信します理事会開催

結果及びホームページの竹取新聞には翌月の活動

予定も配信しますので、会員の皆様多数の参加お願

いいたします。      

（文 岩本 次男）

【 スナップ報告 】

● 3 月 17 日 基地前整備、 下草刈り、 茶摘み準備作業

2022 年度 通常総会及び安全講習会

（ 4 月 24 日）
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NPO 法人 竹取物語の会 R.4 年 5 月 活動予定表

活動予定 特別な活動など 担当・段取りなど

.01 (日) 活動休み

.02 (月)

.03 (火)

.04 (水) 活動休み

.05 (木)

.06 (金)

.07 (土)

会員対象茶摘み（茶っ葉 22㎏必要）

  8:30 頃より順次茶畑集合

      〔降水確率50%以上8日(日)に順延〕

会員 22名以上参加下さい

〔8 日同 50%以上 14日(土)に順延〕

.08 (日) 活動日 茶畑剪定

.09 (月)

.10 (火)

.11 (水) 活動日 炭材作り、雑木林整備、新茶配布予定

.12 (木)

.13 (金)

.14 (土)

.15 (日) 活動日
市民対象茶摘み   基地 9:30 集合

理事会

.16 (月) 森のようちえん・野いちご里山体験 有志参加若干名募集

.17 (火)

.18 (水) 活動日
第 38回財産区竹林整備、(竹灯籠用竹伐

採含む)   朝市駐車場 9:30 集合

.19 (木)

.20 (金)

.21 (土)

.22 (日) 活動日
メタウォーター(株)里山活動

えびこ道沿い竹林整備他

.23 (月)

.24 (火)

.25 (水) 活動日 えびこ道沿い竹林整備(チッパー活用予定)

.26 (木)

.27 (金)

.28 (土)

.29 (日) 第５週につき活動は休み

.30 (月)

 .31 (火)


