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NPO法人徳島県森の案内人ネットワーク会長

NPO法人徳島県森の案内人ネットワーク初代会長

  私達、「森の案内人ネットワ－ク」の設立20周年に当たり、ご挨拶を申し上げ
ます。
　当会は、平成10年 4 月に設立し、平成16年特定非営利活動法人（NPO）の認

可を受け活動拠点である入田「山人の森（やまんどのもり）」を中心に活動を広げ今に至っております。
　活動内容としましては、自然環境保全への寄与を目的に
　１．「森林づくりの推進」　２．「環境教育」　３．「市民との交流促進」　４．「人材育成」
の 4事業を活動の柱と位置づけ、会員一同、常にスキルの向上を求めながら楽しく活動をしています。
　お陰様で活動の幅も広がり多種多様な事業を展開することが出来、参加くださった皆様にも喜んでい
ただいています。
　これまでの森づくり活動を通して交流した市民の皆様や環境教育講座に参加した子供達が、私達の森
林・環境保全への念いを次世代へと繋げてくれることを願っています。
　当会が20年もの長きに亘り活動を継続できましたのもひとえに、ご指導・ご協力いただいております
「徳島県」、「各市町村」、「徳島森林づくり推進機構」、「企業」の皆様のお陰だと感謝を申し上げます。
　今後とも会員一同、時世に応じた事業に積極的に取り組んで参りますので皆様の尚一層のご指導、ご
鞭撻をお願いいたします。

関　純子
創立20周年にあたって

　「山で育ったわたくし、四季折々を楽しませてくれる山が好きです。その楽し
みを多くの人に味わっていただきたい。いま私、リキュール酒にはまっていま
す ........ 興味のある方、一緒に作りませんか。」
　「森林ボランティア活動、学習活動の知識や技術の向上には、みんなで一緒に

楽しく、面白くやると効果的だよ。」
　関会長さん、久米前会長さんが 2000年に森の案内人ネットワーク入会を県森の案内人養成講座を終
えられた皆さんに呼びかけた言葉の一部です。
　確かに、当時を振り返ると、森の案内人になったが、森林ボランティア活動、自然環境保全活動などの
具体的な取り組み方やスキルアップなどは、どのようにしたらよいのか五里霧中、同じ問題を持ってい
る者が集まり、協同してやることで色々な取り組みができたように思います。
　その後、NPO法人登録、「山人の森（やまんどのもり）」活動拠点づくりなどを経て今日に至っておられ
ますが、その活動内容などを拝見すると、森づくり活動、森林環境教育、交流、人材育成事業等々、年間を
通じての活動で成果を挙げておられる様子を拝見し、改めて会員皆様のボランティア意識の高さを認識
いたすところです。
　これからも、故郷の自然や山の諸問題解決に、その力をますます発揮されますこと、会員の皆様のご健
勝を心からお祈り申し上げます。

佐藤　久夫
創立20周年おめでとうございます

ご　挨　拶
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徳島県　農林水産部　林業戦略課長

　「ＮＰＯ法人徳島県森の案内人ネットワーク」が平成10年に設立されて以来、
様々な活動を展開される中、この度「20年の歩み」の記念誌が発行されます
ことを心よりお祝い申し上げます。
　会員の皆様方には、日ごろより、本県の森林・林業行政の推進に対し御協

力を賜り、厚くお礼を申し上げますとともに、長年に渡る活発な森林ボランティア活動をはじめ、里
山林での青少年への森林環境教育にと、幅広く御活躍されておりますことにあらためて敬意を表しま
す。
　県におきましても、多様な主体により森林の機能を維持・増進する「豊かな森林を守る条例」を施行し、
森林づくりに関するリーダーの養成講座を継続するほか、県民や企業等との「協働の森づくり」など
に取り組んでいます。引き続き、徳島の豊かな森林を次の世代へつなぐための施策を展開して参りま
すので、皆様方のより一層の御支援、御協力をお願いします。
  結びにこの20周年を契機と致しまして当会会員の皆様の限りない御健勝と御活躍をお祈り申し上げ
ます。

山岡　嘉暉
森の案内人ネットワーク20年の歩みに寄せて

　この度は、徳島県森の案内人ネットワークが設立20周年を迎えられました
ことに心からお祝いを申し上げます。
　皆様方には、常日頃から当機構の事業に多大なるご協力、ご支援を賜って
おりますことに厚く御礼を申し上げます。

　貴会は、森づくりボランティアの先頭に立ち「県民参加の森づくり」や「とくしま絆の森 “森へ行
こう !”」を牽引いただき、その後の「とくしま協働の森交流会」では、指導者として様々な企業や団
体を山に迎え、植林や間伐等の森林整備はもちろん、数々の山の楽しみをご指導くださいました。
　特に、参加者から好評の豚汁や森のデザートづくりでは、20年間の磨きのかかった技を披露され、
みんなでワイワイと「森を楽しむ機会」を大いに演出いただき、参加者の感動の声が年々高まってい
るところです。
　おかげをもちまして、絆の森 “六丁の森” には累計1600人超が参加、2015年までに97haを整備し
第１段階を終了、協働の森づくり交流会への参加者は、2017年に年間延べ 1000人を突破するなど、
年々、豊かな森林を守る森づくりの輪が広がって参りました。
　今後も、豊かな森林を次代へと継承される貴会の益々の発展をご期待申し上げますとともに、会員
各位のご多幸とご健勝をお祈り申し上げます。

市瀬　雅志
森の案内人ネットワーク20年の歩みに寄せて

徳島県　農林水産部　林業戦略課長

入田山人の森

活動拠点入田「山人の森」の概要
にゅう やまんどた

活動の拠点として、平成 17年１月、徳島市入田町の私有林（５ha）を借地し入田「山
人の森」と名付け、森林の整備や作業小屋の建設を会員の技術と労力を投入し、７
月に竣工。その後、倉庫やウッドデッキ、薪小屋なども次々と増築しました。

▲山人橋

「山人の森」の位置図▼

ウッドデッキ完成▶
（2017）　　

◀薪小屋完成
（2017）

倉庫完成▶
（2008）　

▲作業小屋完成（2005）

森の遊び場▼

人工林（林業学習の場）▲▼展望広場◀「
山
人
の
森
」の
施
設
配
置
図

▲展望広場
　からの眺め

鮎喰川

神山町 徳島市

集会所

野神神社

県道神山鮎喰線

入田バス停 入田小学校

入田春日橋入田春日橋
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「山人の森」づくり
やまんど

活動拠点である「山人の森」は、
理想的な里山づくりを目指し定
例活動で健全な広葉樹と人工林
の整備を実施しています。

森づくり活動

雑木林の除伐▲ 遊歩道整備▲ 人工林枝打ち▲

人工林間伐▲

県民参加で森づくりを実践する
「県立高丸山千年の森」の “遊
学の森” の２区画を担当してお
り、ブナ等自然林の再生を目指
し継続した森づくりを実践して
います。

下草刈り作業中▲ お疲れさま 休憩中▲ 大きく育った 千年の森▲

作業完了後記念撮影▲

「千年の森」づくり

森づくり活動の主催及び支援

県下各地で「県民参加の森づくり」や里山整備を主催するほか企業による森づくり「絆の
森」や「協働の森」への支援を行っています。

協働の森づくり（神山町）▲

里山再生事業（勝浦町雛の里）▲

県民参加の森づくり（那賀町）▲ 県民参加の森づくり（勝浦町）▲

案内人名物の炊き出し▲ 県民参加の森づくり（鴨島町ひやまじの森）▲

里山再生事業（勝浦町雛の里）▲

協働の森づくり（上勝町）▲
54



森林資源の活用と森づくり

森林・山村多面的機能発揮対策事業を活用し、薪づくりを通した雑木林の除伐整備を
実施しています。

伐倒（僧都の森）▲ 造材（秋月の森）▲

玉切り（僧都の森）▲

作業完了（秋月の森）▲作業完了（僧都の森）▲

薪運搬（秋月の森）▲

◀
機
械
集
材（
南
国
の
森
）▶

出前環境教育活動
県下各地の小学校や団体からの要請を受け間伐や自然観察・森の役割の学習、ネイ
チャークラフト指導などの出前環境教育を行っています。

上
八
万
小
学
校

（
徳
島
市
）

津
田
学
童
保
育

（
徳
島
市
）

川
田
中
小
学
校

（
吉
野
川
市
）

加
茂
名
南
小
学
校

（
徳
島
市
）

大
俣
小
学
校

（
阿
波
市
）

76



▲植樹活動（阿波市）

野外料理教室（徳島市大神子）▲

竹工作教室（徳島市大神子）▼▼あすたむの森づくり（板野町）

▼木工教室（ジェイテクト徳島 藍住町）▼

◀
ネ
イ
チ
ャ
ー
ク
ラ
フ
ト（
徳
島
市
）

▶
ネ
イ
チ
ャ
ー
ク
ラ
フ
ト（
板
野
町
）

ツル細工▶
（山と木と緑のフェアー徳島市）

◀あすたむの森づくり
　（板野町） 次代を担う人づくり

少年少女里山マイスター養成講座

次代を担う少年少女の豊かな感性を育むため、里山林で、いろいろな作業や遊びを内容
とした実践的な講座を開催しています。

参
加
人
数

内

　容

学　年

男　子

女　子

計

１年生

31

14

45

２年生

38

17

55

３年生

36

22

58

４年生

27

23

50

５年生

19

11

30

６年生

10

８

18

計

161

95

256

森の観察、ネイチャーゲーム、ロープワーク、木登り、秘密基地づくり、ロープ渡り、椎茸植菌体験、
野外料理（ピザ、バームクーヘン、ダッチオーブン料理等）、ハイキング、薪割り、クリスマスリー
ス＆ミニ門松づくり、ネイチャークラフト、丸太切り体験、竹笛・ブンブンゴマづくり

椎茸植菌体験 椎茸植菌体験 椎茸収穫体験

ロープ渡り ロープワーク ブンブンゴマ

木を切る体験 落ち葉の布団

秘密基地づくり

森の音を聞く
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ピザづくり ピザ窯

ダッチオーブン料理

ネイチャーゲーム

自然観察

ハイキング

クリスマスリースづくり

ミニ門松づくり

わら縄づくり

薪割り 薪割機体験

薪運び 修了式　おめでとう！

木登り

バームクーヘンづくり

ピザ　おいしい！ 次代を担う人づくり

里山ジュニアマイスター養成講座

少年少女里山マイスター卒業生のステップアップ講座として、小学校高学年や中学・高
校生を対象に青年の育成を目指しています。

講
座
内
容

男　子

女　子

計

小学生
学　年

中学生 高校生
計

2015～2017 年のデータ

５年 ６年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年

23

11

34

16

４

20 ０

３

１

４

１

１ ０

２

２ ０

45

16

61

剣山キャンプ、地図の読み方、草木染め、ツリーハウスづくり、下草刈り、木工、森林調査、
道具の手入れ、カマ、小刀の使い方、山菜採集・天ぷら、ハイキング・自然観察、ハチペット、
ロープワーク、木登り、竹笛・竹とんぼ、土壌の生き物観察等々

◀▲剣山登山 山菜採集・天ぷら 道具の手入

木工（箱作り）

修了式　おめでとう！

草木染め ツリーハウスづくり

下草刈り

キャンプ（中尾山）

森林調査
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親子里山体験講座

里山ジュニアマイスター養成講座の受講前の体験講座として企画しました。保護者の
皆様からも好評の講座です。

講
座
内
容

区分

計

グループ
サイズ

（祖）父

（１）27

2 人

15 組

（祖）母

（１）35

３人

14 組

男児

39

４人

13 組

女児

23

計

42 組

計

124

カモフラージュゲーム、岩登り、野外料理（パンづくり、柏餅づくり、ダッチオーブン料理）、
クリスマスリース＆ネイチャークラフト、木登り、ハンモック、ブランコ、ロープ渡り、薪割り、
森のビンゴゲーム

森のビンゴゲーム カモフラージュゲーム

パンづくり クリスマスリースづくり

森のお食事メニュー

森のブランコ 森のハンモック 親子で記念写真

岩登りに挑戦

柏餅づくり親子でアート

　ぼくは、この六カ月間で学んだことをまとめました。
　１回目の講座は、初めてだったので、少しドキドキしました。
里山たいけんは、里山に行ったことがなかったので、「すごいなあ。」
と思いました。木登りでは、とくいではないので、「大丈夫かな。」と、
少し心配だったけど、まあまあ上手くできて、自分でもびっくり
しました。
　２回目の講座は、ロープワークで、いろいろなむすび方を学習
しました。「こんなにむすび方があるんだなあ」と、びっくりしま
した。秘みつきち作りでは、みんなで力を合わせて、いい秘みつ
きちができたと思います。のこぎりで木を切るのがとてもむずか
しかったです。
　３回目の講座では、親が来ることになっていました。クリスマ
スリース作りや、ミニ門松作りをしました。まあまあ上手くできて、
うれしかったです。他にも、ロープわたりやハンモック、ブランコ、
ネイチャーゲームなどをして遊びました。とても楽しかったです。
ここから、里山マイスターに少しなれてきて、楽しくなってきま
した。
　４回目の講座では、木を切るたいけんで、木を切りました。自
分にしては上手にできて、びっくりしました。チェンソーでは、

　「へえー楽しそう！」
　里山マイスターでやることを初めて見たときやったことがない
ことばかりで、とてもわくわくしました。全部楽しかったけどと
くに楽しかったことが三つあります。
　１つ目は、「木のぼり」と、「まきわり」です。低い近所の木はのぼっ
たことはあったけど、里山でのぼったような高い木は他でのぼっ
たことがなかったので、とても楽しかったです。ちょっとこわかっ
たけど木の上から見た景色はとてもきれいで、感動しました。
　２つ目はピザづくりです。き地をのばしたり、コーンやチーズ、
トマトなどをトッピングしたり火で焼いたり！　お店で買うピザ
よりも、おいしく感じました。
　３つ目は、きのこのしょっきんとバームクーヘンづくりです。

　どんな友だちがいるかなとドキドキしながら、参加した里山マ
イスター。まず最初に話をした人は、笑顔いっぱいの関さん（会
長さん）でした。「お名前は？」と聞かれて、話をしていくうちに、
ドキドキはどこかになくなっていました。
　次に、はんに分れて、木の名ふだを作ることから始まりました。
その時、すぐに友だちができてとてもうれしかったです。
　森の中では、初めて体けんする事の連続で毎回とても楽しくワ
クワクしました。初めての木のぼりでは、思った以上の高さで、
見下ろした時に、その高さにビックリしました。む中で作ったひ
みつきち作りでは、仲間だけが知るかくれ家が出来ました。くり

受講生の声
少年少女里山マイスター養成講座受講生

きかいであんなかんたんに木を切るところを見て、感動しました。
ピザ作りでは、４人で力を合わせてピザを作りました。とてもお
いしくできて、うれしかったです。
　５回目の講座では、ハイキングで、２時間ほど歩きました。と
にかくものすごくつかれました。ふだんは、そんなに歩いてない
のでくたびれました。生き物かんさつでは、めずらしい生き物や、
見たこともないやつとか、めっちゃきしょいものもいてびっくり
しました。もう二度と会いたくないような虫もいました。
　最後の６回目の講座は、きのこしょっきんで、木にきかいで穴
を開け、そこにたねみたいなものをつめこんで、たたきました。
仕事が終わると、すっきりしました。バームクーヘン作りでは、
材料を作るのに大変でした。何度もかきまぜました。やくのは、
竹でしました。めっちゃ熱かったです。とにかくそれをくり返し
つづけていって、やっとできました。苦ろうして作ったバームクー
ヘンは、とてもおいしかったです。
　これからも、里山のことをもっと知りたいと思いました。そして、
これからも里山を好きになっていたいです。

（2017 年「少年少女里山マイスター養成講座」）

「里山マイスターで学んだこと」
　小学三年生　男子 K.O君

「新発見がいっぱいの里山」
　小学四年生　女子 S.Oさん

「楽しかった里山マイスター」
小学三年生　女子 S.T さん

きのこのしょっきんはもちろん、バームクーヘンも作ったことは
ありませんでした。きのこの「きん」は、こうやってうえつけら
れていたんだ。
　・きのこにも好きな「木」があるんだ。
　・バームクーヘンてこうやってつくられるんだ。
など新しい発見がいっぱいでした。それに、おじいちゃん、おば
あちゃん、お母さんにお父さんも私がつくったバームクーヘンを
「おいしい」と言ってくれました。手づくりってすごいなと思いま
した。
　他にも、木でできた小屋や、みそしる、たくさんの機械などお
もしろいものがいっぱいでした。とても楽しかったです。

（2014 年「少年少女里山マイスター養成講座」）

の実でかざりを作った世界にひとつのクリスマスリース。生地づ
くりから体けんしたピザ作りはやきたてのアツアツ。とてもおい
しかったです。
　初めて見る虫をたくさん発見した、冬の生き物かんさつ。図か
んにのっているか調べたくなりました。テレビで見た時と同じよ
うな作り方で上手につくれたフワフワのバームクーヘン。色いろ
な体けんが出来て思い出がたくさんふえました。いっしょに遊ん
だ友だち、色いろな事をやさしく教えてくれた森の案内人の方、
ありがとうございました。

（2015 年「少年少女里山マイスター養成講座」）
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　第１回からずっとじゅうじつしてとても楽しかったです。友達
と協力して行った活動は、いい思い出になりました。とくに楽し
かったのは、第１回の草の天ぷらです。初めてのたんぽぽの天ぷ
らは、にがいものだと思っていたけれど、自分で採っておなかが
すいて食べると、ふだん食べるより、おいしく感じました。
　「里山ジュニアマイスター」の参加は、２回目だけれど、毎回びっ
くりするのは、徳島市なのにこんな豊かな自然があるということ
です。みんなといっしょに自然をもっとよりよくしていくことで、
人も動物も住みやすくなってきます。初めて参加したときに、ひ
みつきちをつくっていたことをしって、ぼくもつくってみたいと
思いました。ロープワークや木の工作など、いろいろなことを体
験できてよかったです。
　第２回のそね先生の授業では、今まで知らなかった鳥の鳴き声

　里山マイスターに参加するのは、これで２回目です。１回目は、
３年生の時に参加しました。その時は、キャンプはありませんで
した。ぼくは、このキャンプがとても楽しみでした。キャンプは、
中尾山でしました。友達といっしょのはんになれて、うれしかっ
たです。着いてすぐ、ふとんや荷物をバンガローへ運んで行きま
した。部屋の中は、木で作られていて、いいにおいがしました。
その後、ネイチャーゲームをしました。しばふをはだしで走った
りして、とても気持ちよかったです。夕飯には、バーベキューも
しました。とってもおいしかったです。だけど、量が多くて食べ
きれませんでした。そして、ねる前に、夜の散歩に行きました。

　わたしが一番心に残っているのは、最後の回にした草木染めで
す。くりのいがで布をそめることができるなんて今まで知らなかっ
たので、とてもおどろきました。あいぞめは以前にしたことがあっ
たけれど、やり方が全くちがっていました。鉄でばいせんすると
いうのも初めてでした。灰色になるので少し地味かなと思ったけ
れど、色々なもようもつけることができて、気に入ったものがで
きました。これからたくさん使いたいと思います。
　第一回、第二回で作った竹ばしは、取りばしとして家で活やく
してくれています。家族も「使いやすいし、上手にけずれているね。」
ととても喜んでくれました。そうめんなどを取るときに、すべり
にくくてとても良いと、母も言っていました。竹笛も最初楽しく
てよく吹いていたけれど、中も木が外れて音が出なくなってしまっ
たので、少し残念です。機会があれば、また作ってみたいなあと

受講生の声
里山ジュニアマイスター養成講座受講生

などを知れました。さんさくの時は、毛虫がたくさんいて、体が
ぞくぞくしましたが、なんとかのりこえて知識を増やすことがで
きました。
　里山での、この体験は、いろいろなところでやくにたつことが
できそうです。キャンプでは、一日目も二日目も、とても体がつ
かれましたが、そのぶんだけ心が成長しました。次の参加は、50
～60人ぐらいいるそうなので次も参加できるか分かりませんが、
できるだけこれからも参加したいです。
　今日の、ばっさいの授業は、人工的にスギの木をうえてしまっ
ているのをとりのぞくことができたので、自然のためにがんばっ
たきがします。これからも、自然を大切にしていき、100年後の地
球に自然をのこしていきたいです。

（2015 年「里山ジュニアマイスター養成講座」）

「ジュニアマイスター」
　小学六年生　男子 J.T 君

「キャンプと山登り」
　小学五年生　男子 T.M君

「里山ジュニアマイスター養成講座」
小学五年生　女子 M.Nさん

しまへびや大きいナメクジがいて、びっくりしました。あんな大
きなナメクジは、見たことがありませんでした。次の日、剣山に
登りました。と中まで、リフトで上がりました。すごくながめが
よかったです。剣山に登る足場は、思っていたより、けわしい道
のりでした。石がごろごろころがっていたり、道が細くなってい
る所やきりが発生している所もありました。スリル満点だったけ
どとっても楽しかったです。と中、足が痛くてジロウギュウまで
登れませんでした。残念でした。また、剣山に登って、次は、ジ
ロウギュウもせいはしたいです。

（2016 年「里山ジュニアマイスター養成講座」）

思いました。
　少しむずかしいと思ったのは、木のボールペン作りです。小刀
でけずるのは、とても堅くてなかなかけずれなかったので、手伝っ
てもらいながら作りました。木はもっとやわらかいものだと思っ
ていたので、おどろきました。けずるのに使った小刀もふだんは
全く使わないのでやりにくく、親指と人差指の間が痛くなってし
まいました。でも、とてもいい体験になったと思います。
　わたしは、里山にはあまり行ったことがなくて、この里山マイ
スターでは、新しい発見ばかりでした。こん虫や植物についても
たくさん知ることができました。とても楽しく里山について学ぶ
ことができて、うれしかったです。

（2016 年「里山ジュニアマイスター養成講座」）

保護者の声

「里山ジュニアマイスターで学んだ事」
中学三年生　男子 S.S君

　僕は久しぶりに入田の山にやってきました。
　１回目は山に登って景色を楽しみ、また山で採った山菜を使って天ぷらを
食べました。僕はタンポポと三つ葉が好きになりました。２回目は香川の満
濃公園の曽根先生から山の鳥や虫についてたくさん学びました。普段の町で
は聞けない鳥のさえずりが聞けたのでとても山は気持ちいいなと思いまし
た。３回目には初めて鎌を研ぎました。最初荒研ぎをした後に細かく研ぎま
した。一つの鎌を研ぎ終わるのに２、30分かかってしまいましたが時間を掛
けてていねいに研いだので草がスパスパ切れました。５回あった里山マイス
ターの中で僕が一番心に残ったのが一泊二日の剣山登頂でした。僕はマツ
ポックリでガラス戸を割ってしまった事は今でも覚えています。すみません
でした。他にもみんなで焼肉を食べたり一泊したりと盛り沢山でした。２日
目には剣山に登りました。1955メートルという関西では２番に高い山に登
りました。その頂の景色は今でも忘れません。残念ながら風が強かったので
隣のジロウギュウには登れませんでしたがそこの近くでの弁当はとてもおい
しかったです。そして最後の５回目、草木染め、これが大成功した事もまた
うれしかったです。
　僕は最初他校の子とうまくやっていけるのか不安でしたがちゃんとうまく
できたし友達にもなれました。ここで学んだ事は自然の大切さや社交性・自
主性等将来どれも役に立つ事を
学ばせてもらいました。これを
通じて僕はもっと山や森、自然
について関心が深まりました。
また里山マイスターに入りたい
です。いつかまた自然にふれ合
う行事に参加して自然や山、森
についてもっと深く幅広い知識
を身につけて今度は逆に大人に
なって子ども達に教えたいです。
今日まで本当に有り難うござい
ました。
（2015 年「里山ジュニアマイスター養成講座」）

「里山ジュニアマイスター養成講座」
高校一年生　男子 T.A君

　この講座で一番楽しかったのは、やはり第４回の
キャンプだ。森の中ではとても癒されたし、夜のバー
ベキューもとてもおいしかった。そしてなにより、皆
と一緒に鬼ごっこをしたり、トランプをしたりしたの
が楽しかった。最近鬼ごっこなどする機会がなく、と
ても新鮮な気持ちですることができたが、夢中になり
過ぎて少し大人気なかったかもしれません。
　２日目の剣山登山も良いことばかりだった。剣山は
涼しくて快適で、リフトに乗っているときも、降りた
後もとても心地よかった。また、山の植物についても
色々と教えて頂いたので、山について少し詳しくなれ
たと思う。
　今までこの里山マイスター養成講座等を受けて、昔
よりもかなり山について詳しくなりそして山が好きに
なった。私はもう高校生なので今回が最後になるかも
しれないが、できればこれからも参加したい。この講
座では本当にお世話になりました。もし次があったな
らば、その時はよろしくお願いします。

（2015 年「里山ジュニアマイスター養成講座」）

「里山ジュニアマイスター養成講座」
中学三年生　男子 H.M君

　僕が一番印象に残っていることは、みんなでキャン
プにいったことです。いつもと違う環境の中でみんな
と遊んだり話をするのはとても楽しかったです。自然
から学んだことをこれからの生活に活かしていきたい
です。

（2015 年「里山ジュニアマイスター養成講座」）

少年少女里山マイスター養成講座に参加して、息子たちは、
宝物のようなワクワクする体験をたくさんさせて頂きまし
た。講座が始まる前は、親から離れて活動することに、少し
不安を感じていた下の息子もずいぶん頼もしくなったように
感じています。兄弟それぞれに友達を作り楽しく過ごしてい
た様子です。毎回、迎えに行った帰りの車の中で、嬉しそう
にその日の出来事を話してくれるのを聞くのが親の楽しみで
もありました。ケガ等がないように目を配りながら活動を支
えてくださったスタッフの皆様は、講座の時だけでなく、事
前の準備やあと片づけ等本当に大変だったことと思います。
何のお役にも立てなかったことを心苦しく思っています。ま
た次の機会があればぜひ参加させて頂きたいです。この講座
に参加できて本当によかったです。ありがとうございました。

大変お世話になりました。半分しか出席することができませんでしたが、普段の
生活では体験できないことができたと思っています。中学生くらいになると、な
かなか親の言う事も聞かなくなってきますが、親以外の大人や、他の地域の仲間
との体験を通して、視野を広げることもできたのではないかと思います。準備な
ど、色々とご苦労も多かったと思いますが、これからもますますお元気に、熱心
に活動をしていただきたいと思います。

2015 年里山ジュニアマイスター養成講座受講生保護者

2010 年少年少女里山マイスター養成講座
受講生保護者

息子は、月に一度の里山マイスターでの講座をとても楽しみにしていたようです。
毎回、帰ってきて私にいろんな話しをしてくれていました。そして、里山マイス
ターに参加した日の日記は、意欲的に書くことができていました。日記を学校に
提出して、先生から「貴重な体験ができたんですね。」とか、「うまく書けています。」
などと評価をいただき、息子も嬉しかったようです。今回、感想文を提出という
ことだったので、今までに書いた日記をうつさせてみました。

2014 年少年少女里山マイスター養成講座受講生保護者

少年少女里山マイスター養成講座では、息子に楽しくて貴重な体験をたくさんさ
せてくださり、ありがとうございました。自然の中で思いっきりのびのびと遊べ
ること、学校も学年も違う子ども達と友達になれること、親や身内以外のたくさ
んの大人の方々に大切に見守ってもらえること等、今の子ども達にとっては、な
かなか体験できないことで、スタッフの皆様には、本当に感謝しております。ま
た機会がありましたら、ぜひ参加させて頂きたいです。ありがとうございました。

2013 年少年少女里山マイスター養成講座受講生保護者
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会員の広場

森の案内人ネットワークは、発足当初は、「県・市町村
等からの依頼に基づく森づくりや野外活動への協力
や「県民参加の森づくり」に積極的に参加しました。そ
の後平成13年度頃に始まった総合学習の一環として
県下各地の小学校で「森林教室」を指導しました。そし
て平成16年７月に特定非営利法人として認定を受け
てからは、広く県民に対し「森づくりの推進」、「環境教
育」、「交流促進」、「人材育成」などの事業を通じ自然環
境の保全に寄与することを目的、次の４項目を活動の
柱として、幅広い活動を展開しています。

　私が「森の案内人ネットワーク」の活動に参加させてもらって
いるのは、この団体の活動が小さな子供達に、自然の中で活動す
る素晴らしさや生き物を大切にすることを実体験を通じて教えて
いることに関心を持ち、私もこうした体験を共にすることで知識
や技術を身に付けたいと感じたからです。私自身も子供の頃は、
父に連れられて山や湿原などに行って自然散策していました。
　その時、父は私の植物や生き物に関する質問にいつもすぐに答
えを返してくれました。当時の父と同じくらいの世代になった私
ですが、果たして父程の知識が今現在あるかというと疑問ですし、
もっとこの団体の活動に参加して、自分の子供に格好を付けられ
るような父親になりたいと思っています。

　『森の案内人受講生募集』新聞で目にした私は早速申込みをし
ましたが、申込者が多くて次年度の受講となりました。
　杉林に下草が生えていないのを見て「すごいな」と思っていた
のに、手入れがされていない林だと分かる様になりました。森は
派生してゆく事柄が多く、炭焼き、自然観察、クラフト、ネイチャー
ゲーム等、様々な体験をしました。今でいえば女子会でしょうか、
6～7人が集い草木染めをしたのを思い出します。種の飛び方、
運ばれ方も草木の生き残り作戦として巧みにできているのも、お
もしろいと思いました。
　環境教育で小学生が間伐を目の当たりにした時、ドーンという
音と共に大木が倒れるさまを、歓声をあげていた姿が印象的でし
た。生命の水の源、再生可能な森が元気いっぱいであります様
に！！
　退会しておりますが、森の案内人の健康とご活躍を祈念致して
おります。

居住地

男

女

計

男女別居住地別会員構成表 ※名誉会員２名、賛助会員３名を含む

徳島市

10

８

18

小松島市

２

　

２

阿南市

１

　

１

吉野川市

４

　

４

阿波市

３

１

４

美馬市

２

　

２

三好市

１

　

１

岡山市

１

　

１

上勝町

１

１

２

居住地

男

女

計

佐那河内村

１

　

１

石井町

１

　

１

那賀町

３

１

４

松茂町

１

　

１

藍住町

１

　

１

板野郡

１

　

１

東みよし町

１

　

１

合計

34

11

45

森の案内人ネットワーク会員
　　　　　　　　　　　　　　　　宇山敬介さん

森の案内人ネットワーク会員OG
　　　　　　　　　　　　　　　　北山恵子さん

伐倒研修（美馬市美村が丘）▲ 植物観察会（滋賀県伊吹山）▲

瓶が森（愛媛県）▲ 魚梁瀬千本山（高知県）▲

白髪山（高知県）▲ 笹倉湿原（愛媛県）▲

活動の概要

会員研修・交流

①森づくり推進事業
・毎年２回程度、場所の選定から参加者の募集、現地
での作業指導、作業後の企画までを行っています。

②環境教育事業
・県内の小学校での出前授業を行い間伐の作業をし
たり生き物調査をしたりして普段の学校の授業で
は体験できないことをサポートしています。

③交流促進事業
・とくしま協働の森づくり事業に参加し、企業・団体
の方々に森づくり活動の提案を行っています。自然
という貴重な財産を県内外へ発信しています。

④人材育成事業
・「少年少女里山マイスター」及び「里山マイスター」
の養成講座や「親子里山体験講座」を中心に里山
林をフィールドに森や自然とそこに住む動植物等
を学び次代を担う健全な人材を育成しています。

主な活動経過
◇平成９年度
「徳島県森の案内人養成講座（10 回、８月～２月）」が開催され
38名が受講。

◇平成 10年度
４月、平成９年度の受講生によって、「森の案内人ネットワーク」
が設立された。代表、副代表幹事など世話役 12名を選出。
９月から平成 10年度森の案内人養成講座が開催（32名受講）
７月に開催された緑の少年団全国大会の指導。

◇平成 11年度
11 年度森の案内人養成講座が開催される。28名受講。

◇平成 12年度
徳島県により「森の案内人研修事業」が開催される。
７月～２月までに８回開催。

◇平成 13年度
「県民参加の森づくり」、「つるクラフト講習会」、「森林環境教育」
などネットワーク単独事業が増える。

◇平成 14年度
新規会員 29名が加入し、会員総数が 90名となる。

◇平成 15年度
６月開催の「中四国環境教育ミーティング」に多数が参加。

◇平成 16年度
７月に、特定非営利活動法人（ＮＰＯ）に認定される。

◇平成 17年度
７月に活動拠点「入田山人の森」の作業小屋が完成。
10月開催の「四国の森づくりフォーラム」に多数が参加。
12月に入田で県民参加の森づくりを主催する。

◇平成 18年度
６月、「森づくり入門講座」を開催。８月恒例の剣山登山に 24
名が参加。

◇平成 19年度
８月、高知県魚梁瀬スギを見学29名参加。「県民参加の森づくり」
を４カ所で主催。「森林環境教育」を 18 校で実施。四国山の日
賞の「森林環境部門賞」を受賞。「千年の森、森づくりコンクール」
で銅賞を受賞。

◇平成 20年度
７月、高ノ瀬山のオオヤマレンゲ見学会に 24名参加。
８月、「入田山人の森」の倉庫が完成。11 月、「とくしま里山林
モデル事業」を佐那河内村根郷で開催。上勝町絆の森で植樹（ロー
タリークラブ21名参加）小松島市で県民参加の森づくりを主催。
（竹林整備 32名参加）

◇平成 21年度
６月、市民を対象とした「里山林モデル事業」14名参加。９月、
新企画「少年少女里山マイスター養成講座（全６回）」がスター
ト（25 名受講）「県民参加の森づくり２カ所で実施（勝浦町柴
滝の森、鴨島町ひやまじの森）。「四国の森づくりフォーラム in
徳島」の開催に協力。高山植物観察会（伊吹山）実施。

◇平成 22年度
少年少女里山マイスター養成講座開講（30 名受講）。県民参加
の森２カ所（勝浦町生名の森、阿南市福井「竹林整備」）実施。
小学校５校で環境教育実施。絆の森植樹・野外料理の他恩山寺
谷で２ｈａ間伐。中四国緑化推進協議会「国土緑化推進賞受賞。

◇平成 23年度
少年少女里山マイスター養成講座を実施（32 名受講）。「県民参
加の森づくり１カ所（那賀町南川の森で間伐）小学校３校で森
林環境教育を実施。企業などが行う協働の森づくりを 10 カ所
でサポート。会員研修で石鎚山登山。「徳島県環境賞」を受賞。

◇平成 24年度
少年少女里山マイスター養成講座開講（26 名受講）。県民参加
の森１カ所（勝浦町星谷の森で間伐）小学校２校で森林環境教
育実施。企業などが行う協働の森づくりを県内２カ所でサポー
ト。絆の森植樹・クラフトの他会員研修で牧野植物園視察。

◇平成 25年度
少年少女里山マイスター養成講座（26 名受講）里山再生事業１
カ所（勝浦町生名「ひなの里」）小学校３校で環境教育実施。企
業などが行う協働の森づくり県内４カ所でサポート。絆の森植
樹・野外料理の他会員研修で高知県白髪山登山。森林・山村多
面的機能発揮事業として徳島市「南谷の森」除伐・薪づくり。

◇平成 26年度「環境省環境大臣賞」を受賞。
少年少女里山マイスター養成講座（26 名受講）。森づくりリー
ダー養成講座（12 名受講）倉庫増築。森林・山村多面的機能発
揮対策事業（除伐・薪づくり）親子対象の森林環境教育（森を
身近に感じよう）３回実施。協働の森づくり県内２カ所でサポー
ト。学校林を活用した森林環境挙育実施（上八万小）会員研修
で間伐・枝打ち研修（美馬市美村が丘）「環境省環境大臣賞」受賞。

◇平成 27年度
少年少女里山マイスター養成講座開講（30名受講）。新企画「里
山ジュニアマイスター養成講座」スタート（18 名受講）。協働
の森づくり（佐那河内村）、絆の森づくり（那賀町六丁）へ参加
協力。森林山村多面的機能発揮事業（阿波市僧都の森：除伐・
薪づくり）小中学校２校で環境教育を実施。森林づくりリーダー
養成講座（10 名受講）。会員研修（四国カルスト）実施。緑の
募金街頭募金へ協力。

◇平成 28年度
新企画「親子里山体験講座」スタート。（20家族 60名受講）
少年少女里山マイスター養成講座（30名受講）。里山マイスター
養成講座（26 名受講）協働の森づくり（佐那河内村）、絆の森
づくり（那賀町六丁）へ参加協力。森林山村多面的機能発揮事
業（阿波市僧都の森：除伐・薪づくり）小中学校２校で森林環
境教育を実施。森林づくりリーダー養成講座（10 名受講）会員
研修（鳥取県大山）実施。緑の募金街頭募金へ協力。

◇平成 29年度
少年少女里山マイスター養成講座開講（31 名受講）。里山ジュ
ニアマイスター養成講座（17 名受講）。親子里山体験講座（60
名受講）協働の森づくり（佐那河内村）、絆の森（那賀町六丁）
へ参加協力。森林山村多面的機能発揮事業（阿波市僧都の森：
除伐・薪づくり）小中学校２校で森林環境教育実施。森林づく
りリーダー養成講座 (６名受講）会員研修（瓶が森、笹倉湿原）
緑の募金街頭募金協力。「入田山人の森」のウッドテラス＆薪小
屋完成。
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徳島県森の案内人ネットワーク（事務局：吉原　茂）
〒771-1501　徳島県阿波市土成町秋月字毘沙門91-12

電話　088－695－5261

森の案内人ネットワークは、美しい里山づくりを目指して、楽しみ
ながら森づくりを通し、環境保全や人材育成に取り組んでいます。
一緒に楽しく活動してくださる仲間の加入をお待ちしています。

【発行】　「NPO法人 徳島県森の案内人ネットワーク」　2018年８月25日
【編集】　20周年記念誌編集担当（関、松本、一宮、吉原、荻野、松村）

森づくりや里山などに関心のある方へ


