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定例活動報 告・総会

２０１８年４月 2２日（日）
参加者

夢の森つくり隊会報

天候：晴れ

会員１１人（大人７人

（時間）１０:00〜15:00

子供４人）
ムラサキツツジ

４月２２日、蜻蛉池公園事務所内の会議室で、
「２０１８年度

蜻蛉池公園 『夢の森つくり隊』の総会」が

開かれました。会議の冒頭、新指定管理会社・
（株）泉州緑化グループの Y 所長（写真：上）より、
「事務所」
と『夢の森つくり隊』が、「協働と活力」をバランス良く共有し、里山の保全活動をお互いにしていきたい、
とのご挨拶をいただきました。活動計画（案）では、今年も大人や子供の目線から様々な案が出されました。

新役員・活動計画等を決定
２０１８年度の役員が、下記のように決まりました
「会長」小林

伸一

「副会長」ト田

久雄（新）「会計監査」小林
局」小林

伸一

健司

寛器

和人(新)

「やごっぴあ担当」浜名

伸一 「HP・FB 担当」土井

友三（新）江夏

鈴木

「会計」松浦
信男

「事務

敏正（WEB 会員）
「計画担当」早川

「森のシェフ」鈴木

直子

「遊び担当」鈴木

和人

総会には、子供会員も出席 。 ど
んなことをしたいか、一人ひと
りがユニークな発表を自由にし
ます。活力の源は、子供らから
頂いているかもしれません。

こんなことをしたい・・・活動計画
「竹細工教室」を新設・・・間伐した竹を利用して竹籠等を作る
「木や植物の名前を覚えたい」・・・それぞれに名札をつける
「谷あいの原っぱ」の開拓・・・破竹の伐採及び間伐、遊歩道の整
備を行う「その他」
・・・各種のお茶作り、倉庫の周りの整理整頓、
活動の拠点・第３東屋付近

夢畑の再開発、木登り隊長になる、元気に挨拶、ザリガニ釣り他
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昨年から続けてき
た、竹林の間伐作
業は、子供たちの
協力も得て、すっ
かりきれいになり
ました（写真：左）。
陽の当たらなかっ
た斜面は、陽が当
たるようになり，
景観も良くなりま
した。今年度の活
動計画にも、継続
して実行すること
が決まりました。
但し間伐作業は、
人手が要ります。
興味の有る方がお
られましたら、一
緒に行ってくれま
せんか？
昨年より行われてきた竹の伐採。視界が広がった「谷あいの原っぱ」の斜面です。今後も、
継続的に間伐していく予定です。

茶葉・・・５年前に植えたお茶の木から柔らか
い新芽がたくさん出てきました。さっそく茶摘
みが始まりました。今年は、気温が高い影響か、
いつもより新芽の出方が早いようです。先端か
ら２枚の葉を摘み取り、贅沢な「新茶」を作り
ます。栽培から収穫、そして煎茶作りまで、す
べて会員が行っています。子供たちも、楽しそ
うにお茶を摘んでくれます。

熊笹の葉・・・「大木の丘」周辺に群生している、
新しく出た熊笹の葉を摘み取り日本古来より飲ま
れてきた「熊笹茶」を作ります。薬効が多く簡単に
作れます。ピロリ菌の、消滅作用も発見されていま
す。いろいろなことに挑戦する『夢の森つくり隊』
です。

こはるの
コ ラ ム

小楽夢

今年一年間がんばることは、
やごっぴあに感想文などを書くことです！
その日何があったのか、自分は、どう思うか
など書いていきたいです。
なので今年一年がんばります！

子供会員の中から、今年度の目
標として、左記のような発表が
ありました。定期的には無理と
思いますが、「やごっぴあ」に
これから時々掲載したいと思
いますので、よろしくお願いし
ます。
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ベンチに腰掛け、手と手を合わせ楽しそうに、遊んでいます。笑顔も素敵です。春風の下、気持ちよさそうです・・・・・・・・・・・・・。

フォト
hot
コーナー

４月２２日（日）撮影

ジャガイモの芽が、よ
うやく出てきました。
少し発育が悪いよう
な気がします。次回の
活動日までに、大きく
成長していてくれる
と良いのですが、ちょ
っと心配です。

５月３日、岸和田市
中央公園で、
「岸和田
市民フェスティバ
ル」が開催され、パ
ネル等を展示し PR
しました。

５月１３日（日）撮影

３週間たちました。草
が生えていますが、や
はり大きく成長したよ
うには見えません。葉
の色も、濃い緑色をし
ていません。茎もやや
細く感じられます。例
年になく不作かも？

「イオン 幸せの黄色いレ
シートキャンペーン」で、
今回もイオン東岸和田店様
より、商品券を頂きました。
その商品券を利用して、イ
ベント等に使用する食料品
等を、購入させていただき
ました。

今年度から、毎月１回（第２木曜日）に行われるこ
とになった「竹細工教室」が５月１１日（金）に行
われました。出席者は５人です。少し経験の長い H
氏が指導役となり、まずはヒゴ作りからはじめまし
た。
（写真：上左）その後、
「四海波花籠」に挑戦し
ました（写真：上右）。今後は、六つ目編みの組み
方を習得し果物などを入れるかごを作る予定です。

準例会短報
２０１８年５月１３日 天候（雨） 10:00〜1４:00
参加者 １０人（大人６人 子供４人）

雨が降る中、ジャガイモ周辺の草を抜く

スコップで掘り返すが、土が重い

トベラの木の花

５月２７日に予定されている「第１回
ファミリーメイト イモッコ春」で予
定されているサツマイモの苗植えに
備え、強い雨の降る中、畝作りを行い
ました。水分を含んだ土は、掘り返す
のが大変、足を取られ思うように出来
ません。それでもなんとか仕上げまし
た（お疲れ様でした）。
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私、土井敏正は、2018 年 4 月末日に 60 歳定
年を迎えて、会社を退社し、東京単身赴任から
解放され、大阪も去り、故郷の広島県福山市に
戻ることにしました。大阪を去るということは、
蜻蛉池公園夢の森つくり隊のふれあいの森での
直接活動からも離れることになります。17 年
間大変お世話になりました。これからは、ウェ
ブ会員として関わっていきたいと思いますの
で、よろしくお願いします。そこで、ウェブ会
員の活動として、少しずつこれまでの活動を振
り返っていきたいと思います。これは、やごっ
ぴあに掲載していただいた上で、ホームページ
に掲載していきます。
私は、1982 年 4 月に大阪の建設会社に就職
しました。そして、土木技術者として、高速道

２０００年１１月２５日の読売新聞に掲載されたボランティアの募集記事

路、下水処理場、宅地造成、地下鉄、下水排水
管布設、国道拡幅、土地区画整理等々を施工してきました。宅地造成は、岡山県、兵庫県、枚方市、阪南市の４
箇所で約 12 年間行い、山林を切り開き、造成した面積は約 150ha でした。
阪南市の造成工事が終わり、2000 年秋、本社内勤勤務となりました。それまでは、現場の管理業務で現場を
歩き回っていたので、そこそこ体を動かしていました。「でも、内勤になると体を動かすことが減るなぁ」と思
っていたところに、2000 年 11 月 25 日の読売新聞に「大阪府

ボランティア募集」という記事を見つけまし

た。これは、楽しそうだと思い、
「森づくりへの私の提案」という 200 字程度の文章とともに、直ぐに応募した
のです。
① たくさんの山林を切り開いてしまった自然へのお詫び。
② 土木工事で経験したことを役立てたい。
③ これまで、各地を転々としていて会社、仕事以外の人とのつながりが薄かったので、会社とは関係ない人
とのつながりを持ちたい。
④ 自然の中で体を動かしたい。
等々の思いを込めて、記載したと思います。
無事、当選し、2001 年の 1 月だったでしょうか？ウキウキと蜻蛉池公園スポーツハウスに行きました。そ
こには、30 人の年齢、職業も様々な人たちが集まっていました。
編集後記 ・・・ ２０１８年度の総会が開かれた。今年も様々な目標が発表された。特に子供目線の発表が面白い。紙面に
はないが、枝豆を撒きたい、というのが有った。昨年も同じ内容だった。しかし途中で枯れてしまい収穫はできず失敗。
「大人
の人、しっかり管理して下さい！」との警鐘の声かもしれない。・・とおじさんたちは受け取りました。
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『蜻蛉池公園 夢の森つくり隊』
会報に掲載した
文・写真は、記名が
大阪府蜻蛉池公園内 『ふれあいの森』 活動日：毎月第２・第４日曜日
表示されている以
AM10:00〜PM３:00
外は，濵名が担当し
ました。
〒596-0815
大阪府岸和田市三ケ山町大池尻 701
Tel：072-443-9671 Fax：072-443-9672
http://www.geocities.jp/tonboyume/ 「蜻蛉池公園 『夢の森つくり隊』ホームページです」

