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青梅上成木｢ふれあいの森｣環境保全活動青梅上成木｢ふれあいの森｣環境保全活動青梅上成木｢ふれあいの森｣環境保全活動青梅上成木｢ふれあいの森｣環境保全活動     
 

2007年春号 

２００７年４月２５日発行 「ふれあいの森」運営委員会 発行者    広報部会 発行責任者  大手 寛 ＊＊＊＊    上成木は新緑で輝いてます！上成木は新緑で輝いてます！上成木は新緑で輝いてます！上成木は新緑で輝いてます！    暖冬とはいえ都心より気温が低い地区です。今年も一気に花の季節がやってきて、今は緑がすばらしいです。４／１に間伐対象の選木を行うため、いつもの活動地域に入りましたら、ふれあいの広場を中心に、とても明るい林になっていました。これまで写真を撮影しようとした場合、強制フラッシュで明かりが必要でしたから、大変な替わりようです。ぜひ確かめにおいでください。また、一昨年設置した巣箱のひとつに、ムササビが営巣しているのも４月１日の活動日に見ることができましたよ。 ＊＊＊＊    今年の予定表今年の予定表今年の予定表今年の予定表     (太字は実施済み)     月 日  責任者    作 業 内 容 参加者数 F=ふれあい会員 

4.     1   (4.     1   (4.     1   (4.     1   (日日日日))))                伊藤伊藤伊藤伊藤////丹野丹野丹野丹野    選木作業、活動地域チェック、道具類整備選木作業、活動地域チェック、道具類整備選木作業、活動地域チェック、道具類整備選木作業、活動地域チェック、道具類整備        ＦＦＦＦ13131313、里人会、里人会、里人会、里人会2222、、、、KGK1KGK1KGK1KGK1                                                            ４．４．４．４．  14  14  14  14    （土）（土）（土）（土）        伊藤伊藤伊藤伊藤    定例活動定例活動定例活動定例活動（間伐材再利用道具箱収納庫製作）（間伐材再利用道具箱収納庫製作）（間伐材再利用道具箱収納庫製作）（間伐材再利用道具箱収納庫製作）                    Ｆ９Ｆ９Ｆ９Ｆ９                                                                                                                        ４．４．４．４．        ８８８８    （日）（日）（日）（日）            五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    地域交流（高水山獅子舞見学）地域交流（高水山獅子舞見学）地域交流（高水山獅子舞見学）地域交流（高水山獅子舞見学）                                                                                                                                            Ｆ７Ｆ７Ｆ７Ｆ７                                                                                                                                                                ４．４．４．４．    ２２２２5555    （水）（水）（水）（水）    伊藤伊藤伊藤伊藤    自主活動（ｸﾞﾘｰﾝｼｯﾌﾟｱｸｼｮﾝ用材料収集など）自主活動（ｸﾞﾘｰﾝｼｯﾌﾟｱｸｼｮﾝ用材料収集など）自主活動（ｸﾞﾘｰﾝｼｯﾌﾟｱｸｼｮﾝ用材料収集など）自主活動（ｸﾞﾘｰﾝｼｯﾌﾟｱｸｼｮﾝ用材料収集など）    雨天により中止雨天により中止雨天により中止雨天により中止    ５．  2 （水）   大手    グリーンシップアクション（間伐体験）          三菱商事     50名                   ５． １９ （土） 伊藤      定例活動（間伐）道具小屋完成式挙行                                                                                                  ５． ２６ （土）    吉野       自主活動   道標、樹名板製作と取り付け                                                                                                             ６．    9  （土）   大手    グリーンシップアクション( 間伐体験)                                           東京コカコーラ  50名                                           ６． １６ （土）    伊藤     定例活動（間伐）その後、里仁会との交流会                                                                          ６． ２７ （水）            自主活動                                                                                           ７．  １ （日）  伊藤    登山                                                                                              ７． １１ （水）        自主活動                                                                        ７．  ２1  （土）    大手      グリーンシップアクション(間伐体験)                                                    東京マイコープ  25名                                                    ８．  ５ （日）   伊藤    定例活動（間伐）                                                                            ８  １８ （土）  伊藤     定例活動（間伐）                                                                ８． ２９ （水）           自主活動                                                ９．  ２ （日）  伊藤    定例活動（間伐）                                                                            ９． １９ （水）            自主活動                                                                                         ９． ２９ （土）   大手       グリーンシップアクション(間伐体験)                       丸紅       50名                                                         １０． ７ （日）       定例活動（間伐）                                                                                                                                １０．２０（土）    大手      グリーンシップアクション(間伐体験)                          東京マイコープ  25名                        １０．２４（水）             自主活動                                                  １１．未定（ ）  紀野      青梅ふくし祭り参加                                                          １１． ４ （日）   伊藤     登山                                                                           １１．１７（土）   大手      グリーンシップアクション(間伐体験)                                                                                             東京コカコーラ  50名                             １２．未定（ ）   大手     忘年会                                                                                                 ＊新規事業はプロジェクトを組んで随時対応する                                    ＊現地入りは原則バスを利用(土曜 8時36分、日曜8時21分)バス停は東青梅駅北口より徒歩2分街道沿い       会員のマイカーに便乗する場合は、300円供出。（会運営費とする）  ＊定例活動参加希望の場合、各部会に所属の方は部長へ連絡、無所属の方は事務局(大手)へ連絡。  ＊自主活動は原則テーマによって各部主催とし、部員意外にも部の責任で希望者を募集する。 ＊ｸﾞﾘｰﾝｼｯﾌﾟｱｸｼｮﾝには会員から支援者を募集する。また並行して間伐作業および自主活動を行う場合もある。  ＊原則、定例活動は朝5時ＮＨＫ天気予報で、降水量40%となった場合は中止。 自主活動は内容により雨天実行の場合もあるので、責任者に確認のこと。 ＊会員は年会費(1000円)を、会計（田代）に支払いのこと。  振込みもＯＫ「青梅信用金庫本店 店番号002口座番号0708288名義／青梅上成木ふれあいの森会計田代豊彦        

    ＊「お願い」ボランティア保険、切れてませんか？＊「お願い」ボランティア保険、切れてませんか？＊「お願い」ボランティア保険、切れてませんか？＊「お願い」ボランティア保険、切れてませんか？     今年度からふれあいの森の活動は、すべて自主活動となります。前表のグリーンシップアクションの支援者としての活動以外は、これまでのような東京都からのリカバリーは有りません東京都からのリカバリーは有りません東京都からのリカバリーは有りません東京都からのリカバリーは有りません。間伐作業だけでなく、自然観察しながらのハイキングや、間伐材を使っての木工作業などにも、危険はつきものです。万一の場合を考慮し、各位にて保険に入っていただきますようお願いします。未加入の場合、活動内容によっては参加をお断りすることもありますので、ご了承願います。ボランティア保険の取り扱い窓口：最寄り市町村の社会福祉協議会（東京都福祉協議会の場合
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03-3268-7232）年間保険料３００円～（お勧めはＣプラン） ４月から翌年３月までが保障期間です。今がチャンス！ ＊＊＊＊事務局開設事務局開設事務局開設事務局開設    事務局を開設しました。といっても大手会長のひとり事務局。手伝ってくださる方、募集中です。 活動に関わるお問合わせ；０３－３３３２－７８６４ ＊＊＊＊「「「「東京東京東京東京都都都都・緑のボランティア・緑のボランティア・緑のボランティア・緑のボランティア」」」」ににににボランティアボランティアボランティアボランティア活動の活動の活動の活動の受け受け受け受け入れ団体として入れ団体として入れ団体として入れ団体として「「「「青梅青梅青梅青梅上成木上成木上成木上成木ふれあいの森ふれあいの森ふれあいの森ふれあいの森」」」」がががが登録され登録され登録され登録されましたましたましたました。。。。    ＊１８年度の会計報告＊１８年度の会計報告＊１８年度の会計報告＊１８年度の会計報告 

平成平成平成平成18181818 年度年度年度年度    青梅上成木ふれあいの森青梅上成木ふれあいの森青梅上成木ふれあいの森青梅上成木ふれあいの森    決算報告書決算報告書決算報告書決算報告書 平成18 年 4 月 1 日～平成19 年 3 月31 日    

      収    入     の   部 支   出   の   部 科      目  金  額   備      考  科    目  金  額   備     考  年会費  35,000   1,000×35 名  会報発送費  19,219   3 回（春、夏、秋冬号）  補助金    20,000   ＫＧＫ（東京都）  自主活動案内状発送  32,040   23 回  体験教室指導料   189,000   3 回、延べ 27 名  総会案内状発送費   5,000    自然観察講師料   26,000   2 回、延べ 2 名  体験教室指導謝礼金 132,500   （内未払金 5,000）  間伐活動指導料  100,000   2 回、延べ 11 名  自然観察講師謝礼金  18,000    製品販売   6,200   輪切板22 枚  間伐活動指導謝礼金   1,000         アクセサリー  木工用品購入費  16,885   焼印代金       足踏み器  事務用品購入費   7,184   含、ゴム印代金       （内未収入金 4,000）  地域交流費   3,460   高水山春祭奉納酒代金  自主活動     ※② イベント収入     588   ふくし祭収支赤字分  参加者交通費  16,100   9 回、延べ 54 名       （内未払金 7,985）       （内未入金 600）        ※① イベント収入   2,645   交流会収支残金        雑収入   4,435   飲食代釣銭             （含前田預り金 2,500）        受取利息      55   青梅信金普通        （小   計） 399,435    （小   計） 305,876          次期繰越金 124,171   青梅信金普通 124,055  前期繰越金  30,612   青梅信金普通  20,000       現  金       116       現  金      10,612        合計合計合計合計    430,04430,04430,04430,047 7 7 7                     430,047 430,047 430,047 430,047                   会計   田代豊彦   印省略     以上相違ございません。   平成１9 年4 月19 日     会計監査   遠藤 日出夫 印省略 ＊＊＊＊    ホームページがあったのだホームページがあったのだホームページがあったのだホームページがあったのだ     ふれあいの森のホームページがあることをご存知ですか？広報部会・豊島さんが管理者をしており、活動に関する情報を掲載しています。お時間あるときにでも、訪問してみてください。こちらに掲載して欲しい情報をお持ちでしたら、広報部会にお知らせください。http://www.geocities.jp/kaminariki/ パソコン無いよという方は、お近くの市役所や図書館のインターネットサービスをしているところへ、アドレスのメモを持って行き、職員に依頼してみてください。閲覧をさせてくれるはずです。Ｌｅｔ，Ｔｒｙ！ 編集後記編集後記編集後記編集後記 ひとり広報を見かねて、松浦さんが加わってくださいました。「こんなこと広報に掲載してくれ」などのご意見をお寄せください。という余裕ができました。新年度にあたり、住所、電話、メールアドレスに変更がありましたら、松浦（0424-74-8265）までお知らせください。 広報担当 松浦、五十嵐  


