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７年目の活動が始まりました。上成木の新緑は、黄緑から濃い緑までさまざま。いつもの活動エリアも、山吹が咲

き、岩タバコが葉を広げています。昨年はこんな活動をしていました。延べ２３７名の参加で、毎回約１０名が上成

木に集結し、様々な交流を行いました。 
＊昨年(２００７年度)の活動報告                                        

月 日  責任者    作 業 内 容 参加者数  
4     １  (日) 伊藤、丹野    選木作業、道具整備、活動地域チェック 13名           

４．   8  （土）   五十嵐   地域交流 (高水山獅子舞見学)           5名           

4    14   (土)    伊藤       定例活動 (間伐、道具小屋作成)         9名           

４． 30  （月）  伊藤      自主活動 (岩茸石山調査)                 4名           

５．  2 （水）   大手    グリーンシップアクション（間伐体験）  11名 (三菱商事)     

５． １９ （土） 伊藤      定例活動（間伐、道具小屋作成）        10名           

５． ２６ （土）    吉野       自主活動 (道標整備作業 )              8名 
６．    9  （土）  大手、伊藤  グリーンシップアクション( 間伐体験)    12名 (東京コカコーラ)  

６． １６ （土）  田代、伊藤  定例活動（間伐）、里仁会との交流会     13名           

６． ２７ （水）  吉野        自主活動   雨天中止                         

７．  １ （日）  伊藤    定例活動 (間伐)            7名           

７． １１ （水）  吉野    自主活動  雨天中止                                 

７．  ２1  （土）    大手      グリーンシップアクション(間伐体験)   11名 (東京マイコープ)  

８．  ５ （日）   伊藤    定例活動（間伐）           13名           

８  １８ （土）  伊藤    定例活動（間伐）           11名           

８． ２９ （水）  吉野      自主活動(しぜん観察) 4名           

９．  ２ （日）  伊藤    定例活動（間伐）           13名          

９． １９ （水）  吉野     自主活動 (しぜん観察、道作り)     5名           

９． ２９ （土）   大手       グリーンシップアクション(間伐体験)   12名 (丸紅)       

１０．  ７ （日）  伊藤    定例活動（間伐）    写真①参照  15名           

１０．２０（土）    大手      グリーンシップアクション(間伐体験)   10名(東京マイコープ)   

１０．２４（水）    吉野      自主活動(しぜん観察)         4名           

１１．  4 （日）  伊藤      定例活動(間伐) 柚子狩り        11名           

１１．１７（土）  田代 グリーンシップアクション( ベンチ制作) 15名(東京コカコーラ)   

１１．１７（土）  大手、五十嵐 巣箱掛け(芋煮会)     写真②参照  9名           

１２． 2 6（水）   大手     忘年会                12名           

  朱書き＝東京都主催グリーンシップアクションへの支援活動でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真① 出来上がったベンチ 

写真② 元里仁会長青木さんが提供

してくださったお芋のどっさり入っ

たとん汁で、里の秋を満喫。

写真① 
グリーンシップア

クションで使用す

る、間伐エリアへの

道を補修しました。
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＊今年（２００８年度）４月からの活動内容と今後の予定 

開催月日    責任者  作業内容            参加者数   協賛    

4月 6日(日)    伊藤(倭)   定例活動(間伐、しぜん観察)                  10名           

4月19日(土)    伊藤   定例活動は天候不順で中止         自主活動（作業道補修４名）

4月28日(月)    大手   グリーンシッフアクション(学卒研修)        14名 三菱商事75名参加  
5月 4日(日)    伊藤      定例活動 (間伐)                      ９名                     
5月17日(土)    伊藤      定例活動                                                    
6月 1日(日)    伊藤   定例活動                                                  
6月21日(土)    伊藤      定例活動                                                   
7月 6日(日)    伊藤   定例活動                                                   
7月19日(土)    伊藤   定例活動                                              
7月26日(土)    大手   グリーンシップアクション(親子里山体験)     東京コープ  

8月 3日(日)    伊藤   定例活動                                                    
8月16日(土)    伊藤   定例活動                              

8月(未定)日   大手   グリーンシップアクション(親子体験)                     東京コーラ  

8月又は9月  大手      グリーンシップアクション(未定)                   ニッセイ   

9月 7日(日)  伊藤      定例活動                                                     
9月20日(土)    伊藤   定例活動                              

9月20日(土)    大手   グリーンシップアクション(親子体験)         丸紅     

10月 5日(日)  伊藤   定例活動                               

10月18日(土)   伊藤   定例活動                              

10月18日(土)  大手   グリーンシップアクション(親子里山体験)                 東京コープ 

11月 2日(日)   伊藤   定例活動                              

11月15日(土)   伊藤   定例活動                              

月(未定)日     大手      グリーンシップアクション(未定)            東京コーラ  

(日程外活動)                                           

3月 2日(日)  田代   ふくし祭り準備（提供品作成）        8名           

3月 9日(日)    大手   ふくし祭り準備（提供品作成）        10名          

3月23日(日)    田代   「青梅ふくし祭り」参加           13名           

4月13日(日)    五十嵐  地域交流：高水山不動尊春祭り（獅子舞見学他） 5名           

 参加希望の方は、事務局へ早めに連絡願います。事務局：０３－３３３２－７８６４ 大手 
 
＊広報からのお知らせ 
青梅市で「青梅市・災害補償制度」が可決されました。 
青梅市内でのボランティア活動に対する災害発生時の 
保障が確約されたわけです。ただし、青梅市外での 
活動については保障されませんので、他の地域でボラ 
ンティア活動をされている方は、従来どおり個人で保 
険に加入してください。 
詳細は「広報おうめ 4．20」をご参照ください。 
 
１１／１７の活動で製作した黒山尾根のベンチは、登山客に喜ばれています。 
 
 
 
 

 

いつもの活動場所に

現れた「日本かもし

か」です。 
活動するメンバーの

楽しそうな声を聞い

て出てきた様子。仲間

に入れて欲しかった

のかな？ 
 
写真提供： 
2枚とも伊藤倭夫さん

1日、21日のどち

らかで、活動後に

里仁会との交流会

を予定 


