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１ <林野庁ホームページから>
森林経営管理制度についての情報ページを開設しました
――――――――――――――――――――――――――――――――――
林業の成長産業化の実現と森林資源の適正な管理の両立を図る、新たな制度が始
まります
平成 30 年 5 月 25 日、新たな法律である「森林経営管理法」が可決され、成立しまし
た。平成 31 年 4 月 1 日に施行され、「新たな森林管理システム」がスタートします。
詳細については、下記の URL のホームページをご覧ください。
URL：www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ <コラム> 森林環境教育の現場から(１３７)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
北海道名寄市の保育所の園児たちと「森のようちえん」を行いました。この日は森の
生き物探しです。池の上を旋回するオオルリボシヤンマに「なんでケンカしているの？」
と問いかけてきました。「トンボは何を食べているか知っている？」「虫だよ！この前聞
いた！」「よく覚えているね！その虫を捕まえたり、メスと仲良くなる陣地を守っているん
だよ！」「へ〜・・・」どう理解したかはわかりませんが、その後捕まえたオオルリボシヤ

ンマの美しさに見とれる子どもたちでした。その後は森の昆虫探し、発見したノコギリカ
ミキリに大興奮！「カミキリ虫は飛ぶの？」「じゃこれから飛ばすから飛び方を見てみ
て！」子どもたちのカウントダウンで空にノコギリカミキリを投げますが、うまいように飛
んでくれません・・・すると歩きながら前羽を広げました。「もうすぐ飛ぶから見ていて！」
「飛んだ〜」「何か変な飛び方！」子どもたちの歓声の中ノコギリカミキリは森の中に消
えて行きました。昆虫を触ることを怖がっていた子どもたちも少しずつ触れるようになり
この日の活動は楽しく終了しました。
（森林インストラクター 柳原 高文）
――――――――――――――――――――――――――――――――――
３ <森林・林業白書から> 「日本美しの森お薦め国有林」の重点整備
――――――――――――――――――――――――――――――――――
本事業の初年度にあたる平成 29 年度は、93 か所のうち 30 か所の「レクリエーション
の森」について、環境整備や多言語による情報発信等に取り組んだ。
然別自然休養林（北海道）や猪八重の滝風景林（宮崎県）等においては、多言語の
誘導標識や案内看板を設置したほか、白神山地・暗門滝自然観察教育林（青森県）や
御岳自然休養林（岐阜県）等においては、安全性向上や植生保護の観点から木道や
階段等を補修した。これらの取組の結果、利用者からは、「安全で歩きやすくなった」
等の評価も得ている。
また、それぞれの「レクリエーションの森」の情報については、これまでは管轄する署
等が日本語で情報を整えて各署等のホームページで発信するにとどまっており、「レク
リエーションの森」の存在を知らないと、その森の情報を得ることすら難しいという課題
があった。
このため、平成 29（2017）年度から整備している「日本美しの森 お薦め国有林」のウ
ェブサイトにおいては、日本語に加え英語でも情報を発信するとともに、全国の「レクリ
エーションの森」を統一して紹介しており、どの地方の森でどのような楽しみ方をしたい
かなど、森林の特徴や訪問目的等から該当する「レクリエーションの森」を一括して検
索することができるようになっているほか、環境省が進める「国立公園満喫プロジェクト」
の情報等も掲載していくこととしている。これらの取組により、国内外の観光客等への
情報発信の進展が期待される。
（平成２９年度森林・林業白書 事例から）
――――――――――――――――――――――――――――――――――
４ <樹をとりまくはなし>（１７） .妖怪？宇宙人？キモい実のノニ
――――――――――――――――――――――――――――――――――
娘と沖縄に行き、ホテルの裏を散歩していると、見慣れない植物を見つけました。海
のそばのごみが散らかったうらぶれたコンクリートのすき間のような場所に、イヌビワ風
に生えていました。よく見ると枝先に実のような緑の細長いのがついています。その実
には目のように見える柄がたくさんあり、よく言えばディズニーのリトルグリーンメン、妖
怪で言えば百目。娘も「キモ！何これ」とドン引き。私もミフクラギにかぶれた翌日だっ
たので、あまり触らず写真だけ撮って帰りました。後日、図鑑で調べると、あのキモいリ
トルグリーンメンは、なんとノニ（ヤエヤマアオキ）だったのです。ノニと言えば、ハワイ
の高いノニジュース。テレビでは罰ゲームで「臭い」と飲んでいますが、私は産後かなり

お世話になりました。子育てはハードな仕事です。どんなに疲れていても動かないとい
けません。ノニを飲むとなんか力がみなぎるので、それを機動力にして産後数か月を乗
り切りました。そのノニがあんな場所に生えているとは！自然植生は珍しいとあったの
で、植えたのかもしれません。ああ、キモイなんて言ってごめんなさい。おかげで息子も
娘も私より大きくなりました。道の駅で売っていた干しノニの実を買って帰り、お茶にし
て飲むとやっぱり臭いけど力がみなぎり、子育て中を思い出しました。ノニ、ありがとう。
（森林インストラクター 岩谷 美苗）
――――――――――――――――――――――――――――――――――
５ <イベント情報>
◆白神山地森林の楽校（もりのがっこう）
◆木で遊びつくす！
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆白神山地森林の楽校（もりのがっこう）
世界遺産のふもと、
ぬくもりある木造の廃校活用施設を拠点に、
森林作業や、地元の方によるガイドでブナ林散策、
夜は、ガイドの方との交流会など、
白神山地の自然を満喫する 3 日間です。
秋色の白神山地を満喫しませんか。
お気軽にご参加ください。初心者大歓迎。
【と き】 2018 年 9 月 22 日(土)～24 日(月・振休) 2 泊 3 日
【ところ】 秋田県山本郡藤里町
（秋田県北端、青森県との県境の町）
【内 容】 「小岳」登山、森林作業、ブナ林散策、交流会など
【宿 泊】 白神ぶなっこ教室（旧坊中(ぼうちゅう)小学校）
〒018-3201
秋田県山本郡藤里町藤琴字上坊中 86 番地
http://homepage3.nifty.com/bunakko/
◇宿泊施設に改装してあり、畳の部屋に布団で寝られます。
◇地元の食材をふんだんに使った、郷土料理が楽しめます。
【定 員】 10 名 ※最少催行人数 4 名。
【締 切】 9 月 7 日(金) ※締切日過ぎてのお申込みはご相談下さい。
【主 催】 JUON NETWORK
【費 用】 学生・会員: 27,000 円/一般: 29,000 円
※内訳:
◇参加費（ガイド・指導料、資料代、保険料等）
学生・会員: 12,000 円/一般: 14,000 円

◇宿泊費（2 泊 6 食）: 15,000 円
※イベント中の移動費は JUON で負担いたします。
※集合場所までの往復交通費、温泉入浴代（1 回 300～400 円）、交流会の飲み物代
は、
別途各自でご負担下さい。
※申し込みと同時の入会も可能です。
（年会費が別途必要です。個人会員: 4,000 円／学生会員: 2,000 円）
【日 程】
◆9 月 22 日(土)
１３:４５ ぶなっこ教室集合・開校式
１４:００ 林業体験
１７:００ 温泉
１８:００ 夕食
◆9 月 23 日(日・祝)
７:００ 朝食
８:００ ぶなっこ教室発
９:３０ 登山口着、小岳登山
１２:００ 昼食
１５:００ 登山口出発
１６:３０ ぶなっこ教室着・温泉
１８:００ 夕食、ガイドさんをまじえての交流会
◆9 月 24 日(月・振休)
７:３０ 朝食
８:３０ 世界遺産センター見学
９:００ ブナ林散策：「岳岱自然観察教育林」
１２:００ 昼食
１３:００ 横倉またはがろう峡散策
１５:００ ぶなっこ教室着・解散
└JR 二ツ井駅または大館能代空港までお送りいたします。
※当日の天候や現地の状況により日程を変更することがあります。
【現地へのアクセス例】
あくまで参考例です。
また、当日までに変更になる可能性があります。
各自でご確認のうえ、ご計画ください。
もちろん、自家用車やレンタカーで直接来ていただいても構いません。
JR 奥羽本線「二ツ井駅」から「白神ぶなっこ教室」へのアクセス
◇秋北バス「真名子（まなご）」行
「二ツ井駅前」13:09 発→「湯の沢温泉入口」13:43 着
バス停からぶなっこ教室までは徒歩 1 分です。

└時刻表（1 日 4～6 便）はこちら
http://shuhokubus-gr.co.jp/local/3004/noshiro_9futatsui.html
◆木で遊びつくす！
トークして、ランチして、ワークショップ！！！
ワークショップは
「アオダモ蛍光ペン」
「ナツメで甘さ忘れる」
「ムクロジ石鹸」・・
他アドリブあり。とのこと。
【開催日時】9 月 24 日（月祝） １１:００～１５：００
【開催場所】ドマカフェ
島根県大田市三瓶町志学３４９
http://domacafe.com/archives/65938685.html
【講師】森林インストラクター・樹木医 岩谷美苗 氏
【参加費】 ドマカフェランチ付き ３，８００円
※本ネットワークの「イベント情報」（http://www.shinrinreku.jp/feenet/einfo/）にご登録
いただいたイベントや事務局にご連絡いただいた情報等の中から紹介します。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
☆ 事務局から
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
お盆を過ぎて、暑さも一段落するかと思いきや、昨日はフェーン現象の影響もあり、
新潟県各地で４０℃を超えました。とは言え、確実に秋に近づいているはずです。秋と
言えばイベントも多く開催されると思いますが、森林環境ネットワークのホームページで
はイベント情報の提供を行っています。会員の皆様でしたらイベント情報を掲載できま
すので有効に活用してください。また、本メルマガでも紹介していますので、掲載希望
の方は、事務局までメールでお知らせください。（K）
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☆☆☆ご投稿等は E-mail：feenet_info@shinrinreku.jp までお寄せください。
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