NPO 法人 やまぼうし自然学校
ニューズレター
201７年度 夏・秋号（11 月 1５日発行）
きのう、今日、あした。自然とともに生きる暮らし方を見つめていきます。

楽しい試作♪
9 月 29 日（長野校）

＊＊＊代表理事のひとりごと＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊加々美貴代（がみちゃん）

「SDGs」
、ご存知ですか？耳慣れない横文字略称が蔓延し、何
が何やら分かり悪いですよね。LED と AED を間違えたり。
国連が 2015 年 9 月に、2030 年に向けて新たに設定した「持
続可能な開発目標」のことです。17 の社会課題を示しています。
その社会課題の解決は、個人だけでも企業だけでも、日本だけで
もできません。個人は勿論ですが、世界規模での連携が無いと達成はできません。
地球温暖化が問題視されて久しいですが、改善どころか悪化の一途をたどっていま
す。自分にできることから行動をおこすことが大切です。17 の目標は個別では解決
できない事が多く、全てはつながっています。
「森」は多くの課題とつながっていま
す。
「森」をフィールドに「森」が活動の中心にある「やまぼうし自然学校」だから
こそできる行動を、今から、そして未来へ！
―わたしたちは春夏秋冬、長野本校と埼玉校・東京校で活動しています―

スタッフよりひとこと
保母 裕美（ほぼちゃん）
この夏のサマーキャンプ 4 コース、40 名近い小学生と過ごした 4 日間は緊張
と楽しさの毎日でした。私のやまぼうし業務経験をフル活用し、さらに職員同
士の連携や会員インタープリターさんの活躍によって、子どもたちの気持ちと
手をつないだような気がします。皆さんありがとうございました！
古川 明美（けみちゃん）
浴衣を着て花火見物。縁側でスイカを食べながら種飛ばし。市民プールで泳い
だ後にアイス・・・ここ数年すっ飛ばしていた夏の風物詩を、久しぶりに楽し
めた年だった。こんな日本の文化、やっぱりいいなぁとしみじみ。人に自然の
楽しさを伝える立場として、自分自身が日々のこういった小さなことを楽しめ
る暮らしを今後もしてきたい。
小菅 彩（こあちゃん）
台風や大雨で落ちた緑色のどんぐりを袋いっぱい拾ってきました。虫食いも割
れもないピカピカ帽子つき緑どんぐり。乾かせば茶色になってしまうけどクラ
フトにはピッタリの上物どんぐりがたくさん取れました。
平林 丈嗣（ひらりん）
7 月の中旬に集中豪雨が降った。根子岳の北側の登山道の一部が大きく削られ
て通行禁止になった。えぐられた登山道は大人の背よりも高い所があった。い
ったいどれ位の水が流れたのだろう。自然は常に人の想像を絶する、だから怖
ろしい、だから楽しい。
山田 梨加（なっしー）
腹時計（ボランティアの後にお昼ご飯をご一緒に）でクーヘン用の竹とりへ。
快く参加してくれる方々に感謝。このような方々のおかげで、活動できている
のだなと改めて実感。
石川 順子（じゅんこさん）
数年前にできた駅チカの保育園。園庭はほとんどないけれど、
建物の外に何種か実のなる植栽が。
初夏に実をつけてた「ジューンベリー」は晩秋には紅葉がきれいなんだよ！
こっそりネームプレート掲げたい！
仲川 好乃（よっちゃん）
所沢でまさかの遭遇、きつねです。
オオタカやフクロウなども生息し貴重な植物や昆虫など見られる
豊かな自然が残っている里山なのできつねがいてもおかしくはないのですが、
所沢で見るのは初めてで嬉しくなっちゃいました。
太田 明子（ずけちゃん）
「みなとくん！こっち！」と船に乗り、荒波の後、怪獣たちの世界へ。そこは、
カラフルなお家が建っては壊されまた建って。３歳児が我が子を荒々しい遊び
の世界へと誘ってくれて、なんと楽しく何と楽チンな休日のひととき…
松尾 信子（まっつん）
5 月より繁忙期のお手伝いをはじめ、10 月より職員としてお世話になること
になりました。東信、北信エリアはまだまだ知らないところがいっぱい。自然、
町、文化、人々、美味しいもの…開拓していくのがとっても楽しみです。
発行：特定非営利活動法人 やまぼうし自然学校
住所：〒386-2204 長野県上田市菅平高原 1223-5751
TEL：0268-74-2735 FAX：0268-74-2795
Email：info@yamaboushi.org
URL：http://yamaboushi.org

嬉しいお便り紹介～秋の森で♪きのこ狩り＆きのこ料理～
2017 年９月２４日（日）実施
今年も沢山の参加者の方を迎えて行われたきのこイベント、参加者の方から嬉し
いお便りを頂きましたのでご紹介いたします。
小菅さん・なっしーさん・職員の皆様へ
この間のきのこ狩りの時はありがとうございました！あの時の参加者、き
のこ大好き小学生、光田雛です。新しい野生きのこをとり、食べるという
レアな経験も出来て、本当にありがとうございました！
また、今年は茂木さんに松茸の秘密を教えていただき、きのこ名人達にも
「生きた」きのこ情報をいただき、今年一番楽しい一日でした。
今日メールをしたのは先日のきのこ狩りのお礼をしたかったのとは別に二
つお礼・報告をしたくて失礼しています。
①名人（西牧さん）
（今年は稲の収穫でお孫さんと遅れてきた）に私がずー
っと憧れていた「ベニテングタケ」が「菅平牧場のあたりにはえている」
と教えてくださり、イベントの後、行ったら、見ることが出来ました。嬉
しくて、ワクワクして、これもやまぼうし自然学校のおかげです！ありが
とうございます。
②2 年連続できのこ狩りに参加させていただき、親切に色々な事を教えて
いただいたおかげで夏休みの自由研究が国立科学博物館の筑波実験植物園
で行われた「きのこ展」に展示されました。今年は「あの「物語」のきの
こ達」というテーマで、アンパンマンの中のカビルンルンや「美味しんぼ」
のトリュフの回などの作品中のきのこ達が紹介され、そんな中、私が作っ
た「ヒナ イン きのこワールド」という「アリス イン ワンダーランド」
のパロディで様々なきのこの生態系を紹介した作品が展示されました！こ
れも、やまぼうし自然学校の皆様のおかげです。
長くなり、すいません。今から来年のきのこイベント。たのしみです。雪
の季節も近づき、寒くなりますが、風邪をひかないでいつも「元気いっぱ
い」のやまぼうしの皆様でいてくださいね！

千曲川ネイチャーカヤックツーリング
2015 年から行っている会員企画イベント。今年は「アウトドアおやじが教え
る自然と触れ合う休日」と題して 4 つのイベントが企画されました。
第 1 弾は田中崇さん企画「千曲川ネイチャーカヤックツーリング」。
カヤックはやってみたいけどなかなか機会がなかったという参加者が多く集
まりました。中にはずっとカヤックをやってみたいと思って 10 年越しに遂に
叶った！という参加者も。
午前中は流れの緩やかな場所で練習。
パドルの漕ぎ方や、曲がり方など
教えてもらい自由に乗りました。
午後はいよいよ流れのある川へ。
上田から坂城町まで約 2 時間のコース。
白い水しぶきを浴びながら皆さん
思いっきり楽しみました。

カヤックが終わった後は皆さんの絆も
強くなっていました。
また参加したいという声も！
来年も開催予定。ぜひご参加ください！
文・小菅

彩

草木染、何で染めたでしょ～か？

国府台女子学院 小学部五年生
光田雛

編集・平林
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原人キャンプ

サマーキャンプ ㏌ 信州

●8 月 13～15 日 3 泊 4 日全テント泊●
夏に 1 コースだけの全テント泊の特別キャンプ。
今年もたくさんの子どもたちが初めての体験をしました。
３日間毎食自分たちでご飯を
作りました。
最初はうまくできなかった
包丁や火おこしも 3 日目には
かなり上達しました。

渓流釣りにもチャレンジ！！
なかなか釣れなかったけど
昼食に食べたイワナはとっても
美味しかった！！

草原の中をお散歩。
色んな花が咲いていたり、
バッタや蝶を追いかけたり・・・

菅平コース

●8月1日~22日 全5コース3泊4日●
今年で15回目のサマーキャンプin信州。
2017年度は、計235人の子ども達が遊びに
来てくれました！
このキャンプの最大の特徴は、「楽しさを
与える」のではなく、「楽しさを自ら生み出
し、仲間と共に創る」こと。それを実行でき
るための仕掛けを、プログラムの其処此処に
ちりばめています。例えば、初めの会でいきなり
「これがルールだから守ってね！」とは言わず、
子ども達が自分たちでルールを作ります。
大人が押し付けたルールより、自分たちで考えたルールの方が自然と「守ろ
う！」という気持ちになるようです。
キャンプでは定番の焚火料理も「これを作
りなさい」とは言わず、目の前に並べられ
た野菜を見て自分たちでメニューを考え
ます。できあがった料理は、大人顔負け！
「スープに隠し味でカレーを少し入れた
んだよ」
「包丁使うのはじめてだったけど、
がんばった～！」
森遊びでも、、最低限の道具のみを用意し、
後は子ども達まかせ！すると飛び出る遊
びは、本当にバリエーション豊か！何よ
り、自分たちで苦労して作った遊び場で
は、本当に楽しそうに遊ぶのです。最後の
日は、どこか自信に満ちた表情で帰ってい
きました。

キャンプ最後のご飯は流しそうめん！
そうめん以外にもトマトやジェリー
ビーンズなどいろんなものが流れまし
た
文・小菅
３

彩

文・古川
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明美

首都圏講座報告

賛助会員レポート

森を楽しむ講座 2017
新設＜街の樹めぐりコース＞を抜粋でご紹介

やまぼうしには陰で支えてくださっている賛助会員さんがたくさんいます。
そんな賛助会員さんの近況や、やまぼうしへの思いをお聞きしました。

大好評の森めぐりコースに続き、4 月から緑も史

やまぼうし自然学校との出会い
中塚

跡も楽しむ新コースを開講。9/26 実施の第 4 回は
日比谷〜東京駅周辺をめぐりました。

愛子

やまぼうしとの出会いは、2003 年の森林インストラクター養成講座に参加したこ
とからです。高速道路の運転が苦手で、ドキドキしながら運転して行った事を思い出
します。講座では初めて体験すること、学ぶことが多く、いつもワクワク！行くのが
とても楽しみでした。森林インストラクターの資格は取るのに 5 年かかりました。
長かった・・・。
その間に、飯山市の森林セラピーの森の案内人養成講座に参加して、森の案内人に
なりました。講座終了後、講座に参加していた人が中心となり、会をつくり、森林セ
ラピーの普及につとめています。主な活動としては、年 2 回、市と障害者の居場所づ
くりをしている NPO 法人共催で開催している、森林セラピーの体験会「森が癒すコ
コロとカラダ」で、森の案内を担当しています。他は、交流会として近くの森歩きを
したり、年に 1 回、研修会を行っています。森へ行って元気になれた。という人が増
えるといいなーと思っています。

スタートは日比谷公園。
首都圏に住んでいれば一度は訪れているであろうスポット
ですが、「すみずみまで歩いたことないわ」という声が聞か
れました。お濠端を通って明治生命館へ。

やまぼうしの森林インストラクター養成講座に参加して、楽しい！という体験が出
来た事、それが私の原点になっています。今はなかなかイベントに参加できませんが、
「ニューズレター」を見て元気をいただいています。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

明治生命館から丸の内仲通りに抜け丸の内ブ

中塚さんが講座を受講さ
れた 2003 年は、森林イ
ンストラクター養成講座
ガイダンス参加者 270
名、講座受講者 110 名と
一番多い時期でした。
受講生同士のつながりも
強く、今でもインプリ会
員として活躍して頂いた
いている同期生も大勢で
す。
文・加々美 貴代

リックスクエアへ。公開空地制度を利用した都市
緑化が注目されるスポットです。レンガ造りの三
菱一号館にグリーンが映えます。

日本郵便がはじめて
つくった商業施設
KITTE。郵便局の木
「タラヨウ」が植樹さ
れています。

東京駅の修復時には 1 万本、向かいの丸ビルの新築の際には、5 千
文、写真・石川順子
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本あまりの松杭が地中から発見されたといい、現物が丸ビル内に展示
保存されています。

６

【長野校】森でモリモリ遊び隊

【埼玉校】フォレストキッズ
5 月 20 日 フォレストキッズ始まりです

４月

初めの会

今日の１品 これも擬態

目隠しトレイル

６月１0 日 日和田山初ルートに挑戦
火おこしに挑戦

６月

パンケーキ

自己紹介でこれから
遊ぶ仲間を知ろう

遊び隊キャンプ

根っこの階段慎重に下りました

日和田山

7月8日

テント完成！

９月

おいしくできるかな？

ドラム缶風呂
いい気持ち～♪

根子岳ピクニック
9月9日

登山日和！

山頂でのお弁当は格別‼

ひもで何を釣るのかな？

八国山で虫取り公園の水路でザリガニ釣り

みんな頑張りました
文・小菅
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森を抜けると田んぼがあり畔で遊びました。

彩

水中生物観察中(^o^)

文・仲川 好乃
今日の１品 なんだかかわいいね

ザリガニゲット
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教員の嫁・よそ者暮らし～新潟市編～

主催イベント情報
戸隠スノーシュー

里の森がすっきり元氣になって、その土地のお米や
お野菜が元氣に育って育てる人も食べる人も元氣にな
るその中心にあるのは、子育て世代のお母さんと、子
育ての智恵をたくさん持つおばあちゃんの笑顔。そん
な氣が満ち満ちるといいな！と、藪刈りしながらそん
なことを考えてます。
（写真１：ササを刈るのは、散髪
写真１

して頭がすっきりしていく感じ。
）

菅平のブナを見に行こう

戦後７０年を迎え、『「日本はどんな国であるべきなの
か？」という論議から、「そもそも、日本はどんな国な
のか？」に関心が向かっている』というとある学者の言
葉は、豊かな“自然”を次世代につなぐためには、
日本という土地が育んできた“自然観”から何を学び、
写真２

どんな日本にしたいのか、おとなたちは行動しなければ

お寺で手前みそ作り

ならない、というメッセージのようです。（写真２：越
後平野に広がる田んぼ）空が明るい日には、鋏を手に森

文・太田

明子

に入る日々です。

草木染、何で染めたでしょ～か？

答え

答え

A． 吾亦紅（ワレモコウ）
鉄媒染
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B.

茜（アカネ）
上：無媒染
下：アルミ媒染

ワイルドジビエ料理体験～いのち、いただきます～

C.

五倍子（ゴバイシ）
上：鉄媒染
下：銅媒染
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東京校イベント情報
・多摩丘陵自然観察会
晩秋の小田急沿線ウォーキング、身近な自然や点在する文化財を再発見‼
とき：11 月 24 日（金）
集合：小田急線・鶴川駅 北口 9:30
コース：六地蔵 ～ 万松寺谷戸 ～ 小野路城址 ～ 小野神社～
～＜昼食・里山交流館＞
～関屋切通し ～ 一本杉公園 ～
～鎌倉古道 ～ 旧小野路宿 ～解散・里山交流館
参加費：4500 円 ランチ付き バス代は自己負担となります。
募集：２０名（先着順）

・横浜元町自然観察会
おなじみの横浜元町をディープに散策。自然・史跡・グルメ…横浜元町で
再発見！
とき：2018 年 １月 26 日（金）10:00-14:30
集合：JR 京浜東北線・根岸線 石川町駅改札
コース：石川町駅～イタリア山庭園～山手公園～港の見える丘公園～
～アメリカ山公園～元町（予定）
参加費：4500 円 ランチ付き
募集：10 名様 先着順
※神奈川シニア大学校（10 名）と共催です

新設しました！

団体・法人会員

地球の温暖化が顕著な昨今、個人のみならず団体・企業とも連携し、
よりよい社会を目指す自発的な行動が求められています。社会貢献活動や
社員研修の一環として「森」をフィールドやキーワードとした取り組みを行う
団体・法人も増えています。やまぼうし自然学校は、「森」を活動の中心に捉
え、人と自然、人と人を繋ぎ、それらから派生する広がりを促進し、活動して
います。
皆様の団体・法人でも、自然体験活動を取り入れた社会貢献活動や社内行事、
各種イベント・レクリエーション、社員研修を導入しませんか？
ご要望に応じたプログラムの企画・実施のお手伝いをいたします。
また団体・法人会員も併せて募集いたします。
□□社員福利厚生・レクリエーション活動をしたい
□□社員研修をしたい
□□社会貢献活動をしたい
今年度 4 社様がご入会されました。次号から 1 社様ずつご紹介します。
No1 加勢造園株式会社
東京都渋谷区
No2 株式会社プラセス
長野県安曇野市
No3 株式会社 SAC
長野県小布施町
No4 有限会社東北ランドスケープ 宮城県仙台市
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４・５・６・７・８・９・10 月の実施事業
当法人をご利用いただき誠にありがとうございます。
今後も人と森とをつなげる活動を広げていきます。
■体験学習
5月
中央区立佃中（5/11・12）松本市立梓川中（5/12）東京学芸大学附属竹早中（5/15）むさ
しの学園小（5/16・17）武蔵野東小（5/16・18）伊那市立東部中（5/17）中央区立銀座
中（5/17・18）日本女子大学付属豊明小（5/18）大田区立徳持小（5/22）安曇野市立穂高
東中（5/23）我孫子市立我孫子中（5/26）我孫子市立久寺家中（5/26）中央区立日本橋中
（5/29）明治大学付属明治中（5/31・6/1・2）
6月
大田区立池上小（6/1）宝仙学園中（6/1）深谷市立岡部中（6/1・2）我孫子市立白山中（6/1・
3）葛飾区立立石中（6/2）我孫子市立湖北中（6/4・6）郁文館夢学園（6/5・6・15・17・
7/16・17・25・27）葛飾区立中川中（6/6）東京共育学園高（6/6）穎明館中（6/7）葛
飾区立葛美中（6/7）大田区立おなづか小（6/8）葛飾区立堀切中（6/8）柏市立柏第四中（6/8・
9・10）葛飾区立東金町中（6/12）葛飾区大道中（6/14）港区立白金の丘中（6/14）大田
区立入新井第四小（6/15）葛飾区立青葉中（6/15）葛飾区立四ツ木中（6/16）葛飾区立奥
戸中（6/19）葛飾区立小松中（6/20）葛飾区立上平井中（6/22）大田区立矢口小（6/26・
27）葛飾区立一之台中（6/27）自由学園女子部中（6/28・29）葛飾区立綾瀬中（6/29）
7月
葛飾区立常盤中（7/3）須坂市立高甫小（7/4）深谷市立深谷中（7/4・5）上田市立第二中（7/5）
上田市立本原小（7/6）国立音楽大学附属小（7/6）佼成学園中（7/11）葛飾区高砂中（7/12）
須坂市立日滝小（7/13）筑波大学付属中（7/18・19）桐光学園中（7/18・19）所沢市立
西富小（7/21）駒込学園中（7/21・22）所沢市立清進小（7/21・22）暁星中（7/22・
23）光塩女子学院中（7/22・24・29・31）所沢市立若松・並木小（7/23・24）豊島岡
女子学園高（7/23・25）所沢市立北秋津小（7/24）日本大学第二中（7/24・25）上尾市
立上平北小（7/25）川越市立大東西小（7/25）ふじみ野市立上野台小（7/25）富山県立福
岡高（7/25・26）久喜市立砂原小（7/26）光塩女子学院高（7/26・8/2）豊島岡女子学園
中（7/27・29・31・8/2・4・6）川越市立霞ケ関小（7/28）所沢市立椿峰小（7/28）城
西川越中（7/28・29）
8月
中央大学附属横浜中（8/4）開智学園（8/21・22・10/26）日本体育大学荏原高（8/22・
23・24・25）埼玉教育委員会（8/23・25）
9月
明治学院大（9/4・6）葛飾区立双葉中（9/8）葛飾区立水元中（9/11）小布施町立栗ケ丘小
（9/13）葛飾区立新小岩中（9/14）葛飾区本田中（9/21）葛飾区立金町中（9/27）葛飾
区立新宿中（9/28）葛飾区立桜道中（9/29）
10 月
日出中（10/4・5・6）葛飾区立亀有中（10/6）大田区立久原小（10/10）葛飾区立青戸中
（10/12）ノートルダム清心女子大学付属小（10/12）
■体験学習・出前授業（東京）
新宿区立愛日小学校（5/17）
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４・５・６・７・８・９・10 月の実施事業
■講座
上高地ネイチャーガイド養成講座（4/9・27・5/13・１４）
森をたのしむ講座 森めぐりコース/街の樹めぐりコース（東京・4/13・２７ 5/11・25 6/８・
22 7/13 9/28 10/12・26）24 6/7・28・7/6 8/24・25・9/5・27 10/11・
森林インストラクター養成講座（東京・4/２2・23 5/20・21 6/10・11 7/1・2 8/5・
6 9/16 10/22）インタープリター養成講座（5/3・7・6/28・9/3・6・10/15・21・
22）神奈川シニア大学入門コース（東京・4/12・26 5/10・25）彩の国シニア大学専科コー
ス（東京・5/10・17 6/21 9/20 10/4）
■イベント
山菜イベント（4/29）GreenGift（5/20・6/3・9/24）逗子・神武寺自然観察会（5/26）会
員企画イベント リバーツーリング（6/10・11）高尾薬王院自然観察会（東京・7/7）ボタニカ
ル・ラボ（8/26・10/28）会員企画イベント 親子釣り教室（9/２）きのこイベント（９/24）
会員企画イベント ボナペティ（10/21・22）鎌倉散在ケ池自然観察会（10/20）
■遊び隊・フォレストキッズ・キャンプ
遊び隊（4/22・23・5/20・21・8/26・27・9/9・10）森あちょび（5/20・8/26）フォ
レストキッズ（5/20・6/10・7/8・9/9・10/7）サマーキャンプ in 信州説明会（6/1７）遊
び隊キャンプ（6/17・18・24・25）サマーキャンプ in 信州（8/1-8/13・8/16-8/22）原
人キャンプ（8/13-8/16）遊び隊祭り（10/15）
■委託・講師
くつかけマルシェ（4/2）黒川ネイチャーボランティア（東京・4/2 5/7 6/4 7/2 8/6
9/3 10/1）指導者委員会（4/14）さくら入学式（4/14）もりで子育て検定（4/15）さくら
フェスタ（4/16）外あそび事務局ネット会議（4/20）春のキッズフェスタ（5/22）ゆめの森ク
ラブ発足会（5/11）わらべ館森遊び（5/13・8/12）緋の滝ガイド（5/14）ワラビ調査（5/15・
22・27・6/2・8・14・19・27・7/3・７）カンタベリー社員旅行（5/19）皇居観察会ガイ
ド（5/23）丸子コスモス大学（5/25・6/19・8/28・9/4・22・23）伸光製作所（5/27）
長野県植樹祭（6/3）みどりの体験塾（6/3・8/5・10/1）カントリーフェスティバル（6/3）
ゆめの森クラブ（6/8・22・7/13・8/24・9/14）CONE 地域フォーラム実行委員会（6/21・
7/5）アイオレシート講座（6/25）かんぽ生命寄付授与式（6/27）菅平保育園森遊び（6/29・
10/20）上田市教育委員会野外活動（7/1）信州大学国際交流課（7/8）長小学校 PTA（7/15）
川口ラグビー（7/16）信州山の日フェスタ（7/23）ありんこクラブ（7/29）NBS イベント
（7/29・30）富田様登山（7/30）いつでもクラフト（8/1）みどりの少年団指導者スキルアッ
プ研修会（8/10）エフェクト登山（8/11）上松屋クラフト（8/14・15）根子岳看板設置（8/28）
野外力検定（東京 10/8）森林審議会現地検討会（9/12・13）造園業研修（9/13・14）松川
草木染め（9/18）高尾研修センター（東京・9/19）アイオレシート講座（10/6・7・8・9）
中部森林管理局研修（10/11）森・ふれあいフェスタ（10/13・14）森の学校（10/14）フォ
レコン in 信州上田（10/21）長和町子育て支援センター（10/21）住吉が丘育成会（10/28）
秋のキッズフェスタ（東京・10/28）
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４・５・６・７・８・９・10 月の実施事業
■事務局（会議・出店・協力・参加）
上高地ガイド協議会研修委員会（4/5・5/12・1９・9/19・10/2）菅平小中学校入学式（4/6）
腹時計（4/10・11・17・9/12・10/2・3・5・16）学習協会議（4/11）SBC ラジオ電話
出演（4/11・10/31）環境審議会会議（4/25・5/24・9/19・10/19）FM 善光寺出演（4/28）
UEDA VERTICAL RACE-太郎山登山競走-コースボランティア（5/3）峰の原 MiNe（5/11・
25・6/22・8/10・24・9/3・10・10/12・24）ワンパク大学日本美容専門学校合宿（5/17・
18・19・24・25・26）小諸水オオバコ保全協議会（5/20・6/4・7/23・9/2・10/9）別
所線と走ろう（5/20）JON ミーティング（5/22・23）理事会（5/28）戸隠森林植物園ボラ
ンティアの会笹刈り（5/29・9/15）戸隠ふれあいの森植樹祭（6/11）根子岳、四阿山高山蝶・
植物パトロール打合せ会議（6/13）信州森フェス（6/24・25）学習協真田支部総会（6/27）
キャンプ配宿会議（6/30）長野県環境保全研究所セミの抜け殻調査（8/6・7）遊林会チッパー
作業・レンタル（9/3・9/27）大明神沢橋修理（9/5）人権を考える集会（9/15）菅平中学校
文化祭（9/15）連携フェス実行委員会（9/22）クロマメノキパトロール（9/26）CONE 指導
者委員会（東京・9/26）外あそびネットワーク会議（9/28）菅平小学校運動会（9/29）根子
岳登山道確認（10/4）ずくだせ感謝祭（10/9）学習協会議（10/20）科野大宮竹チッパー
（10/24）ESD 研究会（10/28）根子岳登山道笹刈り（10/31）
■事務局（東京/会議・協力・参加）
CONE フォーラム実行委員会（4/7 5/7 6/7 6/16・17・18 9/20 10/16）野外力
検定ガイドブック編集委員会（6/19 7/11 9/6
10/4）アウトドアチャレンジ体験普及
資料作成チーム会議（5/24 6/22 8/31 10/4） アウトドアチャレンジグランドスラム in
浅間実行委員会（6/19 7/13 9/4 9/8・9・10） ゆめ基金事業教材開発運営委員会
（5/24 6/7 10/4）シニア大学全国協議会（9/11）キッズフェスタ実行委員会（5/16）

NPO 法人やまぼうし自然学校とは***************
長野県の菅平高原に本部をおき、
「森とつながり、森とともに生きることのできる人を
育てる」をミッションとして体験学習・キャンプ・いつでもガイドなど、人と森、人
とひとをつなげる活動を展開しているＮＰＯ法人です。1995 年に発足し、2000 年
に長野県では環境系第一号の NPO 法人として認証されました。2004 年には東京支
部、埼玉支部も発足し、
“森でつながるいのちのわ”を広げています。
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