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概要と特徴 特集記事 表紙のイメージ

会員ジャーナル創刊号（2007年1月発行） 森林トラスト運動の取り組み
〈概要〉
 ＊平成18年の未来の森・函館
�  春の植樹祭、秋の育樹祭の状況報告
 ＊茨木の森・月形
新たに取得した山林として、概要紹介と

�  現地調査の結果報告
〈特徴〉
＊情報提供などによる会員との接点の役割
 �を担う会員ジャーナルの創刊号
＊当会や主な事業の概要報告と紹介など
 �創刊号の要素が散りばめられている
会員ジャーナル第2号（2008年1月発行） 森林トラスト運動と森の働き
〈概要〉
＊平成19年の未来の森・函館 春の植樹祭、
� 秋の育樹祭の状況報告
＊平成19年の茨木の森・月形の育樹祭の状
況報告と寄贈いただいた茨木時子様から
� の書状を紹介（竹内伸悟様代筆）
〈特徴〉
 ＊表紙の背景に迫力あるハーベスタを採用
＊石狩鍋の復活プロジェクトを 「はつらつ
� 北海道」のコラムで紹介
 ＊会員紹介コーナーで当別町の阿部様登場
会員ジャーナル第3号（2009年1月発行） 二酸化炭素と森林トラスト運動
〈概要〉
＊奈良県の茨木時子様から寄贈のされた
�  茨木の森・月形を詳細に報告（片山理事の手記）
＊未来の森・函館の概要紹介、20 08年の
� 植樹祭と育樹祭の状況報告
＊濱田の森・砂川、第58回全国植樹祭跡地
保全事業、第6 0回北海道植樹祭、レター
� グッズ事業などの活動報告
〈特徴〉
＊世界規模で重要視されている地球温
 �暖化に焦点を当て、特集に取り上げた
会員ジャーナル第4号（2010年1月発行） 森林トラスト運動と森と木のおはなし
〈概要〉
＊茨木の森・月形と未来の森・函館の概要と
 �これまでの経緯などを紹介
 ＊2009年の茨木の森・月形の活動報告
 ＊2009年の未来の森・函館の活動報告
 ＊その他の事業報告
第58回全国植樹祭跡地保全事業、第60回

   北海道植樹祭、レターグッズ事業の概要
〈特徴〉
 ＊表紙が背景に「緑の募金」の助成を受け、間
 �伐が進む茨木の森・月形の様子を適用

�森林トラスト運動と森の働きの概要と関連を
�イラストと文字で紹介
� ＊森林の働き
� ＊森林トラスト運動のステップ
� ＊森林トラスト運動と森林の働きの関わり

�イメージ図で紹介
� ＊森林トラスト運動とは
 �＊当会の森林トラスト運動の取り組み
� ＊森林トラスト運動による期待される効果
� ＊石子彭培理事長の森を大切にする心と
�� 森林トラスト運動に対する意気込み

�森林トラスト運動にかかわる以下の概要を

森のささやきは、当会の現状、活動記録、運営方針などを

「当会の歴史を懐古する」「変遷を辿りながら今後の当会

なお、各号の森のささやきは、活動や動向などとも に、
てください。
を探る」の糸口など、さまざまな場面でこの総集編をお役立

に創刊号が発刊されました。
その後、正会員、賛助会員をはじめ、個人や企業、団体な

そこで、森のささやきの集大成として、創刊号から第9号

当会ホームページでご覧いただけます。”北海道に森を創

の概要を総集し、当記念号の特集といたしました。伝える媒体として、NPO法人に認定された翌年の平成19年

節目の「発刊10周年記念」を迎えることができました。 る会”でも検索できますので、ぜひともご活用ください。
挨拶」とともにお手元に届くように年一度の発行を継続し、
パイプ役として、皆様の協力を得ながら「理事長の新年の

� ＊森林トラスト運動の展開
� ＊光合性と二酸化炭素発生の仕組み
� ＊地球温暖化に対する世界、日本、北海道、

どのパートナー、ご支援やご協力をいただいた方々との

 森林トラスト運動による森づくり効果と二酸化
 炭素による地球温暖化の相関を概念図で説明
� ＊森林の働き

� ＊道民の森に生息する生物と木の営み
� � 「道民の森ボランティア」が作成した
��  親しみの持てる小冊子により紹介

�� 当会のそれぞれの動きと対応

�森づくりと様々な生物による環境保全に関
�する貢献について、イラストで紹介
� ＊森林トラスト運動のステップ
� ＊森林の働き
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概要と特徴 表紙のイメージ

会員ジャーナル第5号（2011年1月発行）
ー創立5周年記念号ー

〈概要〉
＊当会のNPO法人認定前の準備室を含む
� 下記の概要や経緯、あらましなどを写真を � ＊森林トラスト運動のステップ
� 写真を添えて紹介  �＊森林の働き
未来の森・函館、茨木の森・月形、濱田 � ＊私たちがすすめていること
の森・砂川、全国植樹祭跡地保全、どろ

� �亀さん記念植樹‥
〈特徴〉
＊創立5周年にあたり、改めて当会の足跡

�  を一覧表に整理

会員ジャーナル第6号（2012年1月発行）
〈概要〉
 ＊道民による道民のための森林フォーラム
 �＆コンサートの紹介と開催状況の報告
2011国際森林年記念行事で、当会が発
起人会や実行委員会の中心的推進役と

 � なり開催した結果、508人を集客
  ＊平成23年の活動報告
〈特徴〉
＊同フォーラム＆コンサートの様子を、写真
 �などにより臨場感豊かに紹介

会員ジャーナル第7号（2013年1月発行）
〈概要〉
 ＊平成24年未来の森・函館の活動報告
 ＊平成24年茨木の森・月形の活動報告
＊当会が参加した道民の森開催の「北海道
森づくりフ ェスタ」 と「 2 2世紀の森」の各
 �植樹祭の活動報告
 ＊平成25年の行事予定と事業展開紹介
〈特徴〉
 ＊深刻なエゾヤチネズミの被害を受けた
未来の森・函館の経緯と調査結果、被害
 �対策、予防対策対策などを詳細に報告
会員ジャーナル第8号（2014年1月発行）
〈概要〉
 ＊平成25年未来の森・函館の活動報告
＊北斗市の合併記念事業「野崎公園陣屋街
道桜並木づくり」にエゾヤマザクラ 15 0本
� 贈寄、植樹参加の様子を表紙を含め紹介
 ＊道南の樹木と歴史の見聞ツアーの報告
＊月形町のサクラ植樹会参加と桜の苗木
50本の寄贈、月形樺戸博物館の見学、

 �篠津囚人墓地参拝などの活動を報告
〈特徴〉
 ＊対外支援や森づくり枠外の活動が中心
会員ジャーナル第9号（2015年1月発行）
〈概要〉
＊森林・樹木葬に関する活動として、講習会
 �とセミナー開催の状況を報告
 ＊平成26年未来の森・函館の活動報告
 ＊平成26年茨木の森・月形の活動報告
 ＊茨木の森・八雲の現地調査の報告
＊「えりも町元気の森」植樹＆十勝森林探
 �索ツアーの活動報告
 ＊平成27年度の主な予定と今後の展望紹介
〈特徴〉
 ＊随所に当会の設立10周年事業の紹介

��＊当会の取り組み
��＊北海道の動き
��＊日本の主なの動き
��＊世界の動き
��＊国際森林年とは
�「国際森林年・2011」の動きなどを紹介
�に開催した国連森林フォーラムで宣言された

エゾヤチネズミの被害と重ね合わせ、木の

2006年開催の国連総会決議を基に、2011年

当会「目的 と思い」を文字とイラストにより、
森林トラス ト運動と森の働きを関連づけ、
創立5周年記念 当会の「目的と思い」

特集記事

国際森林年と当会の取り組み

� �なお、今回のネズミ被害は、水分や
� ＊葉、幹、枝、根、皮などの構造と役割
� ＊太陽、空気、水、土などの役割

 ~こうして、木はおっきくなるんだ！~
樹木の成長 

�以下について説明

� ＊樹木葬墓地の特長
� ＊樹木葬墓地とは
成熟社会で注目の「樹木葬墓地」を探る

アイヌ文化に学ぶ「北の大地の森づくり」
当会設立10周年を機に、北海道の礎で先住
民族のアイヌ民族と北海道と関わりを解説
� ＊アイヌの歴史と北海道
� ＊アイヌの文化と森づくり
� ＊道内の主なアイヌ関連施設の紹介

 �＊成果および考察
 �＊経緯、被害状況、対策の概要
 エゾヤマザクラを紹介
で全滅の危機を回避した未来の森・函館の
中川函館支部長のリーダシップと当会の総力
 克服した未来の森野ねずみ被害

� ＊樹木葬墓地の現状と今後

   ＊イランカラプテのキャンペーンの紹介

桜の木は残った!! 

�育てる集い」が作成したイラストで紹介
成長する仕組みを「NPO法人新山川草木を

�� 推定も可能な内容
�� 養分が上る幹の導管損傷が要因との



 1. 未来の森・函館
�（1）春の植樹祭（5月23日）
��・ハナミズキの植栽
��・野ねずみ被害木の補植

��・下刈り、冬囲い、野ねずみ対策など
��・記念植樹用表示板の整備

  ＊北海道内に森林・樹木葬モデルの早期確保
  ＊北海道内における森林・樹木葬の普及と定着

 2. 茨木記念の森・八雲

 3. 北海道内「元気の森」の支援

���順次整備中で、現在179カ所に設置済み

 ①インターネットのホームページが開設いたしました。
� トップページ、当会概要、活動紹介、会報（森のささやき）
� 役員名簿などがご覧いただけます。ご利用ください。

 ③以下の3名の方が新たに入会しました。
� 木田和子様(森町)､山越元様(岩見沢市)
� 佐藤和弘様(札幌市)
　札幌市中央区北４条西５丁目1（北海道林業会館５階）

　　電話／ＦＡＸ     (０１１）５２２-６５７０ 創刊号から第3号の頃は試行錯誤の連続でした。
　　Ｅメール          ｍｏｒｉｏｔｕｋｕｒｕ＠nifty.ｃｏｍ

　　ホームページ   http://www.moritukuri.org/

にあり、発想の転換が必要と感じているところです。

 3. 北海道植樹祭の参加（5月15日）
���北斗市のきじひき高原で開催予定

＊平成28年春に、総面積4．00hrのうち、高林齢のスギ、

＊新たな森の利用形態として、墓石の代わりにすでに

�＊今後、他の市町村の「元気の森」の支援拡大を検討

に出会い、作業の手が止まったことはありませんか？
森のささやきの創刊号から10年間担当した私にとって、
この総集編の編集作業は、このような心境に浸りながらの楽し
い時間でもありました。
思い起こせば、石子理事長から新任事務局長の私に 「当

しかし、実際に取り組んでみると素人にはかなり荷が重く、

�皆様の情報提供やご支援、アドバイスなどをお願いします。

��を行う植樹祭の開催予定（上記”事業計画”を参照）

担当：岡田 範（連絡先 090-7087-24741)

 ②電話／FAXが、下記番号に変更になりました。

���������������������（現地調査団の面々）�����������������������（現状把握と今後の構想を検討）

��・現地調査（7月29日、9月7日）

�皆様は、引っ越しや部屋の片付けなどの途中で懐かしい物

��＜元気の森とは＞

ブナやミズナラなどに針葉樹のスギを加え、針広混交

森とのふれあいや森の中での実体験を通じて、子供
達の 「生きる力を育てる」を目的とした北海道庁水産
林務部の取り組み。平成17年度から全道の市町村に

＊その跡地は、道南の森林に広く分布している広葉樹の

 3. 丸一山の会植樹祭（5月15日）

 1. 未来の森・函館
�（1）春の育樹祭（5月15日）
��野ねずみ対策材の除去、スギ林の間伐、記念樹の整備

�（2秋の育樹祭（10月）
���野ねずみ対策、下刈り�他
 2. 茨木の森・八雲
�（1）主伐（4月）
���高齢級のスギおよびトドマツの約3.00HA
�（2）植樹祭（5月14日）

会の情報誌発行」を打診され、軽い気持ちで引き受けました。

その後、皆様に支えられながら、正に「十年一日の如く」
森のささやきを発行してまいりましたが、このところマンネリ状

特に、当初は事務局長も情報誌制作も未経験状態で、

 4. えりも町元気の森（6月26日） ＊手始めに、えりも町庶野の「元気の森」における平成26

��・故福岡研也理事，赤澤正二氏を偲ぶ記念植樹

������������（勢ぞろいの参加者記念撮影）���������������（こども園の良い子もお手伝い）

������������（広い未来の森で野ねずみ対策）��������������（10年前の表示板をリニューアル）

＊”北海道に森を創る会”などで検索できます。

����������（植樹祭の参加により元気の森に貢献）�������（樹木葬候補地の植樹祭に参加）

年春の広葉樹植栽に続き、平成28年春に「バットの木」
��のアオダモを子供達と植栽予定

 1. 森林・樹木葬

 2. 茨木の森・八雲

◆お知らせ◆ ◆編集後記◆

 4. えりも元気の森（6月上旬）
���アオダモの植栽（アオダモの会と連携）

�  ある森林を、墓標として活用するドイツ型を指向

���跡地の更新（針葉樹、広葉樹の混交林造成）

�（2）秋の育樹祭（10月23日）

トドマツ人工林の約3.00h rを皆伐し、跡地に補助事業に
��よる造林を予定（森林組合に委託）

＊跡地造成の手始めに、皆様と予定地の一部に造林作業
��林による里山林の造成を目指す

平成２８年度の事業計画 平成２７年度の活動報告 

今後の事業展望 


