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のの 活動紹介活動紹介

 名称名称 特定非営利活動法人特定非営利活動法人

森林インストラクターしずおか森林インストラクターしずおか

 代表者代表者 理事長理事長 青野ダイチ青野ダイチ

 設立年設立年 平成１２年９月８日平成１２年９月８日

 会員数会員数 ４４２２名（平成２名（平成２６６年年４４月現在）月現在）

団体の概要団体の概要団体の概要

平成２７年２月平成２７年２月 NPONPO 森林インストラクター森林インストラクター しずおかしずおか

11

 県内を中心に、自然観察会の主催とガイド県内を中心に、自然観察会の主催とガイド
＜森で遊ぶ会＞＜森で遊ぶ会＞

 市の委託行事で、自然観察などのガイド市の委託行事で、自然観察などのガイド
＜市民の森・森林教室＞＜市民の森・森林教室＞

 福祉施設で、木の工作や写真集作りなど福祉施設で、木の工作や写真集作りなど
＜森や木と親しむ会＞＜森や木と親しむ会＞

 環境イベントへの参加や、講師の派遣環境イベントへの参加や、講師の派遣

 有度山北麓で里山作り有度山北麓で里山作り

人数は延べ人数は延べ

私たちはこんな活動をしています私たちはこんな活動をしています私たちはこんな活動をしています
私たちは森の案内人私たちは森の案内人私たちは森の案内人

 NPONPO森林インストラクターしずおか森林インストラクターしずおか はは 「森の案内人」「森の案内人」
森林インストラクターの集まりです。森林インストラクターの集まりです。

 緑の地球を守るため、森林について皆さんの緑の地球を守るため、森林について皆さんの知識や知識や理理
解を深める解を深める様々様々な活動を行っています。な活動を行っています。

 森や自然に親しむときに、ご相談下さい。森や自然に親しむときに、ご相談下さい。 森林森林イインストンスト
ラクターの豊かな知識と経験でラクターの豊かな知識と経験で、、より安全で楽しい時間より安全で楽しい時間をを
皆様に提供いたします皆様に提供いたします。。

300300228866講師の派遣講師の派遣

1,61,679793232666655計計

393922研修会研修会

55881133有度山の里山づくり有度山の里山づくり

617617393977イベント参加イベント参加

33949444332424森や木と親しむ会森や木と親しむ会

198198727266市民の森・森林教室市民の森・森林教室

170170474777森で遊ぶ会森で遊ぶ会

一般参加者数一般参加者数
（人）（人）

参加会員参加会員
（人）（人）

実施実施
回数回数平成２６年の活動平成２６年の活動



平成２６年の活動平成２６年の活動２２

47 47 170 170 合計（のべ）合計（のべ）

6 6 23 23 樹木と冬鳥の観察桶ケ谷沼11月
3 3 26 26 自然観察・花炭作り・焼き芋県立森林公園11月
6 6 23 23 自然観察・ザリガニ釣り・クラフト佐鳴湖公園7月
12 12 38 38 樹木観察とフタバアオイ苗進呈駿府城公園6月
5 5 16 16 花の小田貫湿原を歩く小田貫湿原5月
8 8 20 20 川根路の桜と巨樹の探訪川根周辺4月
7 7 24 24 樹木と冬鳥の観察桶ケ谷沼1月

会員会員
一般一般
参加参加

主な内容主な内容場所場所実施月実施月

71 71 
7 7 

13 13 
11 11 

13 13 
10 10 
17 17 
会員会員

40 40 

196 196 68 68 合計（のべ）合計（のべ）

40 40 12 12 1010月月1212日分の実施日分の実施1月
20 20 8 8 自然観察・自然観察・しめしめ縄作り縄作り12月

15 15 バウムクーヘンバウムクーヘンとと木の名札作り木の名札作り11月

台風で延期（１月に）自然観察・木の実のバスケット作り自然観察・木の実のバスケット作り10月
21 21 7 7 自然観察・木の実の動物作り自然観察・木の実の動物作り9月
31 31 11 11 自然観察・マイ箸作り自然観察・マイ箸作り6月
44 44 15 15 自然観察・野草の天ぷら自然観察・野草の天ぷら5月
人数人数家族数家族数
参加者数参加者数

主な内容主な内容実施実施月月

高山市民の森・森林教室高山市民の森・森林教室高山市民の森・森林教室

森で遊ぶ会森で遊ぶ会森で遊ぶ会

31331333浜松市浜松市浜松花と緑の祭浜松花と緑の祭10月

6176173939合計（のべ）合計（のべ）

2552551111静岡市静岡市産業フェアしずおか産業フェアしずおか12月

141444藤枝市藤枝市ドングリイベントドングリイベント9月
33藤枝市藤枝市環境月間・県民大会環境月間・県民大会6月

661010静岡市静岡市ドングリイベントドングリイベント5月
292955浜松市浜松市ドングリイベントドングリイベント5月

33藤枝市藤枝市ふじえだ環境・自然展ふじえだ環境・自然展2月

来訪来訪
者数者数

参加参加
会員会員

場所場所行行 事事 名名実施実施月月

イベント開催、出展イベント開催、出展イベント開催、出展

333344井川・巨木の森観察会井川・巨木の森観察会10月

3003002288合計（のべ）合計（のべ）

141422桶ケ谷沼・木の実の観察会桶ケ谷沼・木の実の観察会11月

6060５５静岡市・環境学習ツアー静岡市・環境学習ツアー9月
101101５５富士・宝永山トレッキング富士・宝永山トレッキング8月
7777８８富士山・山野草観察会富士山・山野草観察会8月
1515４４井川・巨木の森観察会井川・巨木の森観察会5月

参加参加
者数者数

参加参加
会員会員

場場 所所 とと 行行 事事実施実施月月

講師の派遣講師の派遣講師の派遣

NPONPO 森林インストラクター森林インストラクター しずおかしずおか



花盛りのクワの木を見る。「地味な花ですが花盛りのクワの木を見る。「地味な花ですが．．．．．．」」

ズミズミ

サラサドウダンサラサドウダン

クワ（雄花）クワ（雄花）

ヤブウツギヤブウツギ

羽化したばかりのオオミズアオ羽化したばかりのオオミズアオ
（これは、おまけ）（これは、おまけ）

森で遊ぶ会（事例）森で遊ぶ会（事例）森で遊ぶ会（事例）
間ノ岳間ノ岳

浜松浜松

静静岡岡

富士富士 三島三島

富士山富士山

５月２０日（火）５月２０日（火）

小田貫湿原小田貫湿原

３３

湿原の草花には少し早湿原の草花には少し早

かったが、様々な木の花かったが、様々な木の花

を見ることができた。を見ることができた。



４４
間ノ岳間ノ岳

浜松浜松

静静岡岡

富士富士 三島三島

富士山富士山

１１月３０日（日）１１月３０日（日）

桶ケ谷沼桶ケ谷沼

「この木はつつじの仲間でナツハゼと「この木はつつじの仲間でナツハゼと
言い、ブルーベリーの親戚です」言い、ブルーベリーの親戚です」

沼の上を群舞するカモ達を見上げる沼の上を群舞するカモ達を見上げるアオハダが黄葉を沼に映していたアオハダが黄葉を沼に映していた

今年２回目の桶ケ谷沼。今年２回目の桶ケ谷沼。

今回は紅葉の盛りで、色今回は紅葉の盛りで、色

づいた木々と沼を埋めるづいた木々と沼を埋める

水鳥の眺めを楽しんだ。水鳥の眺めを楽しんだ。ハゼの紅葉がハゼの紅葉が
鮮やかだった鮮やかだった

怪しげなキノコ「アカ怪しげなキノコ「アカ
イカタケ」を見つけたイカタケ」を見つけた

森で遊ぶ会（事例）森で遊ぶ会（事例）森で遊ぶ会（事例）



５月１１日（日）５月１１日（日）

静岡市静岡市 高山高山
市民の森・森林教室（事例）市民の森・森林教室（事例）市民の森・森林教室（事例）５５

僕も天ぷら料理にチャレンジ！僕も天ぷら料理にチャレンジ！

色々なツツジがちょうど見頃だった色々なツツジがちょうど見頃だった

新緑や様々な花を見なが新緑や様々な花を見なが

ら森を散策、集めた野草やら森を散策、集めた野草や

木の芽を天ぷらにして皆で木の芽を天ぷらにして皆で

食べる人気のイベントだ。食べる人気のイベントだ。

「アチチ～、でもおいしい」「アチチ～、でもおいしい」
散策の収穫物を天ぷらに散策の収穫物を天ぷらに



９月１４日（日）９月１４日（日）

静岡市静岡市 高山高山

展望台から伊豆半島が遠くに望めた展望台から伊豆半島が遠くに望めた

木の実を使ったマスコットを作りでは、子ども達の発想の豊かさに驚かされた木の実を使ったマスコットを作りでは、子ども達の発想の豊かさに驚かされた

６６

秋の花々を楽しみながら秋の花々を楽しみながら

の森林散策。午後は色々の森林散策。午後は色々

な木の実を使って動物のな木の実を使って動物の

マスコットを作った。マスコットを作った。

花盛りのクサギ花盛りのクサギ

ツルリンドウツルリンドウ

市民の森・森林教室（事例）市民の森・森林教室（事例）市民の森・森林教室（事例）



森や木と親しむ会森や木と親しむ会森や木と親しむ会７７

平成２６年平成２６年

浜松市内の社会福祉施設で、お年寄りを浜松市内の社会福祉施設で、お年寄りを

対象にしたこの活動が、この１０月に２００回対象にしたこの活動が、この１０月に２００回

目になった。新聞にも取り上げられた。目になった。新聞にも取り上げられた。

4343394394野草、樹木のアルバムと
木のクラフトづくり

毎月２回、
計２４回

参加参加会員会員
（のべ）（のべ）

参加者数参加者数
（のべ）（のべ）

内 容実 施 日



イベント参加（事例）
（産業フェア）

イベント参加（事例）イベント参加（事例）
（産業フェア）（産業フェア）

１２月６～７日１２月６～７日８８
間ノ岳間ノ岳

浜松浜松

静静岡岡

富士富士 三島三島

富士山富士山

静岡静岡 ツインメッセツインメッセ

大勢の人で賑わう我々のブース大勢の人で賑わう我々のブース

松松ぼっぼっくりに、色々な木の実を飾りつけるくりに、色々な木の実を飾りつける ジュズ玉にヒモを通してジュズ玉にヒモを通して．．．．．． 細かい作業だ細かい作業だ

熱ペンでお気に入りの画を描く熱ペンでお気に入りの画を描く

大きな大きな松松ぼっぼっくりを使うミニクリスマスツリーくりを使うミニクリスマスツリー

作りが人気だった。他にも、ウッドバーニン作りが人気だった。他にも、ウッドバーニン

グの名札づくり、ジュズ玉のブレスレット、木グの名札づくり、ジュズ玉のブレスレット、木

のコマ作りなどで、大いに賑わった。のコマ作りなどで、大いに賑わった。



間ノ岳間ノ岳

浜松浜松

静静岡岡

富士富士 三島三島

富士山富士山

巨木の森（井川）巨木の森（井川）

５月２４日（土）５月２４日（土）９９

シロヤシオとトウゴクミツバツツジの競演に見入るシロヤシオとトウゴクミツバツツジの競演に見入る

どっしりとしたツガの巨木の下でどっしりとしたツガの巨木の下で

可憐なヤマイワカガミ可憐なヤマイワカガミ

妖精のようなギンリョウソウ妖精のようなギンリョウソウ

見頃になったシロヤシ見頃になったシロヤシ
オと新緑を求めて、井オと新緑を求めて、井
川巨木の森を訪ねた。川巨木の森を訪ねた。

講師の派遣（事例）
（静岡市・巨木の森観察会）

講師の派遣（事例）講師の派遣（事例）
（静岡市・巨木の森観察会）（静岡市・巨木の森観察会）



ここは会員の「遊び場」、ビオトープ作りに精を出すここは会員の「遊び場」、ビオトープ作りに精を出す

頼もしい我らの樵隊、いざ出陣頼もしい我らの樵隊、いざ出陣芋煮をやって、身も心も温まる芋煮をやって、身も心も温まる

平成２６年平成２６年 間ノ岳間ノ岳

浜松浜松

静静岡岡

富士富士 三島三島

富士山富士山

有度山北麓の里山づくり有度山北麓の里山づくり有度山北麓の里山づくり１０１０

5858有度山北麓（静岡市）整地、ビオトープ作り、植樹など月１～２回、計１３回

参加会員参加会員（のべ）（のべ）実施場所内 容実 施 日


