
植樹場所　：　フォレストステーション波賀（兵庫県宍粟市波賀町上野　1.0ha）

植樹予定　：　平成 30 年 4 月 15 日（日）

申込方法　：　最後のページを御覧ください

　ゆく春を惜しみつつ、夏への期待感に胸を膨らませるこのごろです。株主の皆様に

おかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

　さて、平成 28 年度「揖保川源流の森　植樹会」を無事終えましたことをここに御

報告いたします。今年の植樹会は生憎の曇り空のもとでの植樹会となりました。

　本年度も株主の皆様のご協力を経て、約 600 本の植樹をする事ができました。来年

度の植樹会に向けて、育苗にも取り掛かっております。

　今後も御協力の程、宜しく御願いします。
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佐土原会長よりメッセージ

「今できること」

　この「兵庫ドングリ千年の森をつくる会」の活動に初めて参加したのが今から 15 年前でした。

「何のために？」と考えながら参加していたことを懐かしく思います。

　そんなきっかけでドングリを植え始め、活動を行い、自分自身に子供ができ子供の成長過程

の中で日頃の生活では体験できない事を体験できるのがこのドングリの活動ではないかと思う

ようになりました。

　今回の植樹会はいかがでしたか？

　毎年参加して頂いている株主の皆様はご存知とは思いますが、例年にない大変な植樹会でし

た。植樹より金網の設置時間の方がはるかに長く、予定していた時間も超過していました。ただ、

参加された皆様が互いに助け合い「そこ持って！」「もうちょっと下に」と声を掛合い、初めて

会う方同士で協力し合う姿を見て改めてこの活動の大切さを感じました。「人と人」「地域と地域」

が繋がる活動を今後も続けて参りますので、御協力の程よろしくお願いいたします。

　最後に、今年度をもちまして「兵庫ドングリ千年の森をつくる会」会長の役割を終えさせて

頂きます。

　任期中は皆様のお力添えをいただき無事に努めることが出来ましたことを心よりお礼申し上

げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 29 年 5 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐土原　大輔

　□ 当会の活動が表彰を受けました。別頁にて御報告いたします。（写真下段左より 2番目）
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どんぐり拾い

どんぐり拾いは、県立明石公園において大勢の株主の皆様に御参加頂き実施致しました。

□　日　時　：　平成 28年 10 月 16 日（日）　午前 10時～ 12時

　季節が夏に戻ったかの様な暑さの中、晴天に恵まれ今回も子供からお年寄りまで大勢の方々

に御参加頂きありがとうございました。

　A 班～ D 班の 4 班に分かれ、広い明石公園内のあちらこちらでどんぐりを拾い集めていただ

きました。今年は、場所によって落ちているどんぐりの数が違う様で各班の収集量に大きな差

がありました。

　また、他所で収集したどんぐりを持参していただいた株主の方々の御協力により、昨年同様

に大量に集まったと思います。

　今後の植樹会において、株主の皆様に植えていただけるように大切に育てていきたいと

思います。

〈どんぐり拾いに参加された方々〉

㈱ Jina サロン，大石総合保険事務所，カワムラサイクル，金曜会，水厚会，

宍粟ボーイスカウト，すみれの会，タンポポの会，東芝エレベータ㈱，

東芝エレベータプロダクツ㈱，濱口商店，浜ゆうの会，姫路南プロバスクラブ，

みどり会，リベラ，一般参加

協力会社他　計 140 名　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　※五十音順，敬称略
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「どんぐり拾い」の風景
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御協力ありがとう

ございました。

　　　 スタッフ一同



「どんぐり拾い」に参加して

6

　平成 19年 10 月に長崎転勤以来、9年ぶりの参加となりました。懐かしい方にお会い出来た

こと、また秋晴れの中、老若男女を問わずただひた向きに地面とにらめっこしながらドングリ

拾いを堪能しました。拾い集めたドングリの中には既に芽が生えているものもあり、ドングリ

の生命力に感心させられました。

　A ～ D チームに分かれて競い合いましたが、残念ながら私が所属した D チームは 2 位であり

ました。優勝した B チームの皆様おめでとうございます！全チームで約 250kg 相当のドングリ

を収集できた事は本当に喜ばしい事ではないでしょうか！

　これからは、収集したドングリのお世話をして頂いて次回の植樹会になります。これもひと

えに運営に携わって頂いた役員の方々の力と結束力ではないでしょうか！本当に有難うござい

ます。

　　我々の手でドングリ千年の森を目指しましょう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮内　正通

　かつて、見たことのない光景だった。大粒のドングリが、あたり一面ゴロゴロと転がり、あ

るドングリは横になったままトンガリから地面に向けて芽を出し、またあるドングリはトンガ

リを地面に突き刺し、根付いていた。大収穫に満足した一日でした。

　　少し持ち帰って畑に埋めました。青春の芽吹きが楽しみです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河原田　円三

 



「どんぐり拾い」に参加して Ｎｏ２．

77

 
 

 
  

 



８

植 樹 会

本年度も、昨年同様に揖保川源流の森にて株主の皆様により植樹会を実施致しました。

　今回も株主の方々や地元の皆様の御協力のもと、事故もなく無事植樹会を終えることができま

した。

　来年に向けた準備も進めておりますので、次回の御参加も宜しく御願い致します。

　　□　日　時　：　平成 29年 4月 10日（日）　午前 10時～ 12時　

〔植樹会に参加された方々〕

Aチーム

　　濱口グループ ,水厚会 ,浜ゆうの会 ,姫路南プロバスクラブ ,花梨 ,タツミ産業㈱

Bチーム

　　須磨琴 ,タンポポの会 ,東芝エレベータ㈱ ,東芝エレベータプロダクツ㈱

　　日本ボーイスカウト宍粟 1団カブスカウト隊 ,みどり会 ,すみれの会

Cチーム

　　八幡なかよしクラブ ,㈱ BN リブート ,金曜会 ,一般

Dチーム

　　㈱阪神ＮＴＮ ,樫本グループ ,山城グループ ,一般

Eチーム

　　光洋商事㈱ ,神戸センチュリーライオンズクラブ ,材木グループ

　役員及び協力会社（兵庫ベンダ工業㈱，㈱サングリーン，テクノプロ㈱ )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　185 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※順不同，敬称略
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「植 樹」の風景１
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「植 樹」の風景２

御参加ありがとう御参加ありがとう
ございました。ございました。

スタッフ一同スタッフ一同

波賀市民局   様
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下草刈り
日　時　：　平成 28 年 7 月 9 日（土）　

場　所　：　フォレストステーション波賀にて

　今年も下草刈りを行いました。

近年、植樹を行ったドングリの苗木が新芽の出てきた頃に鹿の被害に遭い、苗木の生育に影

響が出ていました。参加者の方々には小雨が降り足元の悪い中、下草刈りや鹿除けネットの

補修及び金網設置を行いました。

「植樹会」に参加して

森田　英仁くん

濱水　建希くん 濱水　一希くん
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「いきものにぎわい企業活動コンテスト」

URL http://mizumidori.jp/ikimono-nigiwai/ 
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お知らせ

兵庫ドングリ千年の森をつくる会の29年度の予定　

・　フォレストステーション波賀下草刈

・　株主募集

・　明石公園ドングリ拾い

・　植樹会

【印刷】〒 651-2181　神戸市西区曙町１０７０　あけぼのの家　TEL：078-927-2727

株主の申込は下記の４つの申込方法があります。

氏名・住所・電話番号・申込株数をお知らせください。
株主の申込方法株主の申込方法

①郵送による方法

郵送先　〒673-0893　明石市材木町 4-18

　　「兵庫ドングリ千年の森をつくる会｣事務局

　　　ＴＥＬ　０７８－９１３－２３８５

② FＡＸによる方法

　ＦＡＸ　０７８－９１３－２３８５

③郵便局から振込み用紙で申込む方法　

　口座番号　００９４０－９－１３２５４１

　加入者名　どんぐり千年の森をつくる会

④メールによる方法　

メール　techno@techno1988.com

数と植えた場所がすぐわかるように管理し

ていきます。

☆株主になると順番に株主名簿に登録され、

株主名簿は場所ごとに整理し永久に保存し

後世に伝えます。

★毎年一人一株 500 円は、山に植える苗が一

人で育つようになるまで 5 ～ 6 年間の下払

いなどの育成管理費や植樹会などの連絡費

に使います。

☆ドングリ株主制度は、ひとり１本のドング

リ株主をたくさん集めて、西日本の自然植

生である常緑広葉樹の森を再生していく仕

組みです。

　

　ドングリの森づくりは「今できること　私

たちにできること　そして未来につながるこ

と」の発想から生まれた身近な環境づくり活

動です。ふるさとの豊かな自然は、今生きて

いる私たちの「未来を想う心」でつくられます。

★あなたの苗木を植える時には、日時と場所

を連絡いたしますので、ぜひご参加くださ

い。ご都合で欠席される場合は、他の参加

者が代わって植えますのでご了承ください。

☆あなたが植えた苗木はあなたのものですが、

特別の場合を除いて、勝手に切ることはで

きません。

それはこの制度の趣旨が切らない森をつく

ることだからです。

★株券は、あなたの子供や孫など大事な人に

引き継ぐことができます。その際は、株主

の名義を変更しますので、事務局までご連

絡ください。　　

☆植える山は国や市町村から借用しますが、

個人の山に植える時は「ドングリ協定」を

結んで植栽し、後世に引き継いでいきます。

★会ではあなたが生涯に植えるドングリの株

ドングリ株主制度の概要ドングリ株主制度の概要

平成 29年７月 15日

平成 29年 8月 1日～ 9月 1日の予定

平成 29年 10月８日

平成 30年 4月 15日


