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　公益信託「みのお山麓保全ファンド」は四季折々に美しい箕面のみどり豊かな山麓を守り・育て

活かすために、山林所有者や市民の活動を資金面から応援（助成）する仕組みです。

◆申請受付期間： ◆助成対象となる事業の期間：

　８月１日（木）～８月３０日（金） 　平成25年4月1日～平成26年3月31日

◆助成金額： ◆助成の流れ：

○一般助成・・・１件あたり２５万円以内　 　受付（8/1～30）⇒

○特別助成（ハード整備） 　運営委員会助成決定（9月下旬）

・・・１件あたり25万円超～500万円以内 　⇒助成（１０月中旬）

山道の手入れ

下記の内容などを対象に活動を募集しています。新しい活動にチャレンジしてみませんか！

　【２０１３年２月期「一般助成」の実績】

★ 山林所有者（自然緑地等指定同意書提出者）による活動を助成

　　　　件数：５１件、金額：４,８９３,９００円を助成

＊山林整備サポート（ボランティアによる山の手入れ）要請件数：２０件

★ 市民団体等による活動を助成

件数：１４件、金額：２,００５,２００円を助成

＊申請書式等は、ホームページ（検索：山なみネット）をご参照ください。

＊申請書の書き方や相談など、お気軽にＮＰＯ山麓委員会事務局までご連絡ください。

山地美化・クリーンハイキング       自然観察会

写真展示会

 公益信託｢みのお山麓保全ファンド ｣助成 ８月期募集！ 

山麓の学習・調査・研究 
植生調査・ 

学習の場の提供など 

里山の管理 
下草刈り、ツル切り 

除・間伐など 

山の幸づくり 
木材・炭・キノコなどの 

生産・加工など 

山道の手入れ 
補修・枝払いなど 

里山の自然保護 
生態調査・整理・報告など 

里山文化の育成 
伝統行事・展示会など 

山林防災・保安 

利用モラル向上 
不法・迷惑行為防止 

ルールづくりなど 

里山とのふれあい 
ハイキング・観察会・講演会

音楽会など 

人材育成 
研修・養成講座の開催など 

山林の管理・活用 
境界確認など 

交流事業 
発表会・交流会の開催な

資金確保 
啓発や募金活動など 



　ひぐらしの声、せせらぎの音、キャンドルの灯、たそがれどきの箕面

の森で、ゆったりとした気分で楽しいひとときをすごしましょう♪　
森のミニコンサートでは、モダンフォルクローレの「石田　浩正」さん

アイリッシュフルート＆ハープの「hatao＆nami」さんなどが出演。

やさしいメロディと、ここちいいサウンドが森にひびきわたります。

箕面山の保全活動の紹介の他、ビアカフェもあります。箕面の地ビール

生を片手に、ライブ演奏をお楽しみください♪（飲料は有料）

　▼ 日時：７月２８日（日） 午後７時～９時ごろ ＊雨天中止

　▼ 場所：箕面公園昆虫館前の広場　 　▼ 参加費：無料

　箕面キャンドルロード２０１３・・・１９時～２１時
　箕面大滝ライトアップ・・・日没から２２時

▼ 第１３回　夏の夕暮れ「箕面の森の音楽会」 ＊雨天中止
８月２4日（土）　午後４時30分～７時（予定）
箕面公園瀧安寺前広場　いやしのポップスや山の活動報告

　箕面ビジターセンターは夏でも涼しく、最高気温は２７℃位で平地より約５℃低く快適です。「夏休み工作
教室」や「川の中の生き物の観察会」など楽しいイベントを企画しています。ご家族でご参加ください。
▼夏休み　森の工作教室 ▼川の中の生き物の観察　＊雨天中止
８月４日（日） １１日（日） ２５日（日） ８月１０日（土） 12：30～15：00ごろ

１２：３０～１５：００ごろ ＊少雨決行 ビジターセンター近くの箕面川に入って
木切れや木の実などの自然素材を使って、ビジターセンターの 川の中の生き物を楽しく観察します。
講義室で自然工作をしましょう！夏休みの宿題工作に最適です。 ▽費用：100円

　小学生以下無料
▽申込：当日受付30名
▽持ち物：
 ぬれてもいい履物など

▼自然観察ツアー　＊少雨決行
８月１7日（土） 12：30～15：00ごろ

政ノ茶屋園地近くの森をゆっくり歩いて
野鳥や夏の植物などを
楽しく観察しましょう。

▽費用：100円　小学生以下無料 ▽申込：当日受付30名 ▽費用：100円
★問合せ：ＮＰＯ山麓委員会：090-1133-3615（事務局） 　小学生以下無料

又は箕面ビジターセンター：072-723-0649 ▽申込：当日受付15名

　梅雨が明け気温の上昇とともに、「ナラ枯れ」の病
原菌を運んでくるカシノナガキクイムシ（カシナガ）
の活動が活発になり、今までになく多くの被害木が確
認されています。
環境省「特定保護群落」に指定されている「滝安寺の
シイ林」でも、今年は多くの被害が発見されています。

オスが出した集合ホルモンによりメス

が飛来するのを粘着シートで捕獲 作業の様子

★ドングリのなる木に、左の写真のような穴が
　空いていたり、根元に木クズが散乱している
　のを発見したら、被害木の場所をNPO山麓

　根元に木クズが散乱    ツマヨウジが入る位の穴 　委員会まで連絡をお願いします。

【同時開催】

 ひぐらしの声を聞きながら！ 箕面の森の守りびとの集い 

 夏でも涼しい♪  箕面ビジターセンターの夏休みイベント！ 

 「ナラ枯れ」被害が、急速に拡大しています！ 



 森林浴100選に選ばれた箕面の森の効能を活かし、人のココロとカラダの健康維持・増進を図ることを目的

とした森林セラピー事業に取り組んでいます。セラピーアシスターは、森の持つチカラを理解し、依頼者に
とってのセラピー効果が最大限になるように援助し森での癒しを導きます。

▼受講料：6,000円▼定員：20名▼事前説明会　11/4（祝）

▼養成講座 ＊詳細は、ホームページをご覧ください。

① 11/10（日）森林セラピーとは／午後フィールド実習

② 11/17（日）自然・生態系／午後フィールド実習他

③ 11/24（日）心と身体／午後はフィールド実習他

④ 12/ 1 （日）箕面学／午後はフィールド実習他

⑤ 12/14（土）コミュニケーション／午後フィールド実習

＊   1/11（土） 試験

▼申込み メールまたはＦＡＸでＮＰＯ山麓委員会事務局まで

 里山を守り、育て、活かす活動に参加しよう！ 放置され暗く茂った里山の手入れをして、生き物が多様な

明るい森に！ 里山をよみがえらせる“理論や技術”を楽しく学びましょう！

▼講師：服部保兵庫県立大名誉教授・森林インストラクター など　

▼定員：20名（先着順　9/15締切）

▼受講料：3,000円（全5回）

▼スケジュール（予定） ＊詳細はホームページをご覧ください。

①   9/21（土）里山の基本知識／箕面の森の観察

② 10/  6（日）里山の植生入門／実習・里山の植生調査

③ 10/19（日）里山の管理入門／実習・里山の管理

④ 11/  2（土）森林生態学入門／里山の自然観察

⑤ 11/24（日）講義・里山活動の実際／修了式等

▼申込み：メールまたはＦＡＸでＮＰＯ山麓委員会事務局まで

　箕面の山間・山麓部で「シカの食害」により貴重な植生が損なわれるなどの被害の他、農林業にも多くの

被害が発生しています。又、林床が裸地化すると大量に雨が降った時に土砂が流失にする恐れもあることから

シカの頭数増による食害は、生態系の保全のみならず私たちの生活にも影響しかねない課題となっています。

＊清水谷防鹿ネット内外の植生 ＊定点カメラの設置の様子 ＊定点カメラに写ったニホンジカ

　植生保護の対策として、清水谷では防鹿ネットを設置して貴重な植生を保護しています。ネット内ではモメ

ンヅル（大阪府レッドデータブック掲載）などが復活し広範囲に繁茂していますが、ネットの外ではシカに食

べられています。＊定点カメラ設置によるシカやイノシシなどの哺乳類の生息調査なども行っています。

防鹿ネットの設置は限定的なものであり、手間も費用も多くかかることから、本格的な保護管理計画の実施が

求められており、行政と市民が｢協働｣で、対策実施のための計画作りに取り組んで行きたいと思っています

【山とみどりの市民イベント】研究フォーラム：１０月２７日（日）みのお市民活動センターで行います。

 第３回 森のセラピーアシスター養成講座  ～受講生 募集中～   

  「 みのお森の学校 」 里山再生入門講座 ～第９期生 募集中～ 

  「 シカの食害」対策 研究フォーラム ～10月27日（日）開催～  



　毎年1,000円以上寄付をしていただける「箕面の森の守りびと」(山麓ファンドサポート会員)を
募集しています！ 箕面のみどりを守り・育て・活かす活動に ご協力をお願いします！

＊｢箕面の森の守りびと｣には、シールや定期的な通信をお送りいたします。
☆加入方法 手続きは簡単です。お近くの郵便局でお振り込みください！
【口座番号】００９６０-５-３１８１７０【加入者名】みのお山麓ファンド

・歯医者さんにも「箕面の森の守りびと」
になっていただいています。窓口で「た
きのみちゆずる」が出迎えてくれます。

・売上の一部を「山麓ファンド」に募金

する仕組みの「みんなで守ろう！箕面の

里山！」の自動販売機を設置できる所 募金支援の自動販売機

を探しています。 （昆虫館前）

▼ ｢箕面の森の守りびと｣会員 嶋村葉子さま他　個人の会員 ・・・246,600円

▼ ・・・  22,592円

NPO法人とどろみの森クラブ・１JYOスポーツ ・・・  18,086円

▼ イベントでの募金 山なみ景観写真集実行委員会・箕面の森の音楽会 ・・・  20,365円

▼ 募金箱　その他 園芸高校協力/花苗配布・募金箱など ・・・  18,772円

▼ インターネット募金 ・・・  26,786円

▼ 企業・団体からの募金 阪急電鉄・阪急阪神 未来のゆめ・まちﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ・・・187,748円

▼ 学校・園での募金 幼稚園 ・・・    5,373円

▽ 別途、箕面市の「ふるさと寄附金」（山麓保全） ・・・  82,000円

★いただいた募金は、市民や山林所有者による山麓保全の活動に使われます。 計 ・・・629,952円

　

　ＮＰＯ山麓委員会は、５月２６日に第１２回「定期総会」を開き、新年度の事業計画を決めました。

▽重点的に実施する事業

　○情報の共有化とＰＲ・広報の強化 ○情報の共有化と意見交換のによる新しい活動の場づくり

　○山林所有者との関わり強化 ○資金の循環の仕組みづくり　○人材育成と活動組織の育成

　来年１月をめどに、ＮＰＯ山麓委員会の事務所を阪急箕面駅前（箕面文化・交流センター/サンプラザ１号

　館２Ｆ）に移転し、山麓保全活動の発展・継承をめざしていく予定です。

▽定期総会で下記の役員が選任され、総会終了後の理事会で代表、副代表が互選されました。（順不同、敬称略）

　代表理事･･･稲井信也（新任）　副代表理事･･･角山年昭、鹿島幸子（以上、再任）、藤井卓雄（新任）

　理事･･･中瀬重幸、本多孝、竹田光廣、米田和男、池田文三（以上、再任）、成瀬英夫、下西まき

　村上竜太（以上、新任）監事：山内一浩（再任） 顧問：越田恒人（新任） 事務局長：高島文明（再任）

 ＮＰＯ法人 みのお山麓保全委員会　〒562-0013　箕面市坊島4-5-20 みのお市民活動センター内

 電話&FAX：072-724-3615 携帯電話：090-1133-3615 

 メール：yama-nami@yama-nami.net 

 ホームページ： www.yama-nami.net（検索：山なみネット）

 ＊箕面の山麓保全情報のポータルサイト「みのお山なみネット」

 ＊ＮＰＯ山麓委員会は,山麓保全ファンドの募集・ＰＲ・申請受付

　 などの事務の他、活動の相談や支援などを行っています。 

歯医者さんの窓口

（粟生外院）

みのお山麓保全ファンド

募金支援　自動販売機

ＧiveOneＮＰＯオンライン寄附サイト

箕面ネイチャールーム倶楽部

「箕面の森の守りびと」募集中！ 

 公益信託「みのお山麓保全ファンド」募金実績 期間 1月～6月 

 四季折々に美しい箕面の里山を、次世代に残すために 
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