
 

  

第 16回 ひろしま「山の日」県民の集い 

ｉｎひがしひろしま 活 動 報 告 

  

 

開催日：平成 29（2017）年 6 月 4 日（日） 

主 催：ひろしま「山の日」県民の集い実行委員会、中国新聞社、中国放送 

主 管：ひろしま「山の日」県民の集い東広島市会場実行委員会  



■全体概要 

参加延べ人数：約 500人（来場者は約 300人） 

 6 月 4 日（日）今回 16 回目を迎えた“ひろしま「山の日」県民の集いは、メイン会場を初の島開催、大崎上島町の

神峰山とし、県内 13 市町 14 会場で開催されました。 

東広島市会場は、第 1 回のメイン会場として連続 16 回目の開催となりました。 

梅雨入り直前の憩いの森公園多目的広場はカラッと快晴のなか、東広島市内の小学生、中学校の生徒会、高

校生、大学の留学生、企業やボランティア団体などのグループや個人・家族連れ、また、広島市内の建設会社も

ホームページ等で催しを知り遠方からはるばる来場さるなど、多彩な参加者が源流の山「龍王山」の中腹にある森

林公園に集いました。 

山の手入れには賀茂地方森林組合の職員や、西条・山と水の環境機構に所属する酒造会社の社員などの指

導により、小・中・高校生グループや企業や行政の団体・家族が参加して水源の山「龍王山」中腹の湧水「龍王の

名水」付近の荒れた森林を整備した。県・市からのご来賓やオブザーバーも率先して山に入られました。また、会

場となった憩いの森公園で活動したり利用している様々なグループが提供するプログラムにより、地元の東広島

みどりの少年団の団員と、地元の市民・家族が初心者向けの登山教室で龍王山山頂まで登ったり、森や芝生広

場といった自然の中で、野鳥観察やネイチャーゲームを楽しんだ。開会式を行った多目的広場では、丸太切りや

木工教室、ハーブ石けんづくり、手作りパズルといった木や植物に親しむプログラムで楽しむ体験や、ペレットスト

ーブの実演展示や農業高校緑地土木科の活動展示といった森林・林業と関わり深い取り組みについて知る機会

を提供できた。 

記録者：船本昌義（実行委員会 事務局長） 

 

●開会式（多目的広場 屋外ステージ） 

 

実行委員長 島 靖英（西条・山と水の環境機構） 

左から 

オブザーバー：広島県東広島農林事業所林務

課 沖田 一良 課長、賀茂地方森林組合 近

光 一巳 代表理事組合長 

役員：松浦尚樹運営委員長（賀茂地方森林組

合）、淺野敏久実行副委員長（広島大学大学院

総合科学研究科教授）  



●ご来賓の祝辞：広島県東広島農林事務所 谷 英彦所長＆東広島市産業部 前藤 英文部長 

県の森づくり事業や市のバイオマス事業と、山に学び・山に親しむ活動のつながりについてお話いただきました。 

  

●山の日宣言：東広島みどりの少年団 

  

男子副キャプテン土本晟
せい

豪
ごう

くん、女子副キャプテン諌山
いさやま

遥
はる

香
か

さんによる、元気で晴れやかな山の日宣言 

●安全祈願セレモニー“どんぐり！ころころ！”  

  

山や森に感謝しつつ、怪我のないよう一日を過ごせますようにリーダーのかけ声で全員参加 

リーダー：石井一行（山陽鶴酒造／西条・山と水の環境機構）  



 

県民参加の森づくり運動として、 

多くの市民が、身近な山へ入るきっかけをつくることを目的に、 

山に親しみ、山の恩恵に感謝する体験活動。 

（地域の人たちを中心とした普及行事を行い、山づくりの大切さ、山の安全な楽しみ方の普及啓発を図る。また、若い親と子供

たちへの自然に親しむきっかけづくりの場に加えて、木質バイオマスなど再生可能資源の循環型利活用の啓発の場になる。） 

 

◆森林・林業体験活動（森林の機能や林業について学ぶ） 

 メインプログラム 「山のグラウンドワーク」（里山の手入れ体験） 

 ペレットストーブの実演展示（木質バイオマス利用） 

 西条農業高等学校の紹介展示（緑地土木科の活動） 

 

◆木育活動 

（山や自然に親しみ、森林育成や自然環境及び生活環境について自ら考え行動できる人材育成） 

 丸太切り経験+森の木工教室 

 森のネイチャーゲーム 

 森の野鳥を探そう！（森の自然と野鳥の観察） 

 初心者のための登山教室 

 手作りパズル体験「パズルで遊ぼう！君に解けるかな‼」 

 ハーブ石ケンづくりとハーブティサービス 

 半尾川の生き物（主に水生生物）展示 

  



メインプログラム 「山のグラウンドワーク」（里山の手入れ体験） 

運営団体：西条・山と水の環境機構／賀茂地方森林組合 

参加者：119 人＋スタッフ 12人＝131 人 

＜プログラムの状況＞ 

 今回の「山のグラウンドワーク」は「常緑の森」で約 2,000 ㎡を約 130 人が里山の手入れを行いました。前回の続

きということで作業道から少し上ったエリアのため、伐採した材は運び出さず、棚積みとし残った樹木の養分とする

こととしました。森に日差しが入り地中の微生物が活発に活動すれば枯葉などの有機物の分解が進み、より良い

土壌となり保水力のある元気な森になることが望めると思います。一方、作業道下側の班の除伐材はこれまで通

りチッパーシュレッダーで材をチップに加工し、また業務で鉄道敷を手入れしているＪＲ西日本西条駅班は他の班

から離れ“龍王山の中腹から湧き出す「龍王の名水」”付近で刈払機を使った作業を行いました。 

記録者：船本昌義（実行委員会事務局） 

 

■除伐作業①オリエンテーション：「常緑の森」にて指導責任者の松浦さん（賀茂地方森林組合）から安全な除

伐作業と伐採した材の棚積みについて、それぞれの説明を受ける。 

 

  

棚積み資料写真                  作業前の森 

  



②伐採作業：各班長指導のもと、伐採作業を実施（枯れ木・日照不足による生育不良木・二股など健全な森づく

りの妨げとなる樹木やツルの除去、枝打ちなど暗い森に日の光が射すように手入れを行う。） 

※日照を遮る樹木を取り除くことで地温が上昇すること、伐採作業による表層土壌の撹乱が微生物による土壌有機物の分解を促進 

今回は、作業道から少し上ったエリアを手入れしたため材のチップ化は、作業道に近い第６班のみ行い、

その他の班は材を棚積みにした。 

  

絡むようにお互い干渉しあう枝を落とす     安全のため木を切る人・支える人が協力する 

 

  

萌芽更新する樹種は何又にも幹が分かれるので互いに成長を阻害しないよう、良いものだけを残す。木に

巻きついたツルも除去する 



  

・棚積みの様子。除伐材を２ｍ以下に切り分け等高線に沿うように、またずり落ちないように木の根元に

筋状に積む。 

★棚積みの効果：枝や葉などの有機物は微生物により分解され樹木の成長を支える養分になるが、林地に残される枝や葉を棚積みすることで、有機

物の急激な分解を抑制し、植生回復に必要な窒素を長期間にわたり緩やかに供給できるといわれる。 

 

・ＪＲ西条駅刈払機作業班 

 

 

普段から線路沿いの整備を行っているＪＲ西条駅班は刈払機持参で他班とは離れた場所で、安全に配慮し

ながら手入れ作業を行いました。（左下が「龍王の名水」）  



■材のチップ化：除伐した材を運び出し、チッパーシュレッダーでの破砕（堆肥になります） 

  

  

作業を終え、下山後の笑顔いっぱいの記念写真 

 
●参加団体：シャープグリーンクラブ東広島、中国電力㈱エネルギア総合研究所/東広島電力所/東広島(営)、西

条農業高校緑地土木科、㈱荒谷建設コンサルタント、㈱サタケ、ＪＲ西日本西条駅、広島国税局＋西条税務署、

大河内さくらの会、市立高美が丘中学校生徒会、広島県東広島農林事業所、東広島市産業部・農林水産課、西

条小やまみず隊、エコ INN くろせ、広島大学総合科学研究科淺野ゼミ毛さん、東広島市民（梶山さん親子、柴田さ

ん）、賀茂泉酒造 

●スタッフ：賀茂地方森林組合、ひろしま人と樹の会、西条・山と水のｸﾗﾌﾞ、西条・山と水の環境機構/西条酒造協

会（白牡丹酒造、賀茂泉酒造、山陽鶴酒造）、救護：井野口病院看護師 ※順不同  



ペレットストーブの実演展示 

運営団体：ペレットストーブ屋（ヤマノイ株式会社） 

＜プログラムの状況＞ 

今回は、広島大学の学生さんたちが、都合により参加できなかったのもあり、いつもよりも参加者は少なかった

ように感じましたが、その中でも興味のある方たちに、ペレットストーブの良さを知っていただきました。 

今年から、東広島市でも木質ペレットの製造が始まり、いよいよ本格的に稼働し始めました。木質燃料を使用し

た、暖房機器への補助金が本年度もあるので、もっと周知され利用者も増えてくれると良いと思います。木質ペレ

ット燃料を使った、ペレット窯『ＰＧＹ－１６』のパネル展示も行い、地元のパン屋さんにも興味を持っていただきまし

た。豊栄のトムミルクファーム様にも導入頂き、いろんなイベントなどで活躍しているようです。これからも、木質ペ

レットの普及に、微力ですが努めていくつもりです。 

記録者：山野井 重典（ヤマノイ株式会社） 

   

  

  



西条農業高等学校の紹介展示 

運営団体：広島県立西条農業高校 緑地土木科  

   

 

  

  



丸太切り経験+森の木工教室 

運営団体：賀茂地方森林組合、賀茂木材連絡協議会 

参加者：50 人「丸太切り体験」25人、「木工教室」25人+スタッフ 11 人＝61人 

＜プログラムの状況＞ 

昨年は、生憎の悪天候で、「山のグランドワーク」は中止となりましたが、今回は晴天に恵まれ、「山のグランドワ

ーク」「丸太切り体験」「木工教室」を開催できました。気持ちの良い汗をかいての除伐作業、日常あまり使うことの

ない鋸を使っての丸太切り、釘や金槌を使っての巣箱づくりなど、貴重な体験が 

できたことと思います。里地・里山作りを将来に渡って継承する事、自然環境保全作りに関心を持って頂ければと

思います。 

記録者：松浦 尚樹（賀茂地方森林組合） 

    

  

丸太切り、切った丸太を磨いてコースターにする。 

   



森のネイチャーゲーム 

運営団体：呉・東広島シェアリングネイチャーの会 

参加者：12 人（緑の少年団員 10、引率者 2）+スタッフ 2 人＝14人 

＜プログラムの状況＞ 

みどりの少年団の 4 年生 10 人を相手に、ネイチャーゲームを楽しみました。アクティビティは「わらしべ長者」と

「めざせ名探偵」「森の美術館」の 3つです。「わらしべ長者」では道を歩きながら自分のお気に入りを交換して歩き

ます。1 本の草が，最後に綺麗な小さな花や面白い形の石、松ぼっくりなどに変わりました。「めざせ名探偵」では

ヒントから広場の中の 1 本の木を見つけます。子ども達の機動力を観察力はすごい。難しいと思ったのですが、す

ぐに見つけられてしまいました。ここでゲームを離れて芝の斜面をごろごろ転がる遊びに興じ、エネルギーを発散

しました。最後に「森の美術館」で自分のお気に入りの景色を切り取りました。午後は野鳥と自然を親しむ会の観

察会に同行しました。 

記録者：淺野敏久/写真撮影：新谷潤子（呉・東広島シェアリングネイチャーの会） 

 

「めざせ名探偵」 

 

「森の美術館」 



森の野鳥を探そう！ 

運営団体：東広島の野鳥と自然に親しむ会 

参加者：19人（みどりの少年団 4 年生 10 人、一般参加者 9 人）＋会員スタッフ 15人＝34人 

＜プログラムの状況＞ 

探鳥会実施日の前日に、当会会員４人が会場準備を行った後、下見を行い留鳥のコゲラ、ホオジロ、ヒヨドリの

姿を見、ウグイスの声を聴きました。 

探鳥会当日には午前中はみどりの少年団、午後は一般参加者と会場北側の森の中の散策路を歩きました。 

午前中に小型のキツツキのコゲラを見ました。動きが素早かったため団員達には確認しにくかったようです。ま

た、ホオジロ、ヒヨドリ、ウグイスの声を聴きました。 

 森の鳥たちを育んでいる、植物についても親しみを増そうと、危険な植物の説明後、サルトリイバラのトゲを触っ

て痛さを感じ、クロモジの葉をもんで良い匂いを嗅ぎ、シラカシの幹に聴診器を当て吸い上げる水の音を聴き命の

息吹を感じてもらいました。 

 午後も同様の内容で実施し、参加者に楽しんでいただきました。 

記録者：濱田 嘉之（東広島の野鳥と自然に親しむ会） 

 

コゲラ                  植物学習 

 

受付の見本写真や鳥模型  

植物学習 



初心者のための登山教室 

運営団体：（公社）日本山岳会広島支部 

参加者：23 人（緑の少年団員 16、大人 7）+スタッフ 5人＝28人 

＜プログラムの状況＞ 

快晴の下、ストレッチを済ませ１０時過ぎ、龍王山山頂を目指して出発、途中ゴミ等を拾いながら登る。１０時４５

分頂上下の広場にある東屋にて『日帰り山登りの基本』ワンポイントレッスンで、山登りの楽しさ・面白さ等の話を

する。その後、頂上で記念写真を撮り、眼下に広がる展望を楽しんだ後、別ルートにて途中野イチゴを摘んだりし

ながら下山。子供達は元気で、付き添いのスタッフ方が登りは少々バテ気味。ストレッチ後、１２時過ぎ事故なく、

無事に解散した。 

記録者：森  茂樹 

 

龍王山「山頂展望台」にて 



手作りパズル体験「パズルで遊ぼう！君に解けるかな‼」 

運営団体：日興苑遊歩会 

参加者：34 人（子供：26 人・大人：8 人）＋スタッフ：2 人＝36 人 

＜プログラムの状況＞ 

今年は体験時間が少なくて済むような６つの「パズル」１．カーパーキングパズル ２．王様パズル（熊さんを救

出せよ） ３．五円玉パズル ４．輪抜けなパズル ５．ボールソリテアパズル ６．元気に疾走する馬パズル に挑

戦してもらいました。大人の皆さんも参加して頭の体操になったのではないでしょうか。五円玉パズル挑戦では、い

ろいろ動かしているうちに解けたそうです。子どもたちもあきらめることなく、どう動かしたらいいのかなと考えてい

ました。「元気に疾走する馬パズル」ではパズルの黒（馬の格好）にとらわれず、下敷きの白い紙シートに馬の形を

作ることに気が付いたり、「王様パズル」では「出来たよ」と早い時間に解けたりする子どももいました。「カーパー

キングパズル」では少しヒントをあげると、自車を駐車場から出すことに成功していました。 

記録者：日興苑遊歩会 副会長 幾田奉文 

 

  

日興苑遊歩会掲示物 

①「エコ七の杜通信５がつ号」②「平成２９年度日興苑遊歩会スケジュール」 

③「八本松幼稚園園外保育支援報告書」④写真：エコ七の杜に咲く花々の写真を掲示 

  



ハーブ石ケンづくりとハーブティサービス 

運営団体：憩いの森ハーブ研究会 

参加者：延べ約 70名（スタッフ 6人含む） 

＜プログラムの状況＞ 

雲一つない青空の下 会場へ向う人達の顔も輝いて見えた今年の山の日 私達のブースは例年通り”手ごね”

せっけんづくりです。参加した緑の少年団の子供達も晴れやかな気持ちで精を出していました。指導員の方や一

般の方にも自由参加して頂き、なごやかに時が過ぎました。 

 野草茶にも興味津々！いつもの野草茶以外に天候に合わせて初めて準備したレモングラスティが大評判！ 

山での作業をした人達に準備したのですが時間の都合で参加なく残念でした。 

 午後は私達メンバーも”野鳥観察会”に参加させて頂いたり、ゆっくりお弁当を楽しんだり とても良い一日でした。 

お世話になった皆様ありがとうございました。 

   記録者：高見京（憩いの森ハーブ研究会） 

 

  

ハーブ石鹸づくりを体験する親子            いろいろなハーブティを楽しむ子供たち 

  



半尾川の生き物展示 

運営団体：ひがしひろしまモバイルミュージアム 

参加者：100 人＋スタッフ 1人 

＜プログラムの状況＞ 

昨年に引き続き、龍王山を水源とする半尾川をテーマに生物の展示を行いました。今回は JR 線より少し上流の

あたりから黒瀬川合流点までの区間で採集された生き物 13種（カエル 2種、魚類 4種、甲殻類 2種、トンボのヤゴ

3種、貝類 2種）を飼育ケースに入れ、解説とともに展示しました。グラウンドワークを終えた参加者、親子連れ、地

元にお住いの方など、たくさんの方にブースに来ていただきました。 

記録者：中坪孝之 

  

上）展示の一部   下）熱心に展示を見ていただきました
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Special Tanks 

井野口病院：救護ボランティアの看護師派遣 

広島県立西条農業高等学校：テント貸出 

広島県＆東広島市：森づくり県民税/東広島市森づくり事業 

ボランティアスタッフのみなさん 
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