
三木山サポーター事務局（木村・今西） 

電話 0794-83-6100 

FAX 0794-83-6779 

E-mail supporter@mikiyama.net 
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気が付けば新年度、石の上にもなんとやら、

いよいよ甘えの利かない３年目になりました木

村です。サポーターの皆様には、毎度私の稚拙

な文面にお付き合いいただきまして感謝に堪え

ません、本当にありがとうございます。そして

これからもよろしくお願いします。 

令和５年度から事務局のメンバーが変わりま

して、木村と今西でガッチリタッグを組んでサ

ポーターさんのあれやこれや応じていきたいと

思います、どうぞお手柔らかに。 

今回の写真は、偶然見かけたアカネズミのお

子様です。 

目の前を影がサッと過ぎった際に「あれ？トカゲと違うフォルム」と思い直して影の移動した先を追い

かけてみれば、落葉に紛れてじーっと隠れて(？)いたので撮影。よく見るとピントがぼやけておりますの

はカメラのオートフォーカスに頼り切った木村の未熟さです、ご容赦ください。それから、このアカネズ

ミさんを見かけたところから１０メートルくらい歩いたところでアオダイショウを見かけまして・・・ア

カネズミさん、捕まらずに強く生きてください・・・。 

サポーター事務局の今西です。わからないことが多くご迷惑をおかけすることもありますが、よろしく

お願いいたします。見かけたら気軽に声をかけてください。 

サポーターの皆さまが、三木山の新緑を感じながら元気に楽しくサポーター活動ができますよう、この

通信がお役に立てれば幸いです。 

☆お知らせ☆ 

【サポーター活動に関するお知らせ】 

★令和５年度のサポーター登録について★ 

令和５年４月現在、175 名の方がサポーター登録されております。

サポーター名札及びボランティア保険加入証は、手続きが終わり次第、

順次活動日（来園日）にお渡しする予定です。 

今年度の名札は「青色」です。サポーター活動では、新しい名札を着用ください。よろしくお願いしま

す。「登録申請書を提出したのに名札を受けとっていない」という方は、木村・今西までお知らせ願い

ます。※サポーター登録・グループ活動登録は随時受け付けています。 

★サポーター活動における感染防止措置の徹底★ 

サポーター活動をされる際は、感染防止措置の徹底をお願いいたします。 

      ※感染防止措置 

        ・適切なマスク着用の指導     ・発熱、咳などの症状のある者の活動を禁止 

        ・発熱チェック          ・消毒液の設置、手指消毒の指導 

        ・３密状態の回避（ゼロ密）    ・活動参加者の氏名・連絡先等の把握 等 
  



新型コロナウィルス感染症に係る兵庫県対処方針 
 URL：https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/taisho/coronataishohoushin0413.html 

 

★三木山サポーターおよびグループの登録内容の変更があったときは★  

サポーターの登録内容に変更があった場合「三木山サポーター登録変更申請書」（様式３）にて事務局までお知

らせください。また、サポーターグループにつきましても、会員の増員、定例活動日の変更などありましたら、

速やかに「三木山サポーター グループ登録変更申請書」（様式６）の提出をお願いします。 

様式は、園内各施設に用意しています。変更が生じましたら、まずは公園スタッフにお声かけください。 

★園外活動をされるグループについて★ 

公園側もサポーターの園外活動について把握が必要なので、グループ活動の予定日に園外で活動をされるグル

ープの方はあらかじめ公園に、活動場所・内容等お知らせください。 

また、「三木山サポーター」の肩書きで、当公園以外で活動される方は、あらかじめ公園に活動内容・活動場所

などをお知らせください。「三木山サポーター」は公園づくりを事務所と協同で進める“ボランティア”としてい

るため、三木山森林公園以外で活動する場合は事前に事務所まで連絡をお願いします。 

【令和５年12月～令和6年3月のサポーター企画イベント募集】 

令和５年5月より令和5年12月～令和6年3月のイベント企画をお持ちのサポーターグループの皆さんは、

様式17「イベント企画申請書」に必要事項を記載いただき、締切（8月末必着）までに提出をお願いしま

す。※掲載希望写真等ありましたら、あわせて提供してください。 

イベント実施期間 企画募集締切 備考（チラシ配布開始予定） 

令和６年4月～7月 令和５年12月末 令和６年2月 

令和6年8月～11月 令和6年4月末 令和6年6月 

令和５年12月～令和６年3月 令和５年8月末 令和５年10月 

※当公園で企画しているイベントとの兼ね合い、施設利用の都合、予算の兼ね合い等により実施見送りなどの

調整をお願いすることもあります。あらかじめ、了承願います。イベント企画をお持ちのサポーター（グルー

プ）は、イベント実施希望日程および場所を、まずはご一報ください。 

 

【今後のサポーター企画・協力イベント】 

・５月３日(水・祝)『春の茶会 新緑の三木山で…』（清風会 翠の会協力） 

◎活動紹介◎ 

前号（３月３１日号）以降のサポーター企画・協力イベントを紹介します。 

○4 月 22 日(土)『三木山自然観察会“春”』（植物観察を楽しむ会、チーム 64、ヒヨチャン協力） 

三木山サポーターグループ植物観察を楽しむ会、チーム 64、ヒヨチャンの皆さんにご協力いただき、園内をま

わりながら出会った動植物の解説をしていただきました。強風のため、チョウも昆虫も飛んでしまっていないので

は、と心配しましたが、心配無用。参加された皆様は、詳しく楽しい解説を聞き、春の植物の様子や望遠鏡での野

鳥観察など、さまざまな生きものの観察を楽しんで帰られました。 

 ご協力いただいた植物観察を楽しむ会、チーム 64、ヒヨチャンの皆さん、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 



令和5年度 サポーターグループ活動一覧表    令和５年4月３０日現在   

 グループ名 活動内容 活動日 

1 森の工作室どんぐりコロちゃん＊ 自然素材を使った工作のサポート、イベント協力 毎月第 2・4 日曜日 10:00～ 文化館前

2 ガーデニングクラブ＊ 花壇の植栽、維持管理 
毎月第 2・4 金曜日 9:30～12:00 
文化館前   

3 
NPO 法人 

森の風美術館支援組織＊ 

デッサンや油絵などの作品を制作し、森の美術館に

て展示会を実施、イベントの企画・実施 

毎月第１土曜日 第 2 日曜日  
第 3 月曜日  文化館会議室 A 

4 
三木城下町まちづくり協議会 

ハッチの会＊ 
西洋ミツバチの飼育観察、点検、巣箱の維持管理 毎週木曜日 午前中 展示ホール裏 

5 匠の会＊ 
園内のベンチなどの木製製品の修繕・製作、 

イベント企画や協力 
不定期、イベント時 クラフト館 

6 ミツバチクラブ＊ 
公園が設置した巣箱の維持管理（西洋ミツバチ） 

三木山産はちみつ販売への協力 

毎月第 3 月曜日 13:00～  
展示ホール裏 

7 チョウの森クラブ＊ 
チョウの森を中心に、整備効果を検証するた

めのルートセンサス等の調査、協力 

毎月第 3 木曜日 10:00～12:00 
雨天時は翌週(4・5 月は 10:30～、 
11～3 月は休止)バス停前、園内 

8 
NPO 法人ひょうご森の倶楽部 

三木市三木山活動地＊ 

除間伐等の森林整備、植物調査や在来種の導入・保全

等を通し、生物多様性を高める、イベントなどの協力 

毎月第 2 金曜日(会員のみ)、 
第 4 土曜日  バス停前、園内 

9 team 杢 
木の実等の自然素材を活用したクラフト、「ネイ

チャークラフト」などのイベント企画や実施 
毎月第 2 土曜日 クラフト館 

10 なでしこ 
クラフト館のキット、お土産作り 

「組み木教室」などのイベント企画や実施 

毎月第 4 月曜日 9:30～16:00  
クラフト館 

11 チーム 64  
昆虫調査や、ルートセンサス調査、モニタリング調査

の協力、イベント企画・協力の協力 

毎月第 2、第 4 日曜日 
研修館内サポータールーム②、園内 

12 
ひょうご森の 

インストラクター会 社支部＊ 
公園主催イベントの協力 

三木山イベントスケジュールのとおり 
イベント開催場所 

13 石窯パンクラブ＊ 
園内整備で伐採した樹木を活用し、パンを焼く 

「バームクーヘンづくり」などのイベント企画や実施 

毎月第 2 火曜日 9:20～15:30 
（8 月休み） 研修館 会議室 B 

14 炭焼きクラブ 
公園整備の木や竹を使った炭焼きをし、バーベキュ

ー広場に提供・協力、イベントなどの協力 

毎週月曜日 9：00～15：00 
研修館横 車庫倉庫 

15 ニホンミツバチを守る会＊ ニホンミツバチの飼育観察、点検、巣箱の維持管理等 
毎月第１木曜日 13:30～16:00 
研修館内サポータールーム① 

16 草木染めクラブ ヤマモモ＊ 
園内の植物を活用し草木染め、「草木染め体験」な

どのイベント企画や協力 

毎月第３火曜日 9:30～15:00 
研修館横 車庫倉庫 

17 植物観察を楽しむ会＊ 
植物観察、植生調査等の協力 

「自然観察会」イベントの企画・協力 

毎月第 1 月曜日 10:00～15:00 
8・12・1 月は休み（園外活動あり） 
研修館内サポータールーム①、園内 

18 
バードウォッチンググループ 

ヒヨチャン＊ 

探鳥会を実施し、観察できた野鳥の情報提供・調査

協力、イベント企画や協力 

毎月第 1 木曜日・第 3 土曜日 
9:00～13:00（8 月休み） 
研修館内サポータールーム② 

19 清友会 翠の会 公園イベントの協力（茶会）サポーター茶会の実施 不定期、イベント時 茶室 

20 竹林クラブ＊ 枯損竹の伐採などの竹林整備、竹炭用材料調達
毎月第 2 火曜 10:00～15:00（８月休
み） 研修館内サポータールーム①、園内

21 環境学習＊ 環境体験学習で来園した小学生へ自然観察等の指導 
初夏・秋・冬の自然を体験できる時期 
研修館、園内 

22 線画グループ＊ 
園内の植物の線画作品を制作し、美術館にて展示会

を実施、活動発表会に展示 

毎月第 3 木曜日 13:00～16:00 
研修館内サポータールーム① 

23 清友会 若葉会 公園イベントの協力（茶会）サポーター茶会の実施 令和５年は活動休止 

    

＊印がついているグループは会員募集中です。  


