三木山サポーター事務局（西垣・樋口）
電話 0794-83-6100
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三木山サポーター通信(2020年8月28日号)
長かった梅雨がようやく明けたかと思えば、8月は猛烈な暑さと
なり、コロナ対策のマスクや換気をしているため、今年の夏は例年
以上に暑さが身に沁みます。
まだまだ暑い日が続きますので、サポーターの皆様も感染防止措
置、熱中症対策を徹底のうえ、体調管理に気を付けてサポーター活
動をしていただくようお願いします。
【サポーター活動に関するお知らせ】
★2020年度のサポーター登録承認について★
2020 年 8 月現在、228 名、28 グループの登録承認をしました。承認さ
れたサポーターの皆様には、「サポーター名札」と「ボランティア保険加入
証」（保険加入希望者のみ）を、登録承認されたグループの代表者に「グルー
プ登録承認通知」をお渡ししています。
今年の名札は「みず色」です。サポーター活動時には必ず着用してくださ
い。「登録申請書を提出したのに名札を受け取っていない」という方はお知らせください。
※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。また、各施設に「兵庫県新型コロナ
ウイルス追跡システム」の登録 QR コードを掲示しておりますので、可能な方は登録をお願いします。
※感染防止措置
・参加者の多い場合の人数制限
・発熱、咳などの症状のある者の活動を禁止
・発熱チェック
・マスク着用の徹底、消毒液の設置
・密閉・密集・密接状態の回避
・活動参加者の氏名・連絡先等の把握 等
★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。
【2020年度 サポーター会議（1回目）】
今年度1回目のサポーター会議を下記日程で開催します。
日時：令和 2 年 9 月 12 日(土)１３：３０～
場所：森の研修館 研修室
前号にて配布しております「出席確認書」(別紙 1)に必要事項を記入のうえ、提出をお願いします。
今回の主な議題は、以下のように考えております。
1)「ひょうご森の日イベント【楽木市】について」
2)「森づくり」（今年度の計画、皆伐地の萌芽状況、カシナガ被害など）について
3) その他（意見交換等）
皆さまの積極的なご出席をお願いします。
【楽木市（らっきーいち）出展者募集】

感染防止措置のもと今年度も『ひょうご森の日イベント』
（10 月 25 日(日)）を開催する予定としております。
イベントを盛り上げるためにも、是非、サポーターの皆さまの出展
協力をお願いします。日頃の活動の成果を是非発表してください。
出展希望者（個人・グループ代表）は、前号にて配布しております
｢楽木市｣出展確認票(別紙 2)を 9 月末までにご提出をお願いします。
また、収穫物・成果品の販売を考えておられるグループの方は、様式
21・22 の提出をお願いします。

皆さまのご出展、ご参加をお待ちしております。

【2021年4月～2021年7月のサポーター企画イベント募集】
今月より2021年4月～2021年7月のイベント企画を募集します。
企画をお持ちのサポーター・グループの皆さんは、様式18「イベント企画申請書」に必要事項を記載い
ただき、締切（12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）

2021年12月～2021年3月

2020年8月末

2020年10月

2021年4月～7月

2020年12月末

2021年2月

2021年8月～11月

2021年4月末

2021年6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。

【中止イベント】
・8月1日（土）『夏休み親子工作教室～本棚づくり～』（匠の会 企画）
・8月2日（日）『移動昆虫館＆昆虫標本づくり』（チーム64 企画）
・8月2日（日）『夏休み親子写生会』（NPO法人森の風美術館支援組織 企画）
・8月6日（木）～8月11日（火）『親子写生会作品展』（NPO法人森の風美術館支援組織 企画）
・8月23日（日）『夏休みの自然工作』（チーム杢 企画）
大変残念ではございますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染防止措置のとれないイベントを
中止させていただきました。企画・準備いただいておりましたサポーターの皆様にはご迷惑おかけする事とな
りました。改めて来年度イベント実施できるようご協力の程よろしくお願いします。
【今後のサポーター企画・協力イベント】
・9月20日（日）『秋の昆虫観察会』（チーム64 企画）
◎活動紹介◎
前号（7月28日号）以降のサポーター企画・協力イベントを紹介します。

○8月22日（土）『草木染め体験』（草木染めクラブ ヤマモモ 企画）
参加者、スタッフの感染防止措置を徹底し、今年度4回
目のイベントを実施することができました。
この時期ならではの藍の生葉を使い、ハンカチorストールに
オリジナルの模様を入れて染めていきます。
皆さん工夫して作ったオリジナルの模様入りの素敵な作品が
できました。
企画・準備・ご指導いただいたヤマモモの皆さんありがとう
ございました。

2020年度 サポータークラブ活動一覧表
2020 年 8 月 28 日現在
グループ名

活動日

備考

1

森の工作室 どんぐりコロちゃん

毎月第 2・4 日曜日 10:00～16:00

＊会員募集中＊

2

ガーデニングクラブ

毎月第 2・4 金曜日 9:30～12:00

＊会員募集中＊

3

匠の会

不定期、イベント時

4

NPO 法人森の風美術館支援組織

毎月第 1 土曜日・第 3 月曜日 第 2 日曜日に研究会

＊会員募集中＊

5

清友会（千代の会）

不定期

＊会員募集中＊

毎週木曜日 午前中

＊会員募集中＊

6

三木城下町まちづくり協議会
ハッチの会

7

なでしこ

毎月第 4 月曜日

8

草茶クラブ

毎月第 3 木曜 10:00～12:00（年内活動休止）

＊会員募集中＊

9

竹林クラブ

毎月第 2 火曜（8 月休み）

＊会員募集中＊

10

草木染め たんぽぽ

毎月第 3 木曜日

11

ミツバチクラブ

毎月第 3 月曜日 13:00～

12

チョウの森クラブ

13

ニホンミツバチを守る会

毎月第１木曜日 13:30～16:00（8 月休み）

＊会員募集中＊

14

草木染めクラブ ヤマモモ

毎月第３火曜日 9:30～15:00

＊会員募集中＊

15

炭焼きクラブ

毎週月曜日 9：00～15：00

＊会員募集中＊

16

清友会（翠の会）

不定期、イベント時

17

石窯パンクラブ

毎月第 2 火曜日 9:20～15:30（8 月休み）

18

チーム 64

毎月第 2 日曜日、第 3 土曜日

19

team 杢

毎月第 2 月曜日

20

線画グループ

毎月第 3 木曜日 13:00～16:00

＊会員募集中＊

三木山イベントスケジュールのとおり

＊会員募集中＊

毎月第 2 金曜日(会員のみ)

＊会員募集中＊

21
22
23
24

ひょうごの森インストラクター会
社支部
NPO 法人ひょうご森の倶楽部
三木市三木山活動地
環境学習
バードウォッチンググループ
ヒヨチャン

＊会員募集中＊

毎月第 3 木曜日 10:00～12:00 雨天時は翌週に延期
(4・5 月は 10:30～ 11～3 月は休止)

第 4 土曜日

＊会員募集中＊

初夏・秋・冬の自然を体験できる時期

＊会員募集中＊

毎月第 1 木曜日・第 3 土曜日 9:00～13:00（8 月休み）

＊会員募集中＊

25

植物観察を楽しむ会

毎月第 1 月曜日（8 月は園外活動）

26

清友会（若葉会）

不定期

27

清友会（いちわん会）

不定期

28

松茸クラブ

不定期

