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（公財）兵庫丹波の森協会
県 立 丹 波 の 森 公 苑

県 立 丹 波 年 輪 の 里

～人と自然と文化の調和した丹波の森づくりをめざして～

県立ささやまの森公園

県立丹波並木道中央公園
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当協会は、丹波地域（篠山市・丹波市）の地域づくりの指針である「丹波の森構想」の推進母体として昭

和６３年に設立（平成２年に法人化、平成 24年に公益財団法人へ移行）され、兵庫県、篠山市、丹波市や

市民と連携しながら、丹波の森づくりの意識啓発や人材育成、ふるさと教育の推進、地域づくり活動の支援

などに取り組んできたところであり、社会的に公益性の高い責任ある法人として、「人と自然と文化の調和

した丹波の森づくり」を更に進めるための事業を展開していく。 

 

平成２８年度の主な取り組みとして、丹波の森づくりの拠点施設である「兵庫県立丹波の森公苑」、「兵庫

県立丹波年輪の里」、「兵庫県立ささやまの森公園」及び「兵庫県立丹波並木道中央公園」の４つの施設の連

携を更に深め、また、「丹波の森研究所」の充実強化を図りながら、丹波の豊かな地域資源を活かした地域

づくり、恐竜・哺乳類化石等を活かしたまちづくり、地域情報の発信、環境学習の推進、木育の推進、芸術

文化の振興、生活創造活動のコーディネートなど多彩な分野の学習、交流、地域づくり事業等を支援、推進

する。 

 

具体的には、「人と自然と文化の調和した森(地域)づくり」を目指して、次の 3つのテーマを公益目的事

業として設定し、事業や取り組みを推進する。 

１ 森林文化（地域づくり）の創造 

人と自然が共生する丹波の森づくりを推進するために 

（１）魅力ある地域づくりの推進 

（２）生物多様性保全に向けた豊かな里山づくり 

（３）生物多様性を育む里山とのふれあい事業の推進 

２ 生活創造活動への支援 

多様なライフスタイルの創造を支援するため、地域・団体活動の支援や生涯学習の場の提供、くらし

の安全安心の推進、明日を担う丹波っ子の育成など生活創造活動への支援を行う。 

３ 芸術文化の振興 

人と人、人と自然のふれあいの中から生まれた文化を大切にする心を醸成するとともに、舞台芸術鑑

賞機会の提供や芸術文化活動の振興、芸術文化団体活動の支援など芸術文化の振興を図る。 

  

【施設ごとの活動方針】 

・「兵庫県立丹波の森公苑」では、「生活創造活動」と「参画と協働によるこころ豊かな美しい丹波づくり」の

推進拠点として、引き続き丹波らしさを生かした地域づくりを推進する。 

 

・「兵庫県立丹波年輪の里」では、木工クラフトの創造・創作活動の拠点として、木とのふれあいの中で、物

づくりの楽しさを伝え、森林や環境を考える心を育てる木育を推進していく。 

活動方針  
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・「兵庫県立ささやまの森公園」では、自然との共生を体験する施設として、里山保全や多彩な自然体験プロ

グラムを展開し、世代や地域を越えた交流を通じて、豊かな丹波の里山づくりを推進する。 

 

・「兵庫県立丹波並木道中央公園」では、豊かな森づくりと都市との交流の場として地域づくりに貢献する丹

波らしい公園づくり「森づくりから森づかい」を基本に、森の魅力を地域の人々が主体となる企画運営を重視

した公園づくりを推進する。 

 

・「丹波の森研究所」では、地域に密着したシンクタンクとして調査研究や取組提案を行い、市民主体の活動

を支援するとともに魅力ある丹波の森づくりを先導していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【丹波の森構想】  

 

① 自然と共に生きる地域社会の実現 

  人間も自然界の一員であることを認識して、自然と共に生きる地域社会の実現をめざします。 

 

② 潤いと安らぎのある地域社会の実現 

  素晴しいふるさと景観をかげがいのない共有財産とする共通認識にたって、環境や景観の保全と

創造を図り、潤いと安らぎのある豊かな地域社会の実現をめざします。 

 

③ 活力のある開かれた地域社会の実現 

  地域風土を生かし、文化の十字路として、新しい地域文化を創造し活力のある開かれた地域社会

の実現をめざします。 
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平成２８年度に実施した（公財）兵庫丹波の森協会の主要な事業・取り組み 

 
 

公 1 森林文化（地域づくり）の創造 
 
（1）魅力ある地域づくりの推進           ・丹波の森大学の開設 

                            ・ウィーンの森親善訪問事業 

                            ・美しい村づくり活動支援事業 

                            ・丹波の森研究所の活動 

                            ・地域づくり支援事業 

                            ・花づくり活動支援事業 

                            ・丹波の森フェスティバルの開催 

                            ・丹波の森収穫祭（なみきみちまつり）の開催 

                            ・丹波年輪の里事業【丹波年輪の里】 

                            ・丹波並木道中央公園の企画運営【丹波並木道中央公園】 

   

（2）生物多様性保全に向けた豊かな里山づくりの推進 ・里山ボランティア（森づくりスタッフ）養成事業 

・国蝶オオムラサキの舞う里山づくり 

・ささやまの森公園事業【ささやまの森公園】 

 

（3）生物多様性を育む里山とのふれあい事業の推進   ・丹波の森公園環境学習推進事業 

 
 
公 2 生活創造活動への支援 
 

（1）地域・団体活動の支援                 ・スポーツ大会・文化協会の開催【丹波年輪の里】 

 

（2）生涯学習の場の提供                          ・兵庫県地域高齢者大学４年制大学講座（丹波ＯＢ大学）の開設 

・兵庫県地域高齢者大学地域活動実践講座（丹波ＯＢ大学大学院）の開設 

・講座「丹波学」の開設 

・学ぶ高齢者のつどい丹波ブロック大会の開催 

 

（3）くらしの安全安心の推進                ・生活創造活動支援事業（消費生活を含む） 

 

（4）明日を担う丹波っ子の育成                  ・トライやる・ウィークの受入 

・丹波の森子どもミュージカル体験塾の開設 

                               ・丹波（篠山市・丹波市）のむかしばなし語りべクラブの活動支援 

 

公 3 芸術文化の振興 
 
（1）舞台芸術鑑賞機会の提供            ・丹波の森国際音楽祭シューベルティアーデたんばの開催 

・丹波の森公苑ホール等自主事業 

  

（2）芸術文化活動の振興                  ・アートクラフトフェスティバル inたんばの開催【丹波年輪の里】 

・座っ展 2016―丹波でうまれた木の椅子―【丹波年輪の里】 

                                           ・丹波の森ウッドクラフト展(木のおもちゃ展)の開催【丹波年輪の里】 

                            ・丹波の森アートフェスティバルの開催 

                                           ・伝統文化活性化支援事業 

 
公共 丹波地域情報の発信等 
 
（1）丹波地域情報の発信等             ・情報誌「丹波の森」の発行等 

・丹波の森公苑開園 20周年記念式典 

 
他 1 芸術文化団体等活動支援事業 
 

（1）芸術文化団体等活動支援                  ・兵庫県地域文化を考えるシンポジウム 

 

※【   】書きは実施している施設名を記載。記載がないものは丹波の森公苑で実施。 

事業報告 
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森林文化（地域づくり）の創造  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波の森大学の開設  

                          

                            

 

 

 

 

 

 

                           

                          

 

 

   

 

 

    

 

 

 

◇実施内容 

丹波の森構想に沿った個性的な地域づくり、それを支

える人づくり、環境づくりなど、将来の丹波地域を創造

するための講義と現地学習を組み合わせた講座を１１回

開催し、その内１回を公開講座として広く市民の参加を

呼びかけました。 

公開講座では、地域創生フォーラムを開催し、中瀬学

長がコーディネーターとしてパネラーの皆さんと行政の

取り組みなどについてパネルディスカッションを行いま

した。 

普通科コース 

学習の基本テーマ 再び丹波から発信する「地域創生」 

開催日：６月２８日(火)～１２月６日(火)全１１回講座 

受講者：５３名（延べ４７６名） 

（詳細は講座一覧に掲載） 

 

地域創生フォーラムの様子 

◇実施内容 

 住民の生涯学習の一環として、大学の特色を  

 生かした学習内容を地域にいながらにして学 

 べる公開講座を実施しました。 

テーマ 

 「人と関わる自然、自然と関わる人々」 

 講演回数 全 5回  

 受講生  32名（内 31名修了証書授与） 

（詳細は講座一覧に掲載） 

◇成果（自己評価等） 

 自然環境の異なる５つの地域において、それぞれ

異なる角度からそこでの人間と自然の関わりについ

て学び、それらの違いは、自分の住む地域における

より良い自然との関わり方について新しい見方（関

わり方）を考える好機となりました。 

◇20年度の予定 

 

ウィーンの森親善訪問事業 
                           

                            

                            

◇実施内容 

訪問事業は実施しませんでしたが、交流を促進するた

め、２つの事業を行いました。 

 

１.オオムラサキ飼育支援事業 

  平成２９年３月に国蝶オオムラサキの幼虫をウィー

ン市１３区へ送付しました。 

 

２.交流花壇設置支援事業 

  丹波の森公苑玄関前の「シューベルト花壇」は、ウ

ィーンの森・親善訪問団や里山倶楽部の皆様の尽力に

より、平成２６年に完成しました。平成２８年度も里

山倶楽部の皆様に、維持管理をお世話になりました。 

 

◇成果（自己評価等） 

ウィーンで無事に育ってくれることにより、友好のシ

ンボルとなることでしょう。 

 

 

オオムラサキの幼虫を１３区へ贈呈 

 

◇成果（自己評価等） 

  丹波の森構想を推進し、地域づくり、それを支える人づくり、環境づくりなどの担い手となる

人材育成のための講義と現地学習を組み合わせた講座が展開できた。地域創生フォーラムでは地

域の課題について意見交換を行うなど、より理解を深めることができた。 
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丹波の森研究所の活動 

 

 

 

◇実施内容 

美しい村づくり活動支援事業 

―地球育ミュージアム研究会― 

丹後、但馬、丹波の、三たん地方の環境拠点（山

陰海岸ジオパーク館、コウノトリ文化館、丹波並木

道中央公園、丹後海と星の見える丘公園、琴引浜鳴

き砂文化館）が連携し、相互啓発を図るとともに、

環境保全、環境学習、環境ツーリズム振興等、環境

を活かした発展と三たん地方の絆をはぐくむ事を

目的に、そのあり方を探求し、実践しています。 

本年度は、各施設の共同企画案として夏休みの特

別企画として、各館の体験プログラムとなっている

クラフトを生かし、クラフト＆スタンプラリーを実

施しました。  

地域づくり支援事業 

①地域づくりアドバイザー派遣事業 

活力と魅力ある丹波の森（地域）づくり推進に向

けて、地域・行政・大学・NPO等と連携協働しなが

ら、地域づくりのための調査研究、アドバイザー派

遣、地域の取り組みや活動へのコーディネート業務

などを実施しています。 

・アドバイザー派遣重点地区の支援 

 篠山市：丹波篠山ひなまつり参加地区 

 丹波市：神楽地区、多利地区 

・企業と住民の協働による企業の森・里づくり事業 

  篠山市：油井地区、宮代地区 

丹波市：神楽地区、遠阪地区、成松地区 

・丹波篠山ひなまつりコーディネート業務 

「丹波篠山ひなまつり実行委員会」に対し、当協

会事務局、丹波の森研究員がコーディネーターを

務め、企画・立案、事業アドバイスを行った。 

開催期間：３月 18日（土）～26日（日） 

篠山市内８地区で「丹波篠山ひなまつり」開催 

②丹波・篠山まちづくり交流会の企画・開催 

開催日：12月 3日（土） 

場所：丹波市柏原町住民センター 

内容：まちづくり事例発表（２地区）と 

ワークショップ「交流新聞を作ろう！」 

③丹波の森研究所の充実 

○丹波のまちづくりについての調査研究 

・新たな丹波の森構想に向けての基礎調査 

・森構想 20周年以降の地域づくりについての調査 

・丹波地域の古民家再生・利活用についての調査 

○丹波の森研究所研究交流会 

・研究交流会を通じた情報交換、方向検討、テーマ

発掘など行っている。（５回開催） 

 

丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム構想

の推進（丹波県民局委託事業） 

平成 26年度に策定された「丹波地域恐竜化石フ 

ィールドミュージアム構想」を具体的に進めるた

め、ミュージアムツアーや様々な体験プログラムを

実施しました。 

・川代渓谷エリア利活用促進ワークショップの実施 

・シンボルマークを活用した道路標識整備の検討  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波氷上回廊ホームページ（丹波市委託事業） 

丹波地域の気候風土や歴史文化に大きな影響を 

与えた「氷上回廊」を広く紹介するとともに、ホー

ムページ「氷上回廊」のコンテンツの充実を図る。 

たんば交流実践リーダー育成モデル事業（丹波県

民局委託事業） 

丹波地域の少子高齢化、急速な人口減少に移住促

進と相まって対応するため、人材育成を行い、各地

区の都市との交流等の取り組みの新展開を図るワ

ークショップを実施しました。 

「地域ラボ」整備可能性調査検討業務（篠山市委

託事業） 

篠山市の地域資源の活用や地域課題の解決につ

ながるソーシャルビジネスを実践できる仕組みを

作り、併せて若者のしごと創出と移住定住を促進す

るための枠組みである「地域ラボ」の受け入れ体制

づくりや関係する地域団体との調整及び実施方法

について調査・検討を行いました。 

 

◇成果（自己評価等） 

「丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム構想」

は、恐竜化石をはじめ地域の多様な資源を活用する

システムと考え、市民参加型の野外博物館における

体験（体感）プログラムを少しは深化させることが 

できました。今後も丹波の森研究所の主要な研究テ

ーマと位置付け、取り組んで行きます。 

 

 

川代渓谷サイクリング・テストツアー 
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◇実施内容 

丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム推進 

プロジェクトの一環として、「やってみよう会議」

として川代渓谷沿いにサイクリングを実施しまし

た。  

実施日：６月２５日（土） 

コース：JR大山駅～川代渓谷～元気村かみく

げ～下滝周辺～上久下地域づくりセ

ンター 

参加者：１４名（男性１０名、女性４名） 

 

川代渓谷沿いにサイクリング 

◇成果（自己評価等） 

当日は、JR大山駅からスターし元気村かみくげまで、篠山川沿いに現れている篠山層群をなぞ

るように自転車で約 8.8km走りました。元気村かみくげでランチ後、下滝地内をぶらりとお散歩、

終点は旬を迎えたブルーベリーを摘みとるコースも設定、上久下地域づくりセンターで２グルー

プに分かれてワークショップも行い、今後の事業に活かすべく意見交換を行いました。 

 

地域づくり支援事業 

 
たんば恐竜・哺乳類化石等を活かしたまちづくり事業 

◇実施内容 

新たなツアーとして、きみこそ未来の研究者！と

題し、「アカデミックツアー」を実施しました。 

 

実施日：１２月１０日（土） 

コース：丹波並木道中央公園～ちーたんの館～

元気村かみくげ～丹波竜発見現場～

並木道中央公園 

参加者：小学５～６年生１２名 

（男性１０名、女性２名） 

 

 

 

ちーたんの館で説明を聞く 

◇成果（自己評価等） 

ツアーの特徴としては、「古生物学：丹波地域篠山層群で発見された太古の生きものたち」「調査活動：

化石発掘調査、化石剖出（クリーニング）技師採用模擬試験」「天文入門：いろいろな天体たちの姿」

など、研究者や専門家の話を直接聞いてもらうことで、自然科学に興味を持ってもらい、未来の研究者

を目指してもらおうというもので、参加した子供たちは、1日の講座にもかかわらず目の色を変えて取

り組んでいました。 

 

 

 

≪きみこそ未来の研究者！「化石発掘調査」≫ 

 

≪下り坂すいすい快適サイクリング≫ 
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丹波篠山ひなまつり事業の事務局とコーディネート業務 

 

◇実施内容 

篠山で古来から続く「ひな飾り」を市内各所に飾り、伝

統文化を未来に継承していく「丹波篠山ひなまつり」が、

開催されました。 

 この催しは、まちづくり協議会など市内８地区１０団体

で構成する「丹波篠山ひなまつり実行委員会」が主催し、

当協会は、実行委員会の事務局及び企画のコーディネート

を務めるなど、全面的に協力いたしました。 

 

開催日：３月１８日（土）～２６日（日） 

場 所：篠山市内８会場 

（福住、日置、市野々、篠山チルドレンズミュ 

ージアム、雲部、篠山城下町、丸山、今田） 

来場者：約１５，０００名 

 

丹波篠山ひなまつり 丸山会場 

◇成果（自己評価等） 

市内７０カ所の民家と商店には、それぞれ自慢のひな飾りが飾られ、 

早春を迎えた美しいまち並みの情緒を市民・観光客の皆様に満喫いただき地域の活性化に寄与した。 

 

地域づくり支援事業 

 
花づくり活動支援事業 
                         

               

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇実施内容 

  美しい丹波づくりを推進するため、花、緑、園芸に関す

る知識の習得並びに地域での普及活動のリーダーを育成す 

る教室を開催しました。 

（花と緑の教室） 

開催日：４、１月を除く毎月１回の年１０回 

  受講者：午前・午後の部 計５４人 

  参加者数：延べ３８７人 

（園芸教室） 

開催日：５、６、７、１０、１２、３月に１回の年６回 

受講者：３５人  

参加者数：延べ１９１人 

◇成果（自己評価等） 

  地域住民の参加希望が多く、年間を通じた活動により、

各参加者の花づくりを通じた交流が深まりました。 

 

   

 

花と緑の教室 受講の様子 

8



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◇実施内容 

 住民の生涯学習の一環として、大学の特色を  

 生かした学習内容を地域にいながらにして学 

 べる公開講座を実施しました。 

テーマ 

 「人と関わる自然、自然と関わる人々」 

 講演回数 全 5回  

 受講生  32名（内 31名修了証書授与） 

（詳細は講座一覧に掲載） 

◇成果（自己評価等） 

 自然環境の異なる５つの地域において、それぞれ

異なる角度からそこでの人間と自然の関わりについ

て学び、それらの違いは、自分の住む地域における

より良い自然との関わり方について新しい見方（関

わり方）を考える好機となりました。 

◇20年度の予定 

特別公開講座を 7月に実施する。 

 
丹波の森フェスティバルの開催 

                                    

                           

                          

◇実施内容 

丹波地域の生活創造・地域づくり活動団体や市民が集

い、ふれあいイベントを通して活動成果の発表と交流を

深めました。 

今年は、「ふれあいの祭典  丹波ふれあいフェスティ

バル」との一体的開催のため、内容に工夫を凝らし、丹

波地域の特色や魅力をアピールし、緑豊かな自然の中で

地域や世代を越えた交流とふれあいの場を展開しまし

た。 

 
ふれあいステージの様子 

開催日：１０月２９日（土）～３０日（日） 

場 所：丹波の森公苑 

参加者：約４１，０００人（ふれあいの祭典全体の人数） 

  内 容：ステージ発表、ツリーイング体験、クイズラリー他 

 

 

丹波の森収穫祭（なみきみちまつり）の開催【丹波並木道中央公園】 

 ◇実施内容 

公園周辺地域や公園で活動をしているグループと

連携し、公園で行われている活動を周知するような

イベントを開催しました。（木工クラフト体験、化

石発掘体験、赤米もちつき体験、ピザ＆バームクー

ヘンづくり体験、ツリーイング体験、丹波むかしば

なしなど） 

開催日：１０月２日 

入園者数：６,２５６人 

 

◇成果（自己評価等） 

公園周辺地域や公園で活動をしているグループと

連携し、木工サポーターやお茶に関するイベント等、

公園や周辺地域で行われている丹波地域らしい取り

組みを周知しました。 

 

なみきみちまつりの様子 

（丹波のむかしばなし） 
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丹波年輪の里事業【丹波年輪の里】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 第１３回 たんばはがき絵展 

◇実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇成果（自己評価等） 

 

 

① 特別工作教室 

◇実施内容 

想像力や創造力を高め、創作の楽しさや完成の喜びを体験するため、年輪の里の木工指導員等

による木工教室、絵本の読み聞かせなど、子ども・親子・成人を対象に特別教室を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

【開催した各種教室】           

・木彫り教室（自由・課題）Ⅰ 月２回 ３００名 

・木彫り教室（自由・課題）Ⅱ 月２回 ２８４名 

 ・刃研ぎ塾           ６回   ７１名 

 ・木工基礎講座 第９期         １００名 

第 10期         １００名 

 ・木工講座（中級）第５期          ６３名 

 ・トキトキ木工教室        ３回    ３０名 

・大工道具仕込み塾       ４回    ２０名 

・木工クラブ          ２４回  １７４名 

・日日道具教室         １０回   １００名 

・木彫サークル工作指導     １２回    ９９名 

 ・素材木工教室       １２ 回  １２０名 

 ・夏休み親子工作教室       ２回   １８名 

 ・モノコードづくり       １回      ５名 

 ・キット工作汽車鉋削り体験    ２回  １４２名 

 ・夏休みミニコンサート      ３回  １１４名 

 ・クリスマスリースづくり     １回    ３０名 

 

夏休み親子工作教室 

 

 

丹波(たんば)の自然、風物、風景などを中心とした「は

がき絵」を募集し、芸術文化の振興に寄与するとともに、

丹波の良さを発見する契機としました。 

募集期間：９月１日(木)～１２月２８日(水) 

  募集部門：①高校生と一般 

②幼児と小学生と中学生 

  応募数：７４名から１０７点     

 

大丹波連携推進協議会の後援を得て、京都府の丹波にも

募集を行いました。又、展示会を京都会場（日吉町生涯学

習センター）で行い好評をいただきました。 

 

   

     

幼児と小学生と中学生の部 

◇成果（自己評価等） 

  木工技術の習得にこられる方が多くな

りました。特に木工講座や教室には、多く

の希望者があり、好評を得ています。 

高校生と一般の部 
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◇実施内容 

○アトリエを拠点に活動するサークル活動 

   ・スーパー竹とんぼ教室・木彫教室・絵画サークル  

   ・バードカービング教室・日本画教室(研修室) 

 

  ○ゴールデンウィークフェスタ－アトリエ作品展－  

    出展者：サークル、友の会、木工指導員合計４７名の 

１０９点展示 

開催日：４月２９日～５月５日(ゴールデンウィーク期間)   

見学者：２，１２８人 

 

  ○ アトリエ作品展に合せフリーマーケット、ツリーイング、 

親子工作教室、竹とんぼ教室等実施  

 

  ○ ウッドワーカーズクラフト  

丹波地域で活躍中の木工作家の展示・販売会 

（４月３０日・５月１日開催）    

   ※詳細は④に記載 

 

アトリエ内作品展示 

フリーマーケット 

③ギャラリーアトリエとゴールデンウィークフェスタ 

◇成果（自己評価等） 

  ゴールデンウィーク中、アトリエの有効活用を図るため、教室

参加者の作品の展示や発表の場を提供しました。 

④ ウッドワーカーズクラフト 

 ◇実施内容 

出展者：丹波地域在住の木工・陶芸・布作家等２５名 

開催日時：４月３０日・５月１日 10時～16時 

会場：丹波年輪の里芝生広場 

 
◇成果（自己評価等） 

兵庫丹波・京都丹波地域では、木工作家や陶芸など手づ 

くり作家として自立・独立した作家たちが育っています。  

年輪の里では、こうした作家を応援するとともに、「木

工の里丹波」を広く周知するため、作品展示と販売を実施

しました。来場者も増加傾向にあります。 

 

ウッドワーカーズクラフト会場 
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◇成果（自己評価等） 

見学者：１，８７６人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◇実施内容 

 ○第１回 ・日時：７月２８日（木） 

・会場等：猪名川町  

・テーマ：「新テクロノジー教育をめざした技術 

教育の内容は何か」(講師：山下晃功氏(島根大 

学名誉教授） 

      ・参加者：７０名 

 

 ○第２回 ・日時：平成２９年２月１１日（土） 

・会場：年輪の里研修室 

・テーマ：「木・風・音 木の心地よさを感じる研 

修会」 

      ・講師：小泉匡氏 

      ・演奏会：大國幸子氏、井渕美保氏、柘植章子氏 

・参加者：３５名  

 

 ○第３回 ・日時：平成２９年３月３日（金） 

・会場等：年輪の里研修室  

・テーマ：ＤＩＹセミナー「木製プランターの製 

作と冬の寄せ植え」(講師：上畑裕之氏(上畑木 

工代表) 田丸和美氏(但馬高原植物園植栽主任) 

      ・参加者：２０名 

 

木育セミナーの様子 

 

⑤ 木育セミナーなど木材研修会の開催  

 

◇成果（自己評価等） 

 県民の方にもっと木に関心

を持っていただくため、一般の

方向けに研修会を開催しまし

た。 

将来の林業を担う子どもや、

若年層を対象とした研修や女

性に関心をもっていただくガ

ーデニングなど、今後も底辺拡

大に向け継続して開催します。 

 

⑥ 特別工作教室（仕込み塾） 

◇実施内容 

 「仕込み」とは、新品の道具を使える状態に調整すること

を指し、今回は小鉋（刃幅 54㎜・全長約 243㎜）を用意しま

した。基礎・中級講座を終えられた方や、そろそろ自分の道

具を考えている方など、刃研ぎを含み 10月と 3月に 2日間づ

つかけて、取り組んでいただきました。 

 

◇成果（自己評価等） 

  初めての取り組みでしたが、イメージ外のことで驚かれま

したが、ちゃんと使えるようになり皆さん面白いとを感じて

いただきました。 

大工道具仕込み作業 説明 

作業風景 
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◇実施内容 

 丹波ブランドの黒枝豆や赤米の栽培、それらを活か

したプログラムを公園で展開しました。 

 

○赤米の栽培（田植え体験５月下旬、かかし立て９月

下旬、稲刈り体験１０月下旬） 

参加者数：延べ４５０人 

 

○丹波篠山茶プロジェクト 

茶かぶき体験（開催日：６月５日）、紅茶づくり体

験（開催日：８月７日）など 

参加者数：延べ２７人 

 

○黒枝豆収穫体験（１０月上旬～下旬） 

参加者数：延べ１７５人 

稲刈り体験の様子 

① 地産地消・丹波の食をまるごと楽しむプロジェクト 

 

丹波並木道中央公園の企画運営【丹波並木道中央公園】 

② 地域と共に「まるごと間伐材利活用」事業 

まる ◇実施内容 

多様な周辺施設やグループと連携しながら、公園内

の間伐材を使うプログラムの提供や木工商品の開発に

取り組みました。 

 

○大人の木工教室（毎月第１、第３土曜日） 

 参加者数：延べ ８４人 

 

○こどもクラフト（定期的開催＋団体受入れ） 

参加者数：延べ １９３人 

 

○ニホンミツバチプロジェクト 

巣箱づくり体験 

開催日：３月２６日 

参加者数：１８人 

大人の木工教室の様子 

 

◇成果（自己評価等） 

多くの方が丹波の地域や公園ならでは

の食（赤米・黒枝豆・丹波篠山茶）につい

て関心を持ち、また来年もぜひ参加したい

と好評でした。 

◇成果（自己評価等） 

ヒノキやスギなど公園の間伐材を使って

切りたての香りを楽しみながら製作した作

品に参加者も大満足でした。 
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③ 地域団体主催 大規模イベント支援 

◇実施内容 

地域の貴重な「屋外イベントスペース」としての

価値を活かし、「公園を使ってもらう」ことを積極

的に PRし、地域団体が企画する自主イベントを積極

的に誘致しました。 

 

○ママチャレ×なみきみちミニマルシェ 

開催日：５月２８日  入園者数：４,５６２人 

 

○秋のなみきみちマルシェ 

開催日：５月４日   入園者数：４,７８９人 

 

○冬の味覚市 

開催日：２月２６日  入園者数：３,２９５人 

 

○春のなみきみちマルシェ 

開催日：３月１９日  入園者数：５,９５８人 

化石発掘体験の様子 

④「世界有数の恐竜・化石発掘現場なみきみち」恐竜パーク拠点事業 

恐竜ぽあー 

   

◇実施内容 

 公園を含めた周辺地域にある「篠山層群」から恐

竜類や哺乳類等の化石が多く発見されています。こ

の地域地減を積極的に活用し、周辺団体と連携をは

かりながら恐竜化石を活用するプログラムやイベン

トを実施しました。 

 

○化石発掘体験（５日間、計１２回開催） 

参加者数：延べ１２０人 

なみきみちマルシェ会場 

◇成果（自己評価等） 

共催イベントとして開催し徐々に知名

度も上がり参加者も増えています。 

◇成果（自己評価等） 

篠山市教育委員会と連携し、化石発掘体験を実施しました。他のイベント時にも同時開催する

ことがありますが、好評で申込時に長蛇の列ができることもしばしばです。 
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⑤ かやぶき民家で昔あそび会 

 ◇実施内容 

公園内の貴重な屋内施設の茅葺民家の魅力をさ

らに生かし、地域の伝統文化を伝えるようなプログ

ラムを実施しました。 

 

○こいのぼりの設置（４月下旬～５月中旬） 

 

○丹波のむかしばなし読み聞かせ 

開催日：１０月２日 

 

○赤米の餅つき体験 

開催日：１０月２日 

 

○人形劇フェスタ 

開催日：１１月１９日 参加者数：９１人 

 

○お正月イベント 

開催日：１月８日   参加者数：４５人 

 

○凧づくりイベント 

開催日：１月８日   参加者数：１４人 

凧づくりの様子 

⑥「新たな里山文化」創造事業 

 
◇実施内容 

 「里山」を守りながら自由な発想で使う「新た

な里山文化」を公園が発信し、プログラムを実施

しました。公園の間伐材を使ったオリジナルの楽

器作りなどを行いました。 

 

○ツリーイング体験 

開催日：５月５日、１０月２日 

 参加者人数：延べ６１人 

 

○森のギターづくり 

開催日：８月２１日   参加者人数：１５人 

 

○シャミレレづくり 

開催日：１１月２０日  参加者人数：１５人 

森のギターづくり体験 

 

◇成果（自己評価等） 

参加者は、公園のかやぶき民家の雰囲気や

風景に魅了されながら、丹波のむかしばなし

や凧づくり体験など、昔からある遊びなどを

体験しました。 

◇成果（自己評価等） 

公園オリジナルの楽器づくり体験や、なか

なか体験できないツリーイング（木登り）体

験などを通じて、多くの方が自然や木材に触

れあうことができました。 
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⑦ 地域連携イベントの実施 

 ◇実施内容 

公園施設を利用し、自主的に活動する団体と協力し、

一般来園者に対するプログラムを実施しました。 

 

○丹波彫刻会による展示（４月１６日～４月１９日） 

 

○狂言の会による発表会 

開催日：７月２日    参加者人数：７０人 

 

○歯科衛生士会のイベント 

開催日：９月２５日   参加者人数：７０人 

 

○邦楽ふれあいコンサート 

開催日：１１月１３日  参加者人数：５９人 

邦楽ふれあいコンサート 

⑧ 地域の自然環境づくりを先導する人材「モリビト」育成拠点事業 

 
◇実施内容 

行政、学校、周辺施設、企業等と連携し、地域

の自然環境づくりを先導する人材「モリビト」を

育てる事業を展開しました。里山スクールでは、

森の聖域ゾーンを中心に、里山や森林の整備に必

要な基礎的な知識を習得するための講座を開催し

ました。 

 

○里山の日のイベント 

開催日：５月５日   入園者数：１,８８９人 

 

○住友ゴムによる植樹活動 

（５月１２日、７月２日、１０月２２日） 

 

○里山スクール（篠山市と共催） 

合計７回の講座（座学+実習）受講者数４人 

 

○トライやるウィーク 

（６月６日～６月１０日） 

里山スクールの様子 

 

◇成果（自己評価等） 

丹波地域で活動している地域団体と協力

して、主にかやぶき民家のスペースを活用し

ながら来園者が楽しめるイベントを開催す

ることができました。 

◇成果（自己評価等） 

里山の日のイベントでは、多くの子どもたち

が、里山や木と触れ合う機会となりました。 

また里山スクールやトライやるウィークを

通して、里山での活動を行う事ができました。 
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⑨ あそび・まなびステーション事業 

 ◇実施内容 

平日の主な来園者である未就学児と保護者を対

象にしたプログラム・サービスを実施しました。 

 

○そうめん流し体験（５月～９月） 

 参加団体：１５組 

 

○プール遊び体験（７月～９月） 

 参加人数：延べ９７人 

 

○芋やき体験 

開催日：１０月１１日 

参加人数：２０人 

 

○ソリの貸し出し（雪の日） 

 参加人数：延べ４４人 

 

○ぬり絵の設置（随時） 

 

そうめん流し体験 

⑩ ひょうごヘルシーパークプロジェクト 

 
◇実施内容 

乳幼児から高齢者まで多様な世代に健康づくり

の「場」「機会」を提供しました。 

公園の長い芝生園路を活かし、２本のポールを

使ったノルディックウォーキングを毎月１回実施

しました。 

 

○ノルディックウォーキング（月１回開催） 

参加人数：延べ７２人 

ノルディックウォーキングの様子 

◇成果（自己評価等） 

乳幼児から幼児までが平日でも遊べる多彩

なプログラムを準備したことにより、子育て中

のお母さん方からも好評で、公園での遊びが毎

年子育てサークルの行事の 1つになっていま

す。 

◇成果（自己評価等） 

リピーターでの参加者が多く、手入れの行き届いている公園を歩くのは、気持ちいいと好評を

いただいています。 
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⑪ 花と緑を活かしたイベントの実施 
 

◇実施内容 

 季節ごとにテーマを設定し、実習形式で行う寄席

上教室や、プリザーブドフラワーを使用したアレン

ジメント教室などを実施しました。 

 

○花と緑の教室（年間１０回開催） 

参加人数：延べ１９１人 

 

○プリザーブドフラワー教室（年間７回開催） 

参加人数：延べ９４人 

 

○菊の小品盆栽講座（毎月１回程度開催） 

参加人数：延べ１２４人 

 

花と緑の教室 

 

◇成果（自己評価等） 

実習形式のイベントが多いため、大変好評で毎回のように参加される方も多数おられます。 

花と緑の教室では、花の管理方法も先生から教えてもらうことができ、また季節の花や緑の触

れ合えると好評です。 
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里山ボランティア（森づくりスタッフ）養成事業  
                                              

                                                         

                                                                

                                                                  

                           

 

 

 

◇実施内容 

里山の魅力や大切さをともに考え、身近な里山づく

りを促進していくため、里山整備・管理活動に関する

「森づくり講座」を開催し、森を守り育てる人材を養

成しました。 

・「森づくり講座」の開催 

年間９回実施 延べ３６人参加 

森づくり活動アドバイザー２人設置 

・里山倶楽部の協力による里山林の保全整備 

  

◇成果（自己評価等） 

里山の整備・管理に関するノウハウを伝授するとと

もに、本苑の里山を拠点として、ボランティア活動が

展開され、丹波地域外からの参加者もあり、都市との

住民交流も深まりました。 

 

森づくり講座の様子 

 

 

国蝶オオムラサキの舞う里山づくり   
 

                                              

                                                        

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                           

 

 

◇実施内容 

生物多様性保全に向けた豊かな里山づくりを進め

るため、里山のシンボルである国蝶オオムラサキを飼

育展示するとともに、小学校等を中心とした地域での

飼育指導等、関係機関との連携を推進しました。 

また、啓発事業としては、約百匹のオオムラサキを

苑内に放つ「放蝶会」をはじめ、今回、初の取り組み

となる「オオムラサキイメージ画コンテスト」を開催

しました。 

・小学校等への飼育指導 

  20小学校、１高校、７事業所 

・イメージ画コンテスト 

  対象：小学生 応募点数：73点 

 

◇成果（自己評価等） 

 小学校等での飼育指導や出前講座等を通じ、良好な

里山環境を次世代が学ぶ機会を提供することができ

ました。また、事業推進に当たり、兵庫丹波オオムラ

サキの会の全面的な協力を得る等、効果的な運営がで

きました。 

 

 

 

 

オオムラサキ放蝶会 
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ささやまの森公園事業【ささやまの森公園】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

◇実施内容 

春の桜満開の頃（4月 10日）と秋の黄葉の頃（11 

月 13日） にボランティアスタッフや地元住民によ

る体験コーナー、バザー等、手づくりイベント里山

まつりを実施しました。 

 

◇成果（自己評価等） 

満開の桜や黄葉の園内で木工クラフトやウオーク 

ラリーなど色んな体験や食文化の提供を通じ、里山 

と親しんでもらい、ふれあいや交流が持てました。 

参加者（スタッフ含む） 春：８７０人  

秋：８５４人 

 

餅つきを楽しむ参加者 

 

◇実施内容 

篠山市里山の日特別企画として、来園者が気軽に

参加で来るプログラム「木のおもちゃを作ろう」「竹

笛を作ろう」や「深山登山」を実施しました。 

・実施日及び参加者  

５月５日（木・祝）木のおもちゃを作ろう ５０人 

        竹笛を作ろう １９人 

２２日（日）   深山登山 ３９人 

 

◇成果（自己評価等） 

材料は小さな子どもでもできるように工夫されて

おり、手軽に楽しんでいただきました。深山登山は

好天に恵まれ多くの参加者に山登りを楽しんでいた

だきました。 

  参加者の皆様にはプログラムを通し里山の日が、

親しみある身近な日となったことでしょう。 

 

「竹笛を作ろう」の様子 

① 里山まつり（春･秋） 

 

② 「ＧＯＧＯ!さとやまの日」特別企画 
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③ 森の学校 

◇実施内容 

  小学校３年生から６年生を対象に、豊かな自然 

の中でさまざまな体験活動（飯ごう炊飯、源流探 

検、ネイチャーゲーム、草木染め、木工クラフト 

間伐体験、夏と冬の自然観察、クリスマスアート 

作り、その他）を年間通して学習を行いました。 

   

 ◇成果（自己評価等） 

  参加者は家族から離れ、ボランティアスタッフ 

の指導で、一年間、自らの体験学習を通してたく 

ましく生きる力を育みました。 

   実施回数：１０回 

生徒数：１８人 

 

クリスマスアート作り 

 

④ 里山体験プログラム 

 
◇実施内容 

里山や村に残る資源や技術などの価値と文化を広 

く人々に伝承していくため、四季の和菓子、黒豆栽 

培、こんにゃく作り、そば道場、布ぞうり作り、黒 

豆のお味噌作り、ハーブ石鹸作り、しめ縄作り、草 

木染めなどを体験しました。 

 

◇成果（自己評価等） 

丹波篠山に残る食文化や伝統技術を実際に体験す 

ることによって、伝統を守る苦労や里山のすばらし 

さを広めることができました。 

実施回数：４１回 

参加者：延５６０人 

 

布ぞうり作り 
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⑤ レクリエーションプログラム 

 ◇実施内容 

稲作体験、源流探検（沢歩き）、宿泊キャンプ、 

バームクーヘン作り、竹筒パン作り、ダンボール 

箱でくん製作り、ミニかまど作りなどを実施しま 

した。 

 

◇成果（自己評価等） 

公園内の自然の中で、自然を生かした森遊びや 

食事体験を通じ、自然環境の豊かさを体感するこ 

とができました。 

実施回数：１４回 

参加者：延２３８人 

 
園内の源流探検の様子 

 

⑥ 自然学習プログラム 

 ◇実施内容 

植物の観察、水生生物の観察、モリアオガエル 

やホタルの観察、バードウォッチング、昆虫観察、 

などを実施しました。 

 

◇成果（自己評価等） 

豊かな公園の植物・昆虫・水生生物などを観察 

したり、観察する方法を学ぶことにより、自然環 

境への関心を高めることができました。 

実施回数：１１回 

参加者：延２０１人 

 

 

活動スタッフからヒメホタル観察の説明を受ける 
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⑦ 里山復元プログラム 

 ◇実施内容 

放置されて荒れていく里山の森を再び活用す 

る炭焼き体験（木炭）、シイタケづくり、帽子 

掛け作り、森の時計作り、癒しの灯りづくり、 

杉玉作り、ミニ門松作り、丸太のテーブル作り 

などを実施しました。 

 

◇成果（自己評価等） 

里山を復元するための整備で発生する間伐材 

や竹、ツルなどを使ったブログラムを実施し、 

里山のすばらしさへの理解を深めました。 

実施回数：１５回 

参加者：延１７２人 

 

帽子掛け作り 

 

⑧ 団体利用プログラム 

 ◇実施内容 

学校や団体の活動や交流の場として公園を提供 

し、木工クラフト、石けん作り、バードウォッチ 

ング、自然観察、こんにゃく作り、和菓子作りな 

どを実施しました。 

 

◇成果（自己評価等） 

各団体の参加者の年齢構成や人数に応じた体 

験プログラムを提供し、里山のすばらしさ、大 

切さを広めることができました。 

実施回数：２８回 

参加者 ：７５９人 

（森の学校、里山文化講座の参加者を除く） 

 

親子活動で木工クラフトづくりを体験 

する子どもたち 
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⑨ 里山文化講座 

 ◇実施内容 

高等学校の里山文化授業の一環として、こんに 

ゃく作り、山菜料理、シカ肉料理、間伐体験、丸 

太ベンチ作り、つる細工、草木染め、しめ縄作り、 

陶芸、森のおもちゃ作りなど、里山体験を一年間 

通して学習しました。 

 

◇成果（自己評価等） 

県立篠山東雲高等学校の生徒が、学校では体験 

できないプログラムを、ボランティアスタッフの 

指導を受けて体験しました。 

実施回数：１５回 

受 講 生：１６人 

 

 

 

間伐体験の様子 

 

施設の充実 

 森の遊び場に「森の迷路」が完成 
 
◇実施内容 

こもれびの園地の森の遊び場に６つ目となる遊具 

「森の迷路」が活動スタッフの皆さんの協力のもと、 

ヒノキの林間の中に完成しました。  

概要：１０ｍ×１５ｍ（延長約７０ｍ） 

 

◇成果（自己評価等） 

秋の里山まつりでは迷路の早や抜けタイムトライ 

ヤルが行われました。 

子どもから大人までのチャレンジの場となってい 

ます。 

 

 

森の迷路にチャレンジ 
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丹波の森公苑環境学習推進事業 

 
◇実施内容 

丹波の森公苑の豊かな自然環境を生かして、子ど 

もや地域住民の環境学習・自然体験活動を促進すると

ともに、次代の環境学習・自然体験活動の支援ボラン

ティアを育成しました。 

・丹波縄文の森塾の開設 

  年間 １１回（うち１回は２泊３日のキャンプ） 

  塾生 ２５人（小学４～６年生）延べ３１０人 

  うちキャンプの参加者 ２０人 

・家族向け環境学習プログラム 

  オオムラサキ観察会、放蝶会、オオムラサキ越冬

幼虫探し、里山ふれあいハイキング 

・環境体験学習支援プログラム 

  里山の秋の実り体験 

・自然体験活動リーダーの育成 

 

◇成果（自己評価等） 

縄文の森塾は、四季を通じた自然とのふれあいの 

中で、学校とは違ったプログラムを体験することで、

たくましく成長し、また、学校を越えた友達との交流

の場ともなりました。 

 

 

縄文土器の焼成（丹波縄文の森塾） 
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生活創造活動への支援 

スポーツ大会・文化教室の開催【丹波年輪の里】 

 

◇実施内容 

平日利用のグラウンドゴルフ愛好者を対象に、相互の

交流と利用を促進、健康づくりのため年 4回の大会を開

催しました。 

年輪の里杯グラウンドゴルフ大会 

  ・募集定員 ・1回当たり定員１９２名 

  ・開催状況 ・５月３１日 参加＝１３４名 

        ・９月１３日 参加＝１５４名 

        ・１２月６日 参加＝１８４名 

        ・平成２９年３月７日 参加＝２０４名 

  

  

 

年輪の里杯グラウンドゴルフ大会 

◇成果（自己評価等） 

参加者も多く、常にキャンセル待ちが出る程です。週末、祝日、

夏休みなど繁忙期を除いた閑散期に芝生広場の活用を図って

いますが、年間１，０００人を超え、好評を得ています。 

 

◇実施内容 

竹とんぼは、竹の材質、大きさ、羽の角度、重 

さ、心棒などにより、高度や滞空時間、飛距離が 

異なります。参加者は、工夫を重ね独自の竹とん 

ぼを創作し、競技に挑み、さらに飛躍を目指して 

技術の向上を図るとともに伝承おもちゃの普及を 

目指しました。 

・実施日 ：８月２８日(日) 

・競技種目：①高度（高さ）②滞空時間  

③距離 

 ＊竹製の部（竹のみで制作） 

 ＊象嵌の部（竹に木や金属などをはめ込む） 

・参 加 者：１６人（全国から集合） 

 

◇成果（自己評価等） 

年輪の里では歴史ある大会の一つでしたが、

参加者が少数のため、また参加者も高齢化で、

最終回となりました。 

つくって飛ばそう竹とんぼ大会 

つくって飛ばそう竹とんぼ大会 

丹波年輪の里杯グランドゴルフ大会 
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兵庫県地域高齢者大学地域活動実践講座 
「丹波 OB大学大学院」の開設 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

◇実施内容 

兵庫県地域高齢者大学４年制大学講座「丹波ＯＢ大学｣

等での学習をもとに、実践的な社会参加活動について総合

的・体系的、かつ実践的に学習することにより、地域づく

り活動などの実践能力を習得するとともに、地域づくり

活動などへの主体的な取り組み意欲を醸成し、その実践

者を育成するため実施しました。 

講 座  １年次 ８人  講義、地域活動体験ほか 

２年次２０人  講義、地域活動ほか 

開講日 ４月２０日(水)～３月１日(水) 

（１・２年次とも全 19回） 

◇成果（自己評価等） 

１年生の地域活動体験は、地域のコミュニティカフェを英会話が楽しめるカフェとして利用する「英語し

ゃべり場カフェ」の実施や、地域コミュニティＦＭラジオ（８０５たんば）を利用して大学院の取組の様子

等を紹介する自主番組「８人８色」の制作などに取り組みました。「気づき・学び・実践」を少しずつ具現

化でき、今後の地域づくり活動に向けた一歩を踏み出すことができました。 

２年生の地域実践活動は、前年度から引き続き３つのグループに分かれて、「地域の世代間交流」「農村と

都市の農業体験交流」「桜堤を美しい遊歩道に」をテーマに取り組みました。実践活動を通して、様々な人

達との交流を深める中で、課題を明らかにしながら工夫・改善を図り、地域課題の解決に向けてより充実し

た活動を展開することができました。その主体的な取組が、実践を通してさらに学びを深めていくという学

びと実践の一体化を図ることに結びつきました。 

都市住民を招いた農業体験交流 

兵庫県地域高齢者大学４年制大学講座  
「丹波 OB大学」の開設 

 

 

 

 

 

 

◇実施内容 

高齢者の生涯学習の一環として、交流と学習の機会を提供 

するとともに、魅力ある地域社会を創り出す実践者を育成す

るため実施しました。 

講座  教養講座、特別講座 

専門講座（①健康福祉コース・②地域文化コース 

③生活創造コース） 

学外研修、運動会、オープン学習、看護学生との 

交流・地域実践の日、学年別研修、地域別研修、 

クラブ活動（グラウンドゴルフ、 童謡音楽、写真 

絵手紙、オカリナ、書道ほか） 

受講者数  ２２２人（Ｈ２９年３月末時点） 

開講日   ４月２０日(水)～３月１日(水)（全 18回） 

日 程    9：30～朝の集い  

 10：30～専門講座など  

 13：00～教養講座など  

14：30～クラブ活動  

 （詳細は講座一覧に掲載） 

 

 

◇成果（自己評価等） 

 （    講座において、地域の実践者や学識経験者、実
業家等を講師として招聘しました。時代の変化に
対応した話題をテーマに設定するなどして、質の
高い講座の運営が開催でき、アンケートにおいて
も高評価を得ることができました。学外研修では
大津方面を訪れ、歴史や文化に触れたほか、地域
実践の日には各地域に分かれて奉仕作業を実施
するなど、様々な活動を通して受講生間の交流も
図ることができ、好評を得ました。 

特別講座 
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講座｢丹波学｣の開設 

 

 

 

 

 

◇実施内容 

多彩な文化的資源を有する丹波地域の魅力の再発見

を通じて、伝統文化等を活かした地域づくりに結びつ

く学習の機会を提供することを目的とし、平成８年度

から実施しています。 

ﾃｰﾏ：『丹波を形づくったもの』 

開催日：９月１０日(土)～１２月１７日(土) 全５回 

受講生：１６０人 

 

１ 織田政権進出時の丹波と周辺諸国 

   京都光華女子大学教授  野田 泰三 氏 

２ 大坂の陣と真田丸 ～丹波の武将たちの活躍～ 

(株)歴史と文化の研究所代表取締役、歴史学者 

           渡邊 大門 氏 

３ 中世荘園の遺産 ～丹波国大山荘を中心に～ 

大手前大学教授    小林 基伸 氏 

４ 丹波柏原の織田家から見る信長評価 

文筆家、旧・柏原藩織田家 19代当主 

 織田 信孝 氏 

５ 戦後期丹波の城郭とその防御施設 

    城郭談話会会員    福島 克彦 氏 

◇成果（自己評価等） 

戦国期から江戸期に至るまでの丹波地域の変遷

の足跡をたどり、現在の丹波がどのように形づく

られてきたのかを、多彩な講師が歴史を多角的に

捉えた内容で講義を行うことにより、より深く学

ぶことができました。 

第４回講義（講師：織田信孝 氏） 

 
学ぶ高齢者のつどい丹波ブロック大会の開催 

 

 

 

 

 

◇実施内容 

篠山市、丹波市の高齢者大学・講座、兵庫県地域高

齢者大学「丹波ＯＢ大学」が連携して様々な取組を実

施することにより、地域ニーズを反映した高齢者の健

康と生きがいの創造活動を開発、普及しました。 

・学ぶ高齢者のつどい丹波ブロック大会の開催 

 開催日：９月３０日（金） 

 場 所：丹波の森公苑ホール、多目的ルーム等 

 参加者数：６００人 

・高齢者学習研究協議会丹波ブロック会議の開催 

 

◇成果（自己評価等） 

実行委員（篠山市高齢者大学、丹波市高齢者学級、

丹波ＯＢ大学の各代表者等）が主体となって、学ぶ高

齢者のつどい丹波ブロック大会の運営を行いました。  

高齢者の主張・芸能発表に多くの学生が出場したり、

創作作品展に作品を出品したりするなど、日頃の学習

活動の成果を発表することにより、互いに学びあい交

流を深めることができました。 

 

 

学ぶ高齢者のつどい丹波ブロック大会の様子 

（高齢者の主張） 
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生活創造活動支援事業（消費生活含む） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                                      担当 名前 

 

 

 

 

◇実施内容 

 丹波地域の団体・グループ等の生活創造活動の 

情報を収集発信し、団体・グループ活動を支援し 

ました。 

 また、消費生活に関する相談窓口を開設すると 

ともに、消費者被害防止のための普及啓発を実施 

しました。 

               

◇成果（自己評価等） 

  ・生活創造ニュースの編集 

   活動事例紹介と消費者相談コーナー 

  ・生活創造グループ登録と活動支援 

   登録グループ数 １４４団体 

   グループ活動コーナーの利用  

１１８件 ７５１人 

・情報発信のための印刷機械の利用件数 

          ５４１件 

 

 

消費者害防止のための啓発双六 

（篠山市今田町休場） 

 

 
トライやる・ウィーク受入    

                          

                                                

                          

                          

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                        

                                      

                             

◇実施内容 

職業体験の場の提供を通して、森公苑をより 

よく知ってもらうとともに、中高生の視点から

施設利用促進を図る機会として実施しました。 

 

○トライやる・ウィーク２０１６（中学生） 

 受入人数：３人(柏原中学校) 

 受入期間：６月７日(火)～１１日(土) 

 体験内容：丹波の森公苑の利用促進を図る

活動（樹木札、環境整備、チラ

シ発送等） 

 

樹木板の作成 （トライやる・ウィーク） 

◇成果（自己評価等） 

丹波の森公苑をよく知ってもらうととも

に、中学生の視点から施設の魅力を提案し

てもらう場とすることができました。 

 

情報活動コーナー 
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 丹波の森子どもミュージカル体験塾 

 ◇実施内容 

丹波の森子どもミュージカル体験塾は、将来の芸術

文化を担う子どもたちにミュージカルの体験機会を

提供することにより、豊かな感性や表現力、コミュニ

ケーション能力を育みました。また、創造する楽しさ

を体験し舞台芸術に親しむことを通して、舞台芸術創

造活動のすそ野の拡大を図るため実施しました。 

 

○丹波の森子どもミュージカル体験塾レッスン 

 ７月２１日(木)～１０月２２日(土) 全１５回 

 

○丹波の森子どもミュージカル体験塾発表公演 

１０月２３日(日) ２回公演 

演目 「Sing Together」 

 (「劇団ウエスト」の劇団員との共演) 

入場者：５４７人 

 

◇成果（自己評価等） 

 本年度の丹波の森子どもミュージカル体

験塾では、７月２１日（木）から１０月２２

日（土）まで、全部で１５回のレッスンを行

い、丹波地域の小・中・高校生４１名の子ど

もたちが、劇団ウエスト（豊中市）の劇団員

による指導を受けました。 

 個々の歌・ダンス・演技に磨きをかけるだ

けではなく、塾生のみんなが一つになって素

晴らしいミュージカルにしようと稽古に励

んだ結果、発表公演ではみんなで感動のステ

ージを創り上げることができました。 

 

丹波の森子どもミュージカル体験塾発表公演 

 

 

 ◇実施内容 

 子どもの健やかな成長とこころ豊かな地域づく

りを願い、兵庫丹波の森協会が発行した「丹波（篠

山市・丹波市）のむかしばなし」（全１０集）を活

用し、家庭や地域に広める活動を推進するため、

大型紙芝居等の作成・修復に対する助成や研修会

を開催しました。 

 

 ・丹波なみきみちまつり 2016収穫祭出演 

   １０月２日（日）  ３サークル 

 

・丹波の森フェスティバル出演 

   １０月２９日（土） ２サークル 

 

・交流研修会（篠山市立城東小学校） 

   １２月２日（金） 

 

・紙芝居等の作成費及び修復助成 

   ３件  

 

◇成果（自己評価等） 

様々なイベントで日頃の活動成果を発表し、多

くの方にむかしばなしに触れていただきました。 

また交流研修会では、小学生（1・2・3年生）

に地元のむかしばなしを紙芝居・素話・パネルシ

アターで語り、昔から伝わるむかしばなしに触れ

てもらう機会をもちました。その後の研修会で、

活動内容や反省点などを話し合い、互いに学びあ

い技術の向上や交流を深めることができました。 

 

交流研修会の様子（篠山市立城東小学校） 

 

丹波（篠山市・丹波市）のむかしばなし語りべクラブ

の活動支援 
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子供の読書活動の実践で文部科学大臣表彰を受賞  

 

 

（公財）兵庫丹波の森協会が、２０１６年度子

どもの読書活動優秀実践団体として文部科学大

臣表彰を受賞しました。 

当協会が発行した丹波地域に伝わる民話や伝

説を集めた「丹波のむかしばなし」（全１１９話）

と、篠山市・丹波市の語りべサークルが小学校や

認定こども園などでむかしばなしを語り、子ども

たちが民話に親しむ機会を作ってきたことなど

が評価されました。 

 

文部科学大臣表彰 
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芸術文化の振興 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

文化振興部 

丹波の森国際音楽祭シューベルティアーデたんばの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇成果（自己評価等）  

音楽を通した地域交流、国際交流により、丹

波地域の人々が自分たちの故郷の良さを見つめ

直すきっかけとなればと願いスタートした本音

楽祭も２２回目を迎えました。 

５千人を超す方々にクラシック音楽を楽しん

でいただき、音楽を通じたまちづくりに寄与し

ました。 

 

 

シューベルティアーデたんば２０１６ ガラ・コンサートより 

◇実施内容 

人と自然と文化の調和した地域づくりを目的とす

る「丹波の森構想」を推進するため、地域住民が主

体となり、海外から優れた音楽家を迎えたコンサー

トや地域の特性を活かした街角コンサート、学校で

のふるさと音楽ひろば、キン・コン・カン・コンサ

ートなどを実施しました。 

 また、東日本大震災の被災地の小学校に楽器を寄

贈し、ミニコンサートを実施しました。  

 

 開催期間 ９月１１日(日)～１１月１３日(日) 
○オープニング・サロンコンサート 

   開催日 ９月１１日(日) 
   場 所 お菓子の里丹波ミオール館 
   参加者 ２４０人 

○ガラ・コンサート 
開催日 １１月１３日(日) 

   場 所 丹波の森公苑ホール 
   参加者 ４２９人 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
丹波の森公苑ホール等自主事業 
 

 

 

 

◇実施内容 

 幼児期から芸術文化に親しむことの重要性に着目

し、劇団かかし座による影絵「長靴をはいたねこ」

の上演と、「動物影絵のワークショップ」を２回公

演で実施しました。 

 

開催日：８月６日(土) 

場  所：丹波の森公苑 多目的ルーム 

内  容：劇団かかし座による影絵 

     「長靴をはいたねこ」の公演 

     「動物影絵のワークショップ」の実施 

入場者数：２８０人 

動物影絵のワークショップ 

◇成果（自己評価等） 

 多目的ルームを使用することにより、幼児・児童が目の前で影絵の上演を楽しむことができ、 
また動物影絵のワークショップを同時に実施することにより、出演者と幼児・学童が身近に触れ 
合うことができました。 
その結果、幼児・児童の影絵に対する興味・関心が高まるとともに、親子で貴重な体験ができ 

たと、大変好評を得ました。 
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座
すわ

っ展
てん

2016 －丹波でうまれた木の椅子－【丹波年輪の里】 

  

 

  

 

 

 

 

 

◇成果（自己評価等） 

開催日：４月２９日（金・祝）～５月５日（木・祝） 

  場 所：兵庫県立丹波年輪の里・木の館ホール 

  出 展：丹波地域で活躍する木工作家１０名 椅子２９脚 

見学者：１，２４５名  

丹波地域で創作活動をする木工作家の木の椅子の展示会を開催し、木の椅子の安らぎや手づくり作

品のすばらしさを感じていただきました。また、展示期間中、来場者にお気に入りの一脚を投票する

アンケートも実施しました。 

◇実施内容 

自然豊かな丹波の地で活躍する木工家のＰＲ、また「木

工の里丹波」の周知と活性化を目指し、木工クラフトの拠

点丹波年輪の里が初の試みとして企画しました。  

  丹波の木工作家が創作する「椅子」を集め、来場者にそ

れぞれの個性や造形の良さ、座り心地などを直接体感する

ことで、木の持つぬくもりと良さを伝え、木の椅子と木工

作家のアピールに努めました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

座っ展２０１６会場の様子 

 

 アートクラフトフェスティバル inたんばの開催【丹波年輪の里】 

 ◇実施内容 

  

  

 

 

 

   

 

  

 

 

◇成果（自己評価等） 

  

         

 

 

 

会場の様子 

丹波地域におけるクラフト文化の向上、創作活動の普及を図りました。また、全国各地で活動

するクラフトマンが一堂に集い、芝生広場など園内での自由な作品展示や来園者との交流を深め

ることができました。 

全国の木工や陶磁器、布など様々なジャンルのクラ

フトマンの作品が、野外で自由に展示出来る場を提

供し、展示者と来園者との交流を図り・手づくり文

化や地域文化の向上など、創造活動の普及を図りま

した。 

開催日：１０月１日(土)・２日(日)  

出展者：１７４名 

入場者：１５，０００人 
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第２９回丹波の森ウッドクラフト展（木のおもちゃ大賞展） 

【丹波年輪の里】 

◇実施内容 

第２９回丹波の森ウッドクラフト展「一般の部」は木のおもちゃを念頭に遊び心や木のぬくもり 

を感じられる作品を、「ジュニアの部」では、子どもたちに広く木に親しんでもらうことを目的に 

自由な木工作品を公募し、全作品を年輪の里で展示・公開しました。 

 

  ○一般の部    

・募集作品：「テーマ作品（多角形）」「自由作品」 

   ・展示期間：９月１８日(日)～１０月２日(日) （年輪の里木の館ホール） 

  ○ジュニアの部  

・募集作品：「自由作品」 

   ・展示期間：１０月２３日(日)～１１月６日(日)（年輪の里木の館ホール） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◇成果（自己評価等） 

   ・出展者(出展数)一般の部     ７４名   ７７点 (自由作品４９点 テーマ作品２８点) 

           ジュニアの部       ９０点   出展校   ２２校 

   ・入賞作品   一般の部    グランプリ(文部科学大臣賞)・準グランプリ(知事賞)・優秀賞(丹波市長

賞)他８作品 

           ジュニアの部  グランプリ(文部科学大臣賞)・準グランプリ(知事賞)・優秀賞(丹波市長

賞)他７作品 

   ・その他：   一般の部    みんなが選んだおきにいり賞（丹波市観光協会長賞） 

特別賞（三木工業協組合理事長賞）の継続実施  

           ジュニアの部  みんなが選んだウッドラブリー賞を新設。 

   ・入場者数  一 般 の 部  ２，２３１名 

    ジュニアの部    ７４１名 

           合   計   ２，９７２名 

 

一般の部、ジュニアの部とも個性と創造溢れる作品が全国各地から多く寄せられ、好評のうちに 

終了することができました。木のおもちゃを題材とした公募展は全国的にも珍しく、玩具作家を目

指す若い世代の登竜門的な役割も担っています。 

 また、展示期間中は自分の好きな作品に投票する「おきにいり賞」を実施し、見学者にもウッド

クラフト作品の魅力をアピールすることが出来ました。 

一般の部グランプリ（文部科学大臣賞）  

 

 

 

 ジュニアの部グランプリ（文部科学大臣賞）  
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丹波の森アートフェスティバルの開催 

 

◇実施内容 
日頃から美術を愛好し、創作活動に励まれている多 

くの人々の作品を展示するとともに、世代や分野を越 
えた心の交流を深め、豊かな芸術文化の高揚を図るた 
め開催しました。 
 
○２０１６兵庫県文化賞受賞者小品展 
開催日：１０月１３日(木)～１６日(日) 

 出展数：３５点  入場者数：８２人 
 
○第４０回丹波の森新春書き初め展 
 開催日：平成２９年１月２５日(水)～２９日(日) 
 場 所： 丹波の森公苑多目的ルーム等 
出展数：８０６点 入場者数：８３９人 
 
開催日：平成２９年２月２日(木)～５日(日) 
場 所：篠山市立四季の森生涯学習センター東館  

  出展数：２９５点 入場者数：５３７人  
 
○展示ギャラリー 

  利用件数  ２６件 
利用日数 ２４９日 
利 用 率   ８０％ 

 

◇成果（自己評価等） 
丹波の森新春書き初め展は、丹波地域 

の児童、生徒と一般出品者が作品を通し 
てより交流も深まり会期中は多くの来場 
者で賑わいました。 
展示ギャラリーは、日頃から創作活動 

に励まれている方の発表の場として幅広 
い分野で利用いただきました。利用率も 
高く、毎回さまざまな展示で会場は多く
の来場者で賑わいました。 

 

（丹波の森新春書き初め展、兵庫県文化賞受賞者小品展、 
展示ギャラリー） 

 

新春書き初め展記念賞授賞式 

文化振興部 文化振興部 

伝統文化活性化支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇成果（自己評価等） 

子どもたちのための和楽器鑑賞会では、

小学校の５・６年生を対象に実施しました。

丹波文化団体協議会の出前事業として、構

成団体の中から講師で小学校に出向いても

らい、子どもたちとの交流を通じて、尺八、

琴、三味線などの和楽器に親しみをもって

もらう機会を提供することができ、好評を

得ました。 

また、童謡唱歌の祭典に民俗芸能特別鑑

賞部門を設けることで、丹波地域の伝統芸

能を鑑賞する機会を多くの人に提供するこ

とができました。 

子どもたちのための和楽器鑑賞会 

◇実施内容 

丹波地域の民俗芸能を地域の宝、誇りとして見直し、

次代に伝えていくため、民俗芸能の発表・鑑賞の機会

を提供するとともに、子どもたちに和楽器の素晴らし

さを伝えるため鑑賞会を開催し、伝統文化の活性化を

促しました。 

  

○子どもたちのための和楽器鑑賞会 

（丹波文化団体協議会による出前授業） 

開催日：１月～２月の間  

  場 所：丹波管内の小学校１０校 

  内 容：和楽器（尺八、琴、三味線）演奏の鑑賞 

参加者：５８４人 

 

○第８回丹波の森童謡唱歌の祭典 民俗芸能特別鑑賞部門 

開催日：５月１５日（日） 

 場 所：丹波の森公苑ホール 

 出演団体：山南町「金屋神楽舞」 

  参加者数：約７００人 
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丹波地域情報の発信等  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報誌「丹波の森」の発行等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

  

                           

 

◇実施内容 

丹波の森づくりをはじめ、生活創造・地域づくり活動 

等の地域情報を「年報」、「協会ニュース」、情報誌「 

丹波の森」やメールマガジン「たんばもりびとにゅーす」、

ホームページで情報発信しました。 

・「年報２０１５」、「協会ニュース２０１６」の作

成 

・情報誌「丹波の森」の発行 

 年２回 （６月、１月：各４１，０００部 丹波市、 

篠山市全戸配布） 

・メールマガジンによる情報発信 

 毎月２回（１日、１５日） 

・ホームページによる情報発信（毎月更新） 

アクセス件数 ２２，２８１件（平成２８年度） 

 

◇成果（自己評価等） 

情報誌やホームページを通じて地域情報を幅広く発

信することができました。 

 

 

情報誌 丹波の森 №54  2017.1発行 

丹波の森公苑開園２０周年記念式典を開催 

                          

                            

 

 

 

 

 

 

                           

                     

◇実施内容 

平成８年４月に丹波地域の生活創造の拠点として「丹

波の森公苑」が開設されてから２０周年を迎えました。

これまでの取り組みに感謝の意を表するとともに、事業

や施設運営へのさらなる県民参画を促進するため、関係

者の出席を得て、開園２０周年記念式典を開催しました。 

 

・開催日  ４月２９日（金・祝） 

・場 所  丹波の森公苑 

 ・出席者  約５００人 

 

記念式典の様子 
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芸術文化団体等活動支援事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

丹波の森公苑の入園者５００万人達成！ 
                           

                            

                            

◇実施内容 

丹波の森公苑は、豊かな緑の中で、県民の文化・ス

ポーツ・レクレーション活動を推進するとともに、生

涯学習や地域づくり活動等を支援してきました。 

平成８年４月の開園以降の累計入園者数は、平成２８ 

年６月４日に入園者５００万人に達し、記念セレモニ 

ーを実施しました。 

 

累計入園者数の推移 

平成１０年 ８月      ５０万人達成 

平成１２年 ９月     １００万人達成 

平成１４年１０月     １５０万人達成 

平成１６年１０月     ２００万人達成 

平成２０年 ７月      ３００万人達成 

平成２４年 ６月     ４００万人達成 

平成２８年 ６月 ４日   ５００万人達成 

 

入園者５００万人達成 

 

 

兵庫県地域文化を考えるシンポジウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇実施内容 

  芸術文化団体等への活動支援として、「兵庫県地

域文化を考えるシンポジウム」が丹波文化団体協議

会の主催により、7年ぶりに丹波地域で開催されま

した。 

 

開催日：１０月１１日（火） 

 場 所：ユニトピアささやま 

 内 容：オープニングアトラクション 

・和太鼓演奏（篠山市鼓篠組） 

・黒井踊り（丹波市春日郷土民謡保存会） 

基調講演（テーマ：文化活動とまちづくり） 

パネルディスカッション など 

 参加者：３３０人 

◇成果（自己評価等） 

 県内各地から集まった３００人を超える

参加者からも、非常に充実した内容で有意

義な一日を過ごせたと大変好評でした。 

  

 

パネルディスカッションの様子 
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・講座一覧 

  ・出前講座の状況 

・活動一覧 

・施設利用一覧 

・評議委員会の開催状況 

・理事会の開催状況 

・評議員名簿 

・協会役員名簿 

・運営委員会の開催状況 

・運営委員会委員名簿 

・機能 

・沿革 

・施設の概要 

・組織と職員 

 

 

 

 

 

兵庫丹波の森協会事務局・丹波の森公苑 
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回 開催日 テーマ・内容　（基本テーマ　『再び丹波から発信する「地域創生」』） 講師（敬称略）

1 6月28日
【開講式】
丹波からの地域創生

兵庫県立人と自然の博物館 館長
丹波の森大学 学長　　中瀬　勲

2 7月8日 ふるさとの姿を考える 関西学院大学総合政策学部 教授　角野　幸博

3 7月27日 大地を見直し地域を元気にする活動：ジオパーク
兵庫県立大学大学院
地域資源マネージメント研究科 准教授　先山　徹

4 8月9日
地域や人材の多様性を活かした地域づくりの可能性
新潟県中越地震被災地の復興から考える

長岡造形大学
建築・環境デザイン学科 准教授　澤田　雅浩

5 8月23日 公開講座　地域創生フォーラム

パネラー
関西学院大学 総合政策学部教授　角野　幸博
丹波県民局県民交流室 大丹波連携参事 西岡　正博
篠山市政策部創造都市課 創造都市推進係長　小山　達朗
丹波市企画総務部総合政策課地方創生戦略係長　福井　誠
コーディネーター
丹波の森大学学長　中瀬　勲

6 9月9日 中山間地域における集落の動向と地方創生 島根大学教育学部共生社会教育講座 教授　作野　広和

7 9月21日 獣害対策を通じて地域を創る
神戸大学大学院
人間発達環境学研究科 特命助教　清野　未恵子

8 10月6日 新しい価値の発見”渦潮” うず潮を世界遺産にする淡路島民の会事務局長　山口　平

9 10月26日 現地学習　長浜・黒壁スクエアほか　見学 　

10 11月18日 新たな地域づくりの世界　CSV 地域イノベーション 起業増加町・・
富山大学地域連携推進機構 教授／副機構長
地域連携戦略室長　金岡　省吾

11 12月6日
人と自然の共生を考える
【開講式】

兵庫県立人と自然の博物館 名誉館長　　岩槻　邦男

回 開催日 テーマ・内容 講師（敬称略）

1 5月19日
講義；病害虫の防ぎ方
実習；壁かけ鉢を使った寄せ植えと管理法

山田　益男

2 6月9日
講義；さし木の方法
実習；夏の花木・草花の寄せ植えと管理法

山田　益男

3 7月14日
講義；テラリウム栽培
実習；テラリウムの楽しみ方

荻野　徳郷

4 8月18日
講義；草花の種まき
実習；観葉植物の寄せ植えと管理法

山田　益男

5 9月15日
実習；多肉の寄せ植えと管理法

尾崎ルミ子

6 10月20日
講義；秋植え球根の育て方
実習；秋の草花の寄せ植えと管理法

荻野　徳郷

7 11月24日
実習；クリスマス飾り方教室

山口　素子

8 12月15日
講義；洋ランの育て方
実習；洋ランを使った寄せ植え

荻野　徳郷

9 2月16日
講義；寒肥など肥料の施し方
実習；早咲きの球根草花の寄せ植えと管理法

荻野　徳郷

10 3月23日
講義；アジサイの育て方
実習；春の草花の寄せ植えと管理法

荻野　徳郷

花と緑の教室 

 

丹波の森大学(第26期）

講座一覧 
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回 開催日 テーマ・内容 講師（敬称略）

1 5月26日
実習：寄せ植え（癒しの森のガーデンショー出展作品づくり）
講義：春の花壇と夏の花壇の入れ替え（良い花壇・悪い花壇）

2 6月9日 講義：視察研修（但馬高原植物園：癒しの森のガーデンショー）

3 7月28日
実習：夏の寄せ植え
講義：夏のガーデン管理　夏の弱剪定

4 10月26日 実習：いろいろ寄せ植え（森フェスティバル出展作品づくり）

5 12月8日
実習：クリスマスとお正月の寄せ植え
講義：冬のガーデン管理　冬の強剪定

6 3月23日
実習：春の寄せ植え
講義：春のガーデン管理　花壇の基礎からデザイン

回 開催日 テーマ・内容 講師（敬称略）

1 6月5日 刈払機の使い方①（基本編）

2 6月19日 刈払機の使い方②（応用編）

3 7月9日 刃研ぎと目立て

10月23日 里山整備講座①（チェンソーの使い方（上））

11月6日 里山整備講座②（チェンソーの使い方（下））

11月13日 里山整備講座③（除伐）

11月27日 里山整備講座④（間伐の進め方（かかり木の対処法））

12月3日 里山整備講座⑤（間伐の進め方（チルホールの使い方））

12月4日 里山整備講座⑥（広葉樹の伐倒と処理方法）

回 開催日 テーマ・内容 講師（敬称略）

1 5月28日
【開塾式・オリエンテーション】
「班旗づくりと田植えに挑戦」

丹波の森研究所主任研究員、森づくり活動アドバイザー、里山
倶楽部ほか

2 6月18日 「里山の自然探検」
丹波地域のホトケドジョウを守る会 山科ゆみ子、森の研究所
宮川五十雄、森づくり活動アドバイザー、里山倶楽部ほか

3 7月2日 「縄文土器づくりに挑戦」
滋賀県文化財保護協会 鈴木康二、陶芸家 宮本ルリ子、森づく
り活動アドバイザー、里山倶楽部ほか

4
7月22日

～7月24日

縄文キャンプ「野外生活にチャレンジ」
縄文土器野焼き、里山探検、森遊び、昆虫観察、野鳥観察、草木染め、ツリーイン
グ・弓矢づくりなど

滋賀県文化財保護協会 鈴木康二、陶芸家 宮本ルリ子、染織
家 竹内美由紀、むしクラブ 大塚剛二、丹波野鳥の会、Tree
Master Climing Academy、森づくり活動アドバイザー、里山倶
楽部ほか

5 9月24日 「秋の里山の収穫体験」 森づくり活動アドバイザー、里山倶楽部ほか

6 10月22日 「里山にあるもので作品づくりに挑戦」
森の研究所 宮川五十雄、森づくり活動アドバイザー、里山倶楽
部ほか

7 11月26日 「晩秋の里山尾根歩き-尾根にアタックｰ」 山の会ささやま、森づくり活動アドバイザー、里山倶楽部ほか

8 12月17日 「餅つきに挑戦」
森づくり活動アドバイザー、福寿会（船城地区）、里山倶楽部ほ
か

9 1月21日 「凧づくりと椎茸原木づくりに挑戦」 森づくり活動アドバイザー、里山倶楽部ほか

10 2月25日 「木を使った工作に挑戦」
うっどかすが 上畑裕之、細見靖、森づくり活動アドバイザー、
里山倶楽部ほか

11 3月18日
【閉塾式】
「みんなで一年を振り返ろう」

森づくり活動アドバイザー、里山倶楽部ほか

丹波縄文の森塾

園芸教室　

但馬高原植物園  植栽主任 田丸　和美
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ひょうごガーデンマイスター）

4

森づくり講座

森づくり活動アドバイザー
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回 開催日 テーマ・内容 講師（敬称略）

【開講式】

学年別研修

新入生歓迎演奏会
森本　英希（フルート・リコーダー）
初田　章子（フルート・ピアノ）

学年別研修

専門講座①健康福祉：「生き生き健康フラダンス」 Hapa Haole Hula　O'Japan　主宰　　畠　裕子

専門講座①地域文化：「楽しい方言講座
　　　　　　　　　　　　～兵庫のことば・丹波のことば～」

元園田学園女子大学教授　　黒崎　良昭

専門講座①生活創造：「兵庫の絵画を見る
　　　　　　　　　　　　～作品鑑賞をより楽しくするために～」

兵庫県立美術館学芸員　　小野　尚子

自治会総会

朝のつどい

教養講座①：「声で握手♪伝わる声と話し方
　　　　　　　　　　　　～心に響くコミュニケーションのために～」

言の葉ＯＦＦＩＣＥかのん代表　　川邊　暁美　

学年別研修

クラブ活動

4 6月1日

学年別研修

専門講座②健康福祉：「高齢者のこころと健康について
　　　　　　　　　　　　～ストレスと上手につきあう方法～」

㈱茉莉花 訪問看護ステーション支援太 精神科認定看護師
河合　正樹

専門講座②地域文化：「丹波焼あれこれ」 元丹波立杭陶磁器協同組合理事長　　大上　巧

専門講座②生活創造：[輝く肌がもたらす充実ライフの秘密」 コーセー化粧品販売神戸支店美容課課長　　日下部　陽子

学年別研修

クラブ活動

地域別研修

教養講座②：「新聞記者が見つめた「四半世紀」」 毎日新聞社社会部編集委員　　中尾　卓司

特別講座①：「プロが出来る就労困難者の雇用創造」
㈱クロフーディング代表取締役
たんば黎明館ル・クロ丹波邸オーナーシェフ 　黒岩　功

クラブ活動

朝のつどい

専門講座③健康福祉：「どうなる？丹波地域の介護事情」
兵庫医科大学ささやま居宅介護支援事業所管理者・主任介
護支援専門員　　足立　宗弘

専門講座③地域文化：「献上品に見る諸国名産紀行
　　　　　　　　　　　　～丹波の名産を中心に～」

篠山市文化財保護審議会委員　　今井　進

専門講座③生活創造：「地域に根ざしたＣＳＲ（企業の社会的責任）活動」
ダンロップスポーツ㈱市島工場総務課課長代理
門田　勇介

特別講座②「一生勉強一生青春
　　　　　　　～父　相田みつをの生き方～」

相田みつを美術館館長　　相田　一人

クラブ活動

5月25日

7月13日

兵庫県地域高齢者大学４年制大学講座「丹波OB大学」　

1 4月20日

学外研修：滋賀県大津方面

5

7

6月15日

2 5月11日

3

6 6月29日
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8 7月27日

奉仕活動

学年別研修

柏原看護専門学校生との交流

クラブ活動

朝のつどい

教養講座③：「丹波の光を観いだし、丹波の宝を紡ぐ
　　　　　　　　～丹波の特産物と磨けば光る村の宝～」

丹波市地域おこし協力隊　　喬木　リエ

学年別研修

クラブ活動

運動会準備

学年別研修

運動会

学年別研修

専門講座④健康福祉：「知っておいて欲しい“あぶら”のはなし
　　　　　　　　　　　　～“あぶら”と健康の最新情報～」

日清オイリオグループ㈱中鎖脂肪酸事業化推進室主管
渡邉　慎二

専門講座④地域文化：「織田氏と柏原藩」 丹波市文化財研究会会長　　竹内　脩

専門講座④生活創造：｢こころと身体を癒すアロマとタッチング
　　　　　　　　　　　～香りで元気に美しく～」

ソーシャルアロマセラピストインストラクター
村田　由比子

芸術鑑賞：「ミュージックベルとトーンチャイムの演奏」 ベル演奏グループ「ティンカーベル」（西脇市）

防犯講座：「地域防犯について」 兵庫県企画県民部地域安全課課長　　小藤　智代美

クラブ活動

14 11月30日 オープン学習

「健康体操　練功十八法」西野雅子
「秋散策」丹波の森公苑　松原泰夫、角谷慶治
「登山」里山会代表　廣瀬健吾ほか
「写真教室」岡林写真館代表取締役　岡林利幸
 ｢パステルアート教室｣　中原万里
「押し花教室」　林　和枝
「そば打ち教室」　濱園俊弘

朝のつどい

教養講座④：「笑う門には音楽あり｣ 日本音楽療法士学会認定音楽療法士　　梅谷　浩子

特別講座③：「丹波の捨女」
俳人、京都教育大学名誉教授・佛教大学名誉教授
坪内　稔典

クラブ活動

学年別研修

専門講座⑤健康福祉：「腸能力と感染予防
　　　　　　　　　　　　～カラダの変化に合った健康のつくり方～」

神戸ヤクルト販売㈱経営戦略室・ＣＳ推進室係長
藤原　和子

専門講座⑤地域文化：「丹波の偉人」 丹波新聞社社長　荻野祐一

地域活動研修

クラブ活動

13 11月9日

12 10月19日

16 1月18日

15 12月14日

9月7日

10 9月30日

地域実践活動の日

9

学ぶ高齢者のつどい丹波ブロック大会
（高齢者の主張、芸能発表、作品展）

11 10月5日
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自治会総会

教養講座⑤：「ライフプランと社会保障そして資産運用
　　　　　　　　　　３ステップマネープランセミナー」

ジブラルタ生命保険㈱セミナーインストラクター
若島　徹

大学院実践発表会

クラブ活動

【修了式】

修了記念演奏会
わたなべ　ゆう（ギター）
初田　悦子（ボーカル）

想い出の記録映写

回 開講日 学習テーマ・内容等 講師（敬称略）

開講式

オリエンテーション

新入生歓迎演奏会
森本　英希（フルート・リコーダー）
初田　章子（フルート・ピアノ）

地域活動実践講座①「丹波のサテライト16ガイダンス」 からくさ塾　主宰　　小嶋　明

地域活動実践講座②「生涯学習まちづくり概論
　　　　　　　　　　　～まちは先生、まちは教室～」

からくさ塾　主宰　　小嶋　明

教養講座①：「声で握手♪伝わる声と話し方
　　　　　　　　　　　　～心に響くコミュニケーションのために～」

言葉の葉ＯＦＦＩＣＥかのん代表　　川邊　暁美　

レクリエーション大会

クラブ活動

地域活動実践講座③「丹波のサテライト16ＦＷ(1)」 からくさ塾　主宰　　小嶋　明

地域活動実践講座④「ワークショップ(1)」 からくさ塾　主宰　　小嶋　明

教養講座②：「新聞記者が見つめた「四半世紀」」 毎日新聞社社会部編集委員　　中尾　卓司

特別講座①：「プロが出来る就労困難者の雇用創造」
㈱クロフーディング代表取締役
たんば黎明館ル・クロ丹波邸オーナーシェフ 　黒岩　功

クラブ活動

地域活動実践講座⑤「むこう三軒両どなりの地域づくり
　　　　　　　　　　　～健康寿命を延ばそう～」

からくさ塾　主宰　　小嶋　明

特別講座②「一生勉強一生青春
　　　　　　　～父　相田みつをの生き方～」

相田みつを美術館館長　　相田　一人

クラブ活動

地域活動実践講座⑥「丹波のサテライト16ＦＷ(2)」 からくさ塾　主宰　　小嶋　明

地域活動実践講座⑦「防災コミュニティづくり」 からくさ塾　主宰　　小嶋　明

地域活動実践講座⑧「丹波のサテライト16ＦＷ(3)」 からくさ塾　主宰　　小嶋　明

地域活動実践講座⑨「ワークショップ(2)」 からくさ塾　主宰　　小嶋　明

9 9月～ 地域活動体験

3月1日

3 5月25日

4 6月8日

5 6月29日

4月20日

5月18日

2月8日

兵庫県地域高齢者大学地域活動実践講座「丹波ＯＢ大学大学院」　１年生講座

17

18

7 7月20日

2

1

6 7月13日

8 9月14日

10 9月30日
学ぶ高齢者のつどい丹波ブロック大会
（高齢者の主張、芸能発表、作品展）
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教養講座③：「丹波の光を観いだし、丹波の宝を紡ぐ
　　　　　　　　～丹波の特産物と磨けば光る村の宝～」

丹波市地域おこし協力隊　　喬木　リエ

地域活動実践講座⑩：自主学習

クラブ活動

12 11月2日 学外研修　京都府大山崎町、長岡京市方面

地域活動実践講座⑪：実践発表に向けての打ち合わせ

芸術鑑賞：「ミュージックベルとトーンチャイムの演奏」 ベル演奏グループ「ティンカーベル」（西脇市）

防犯講座：「地域防犯について」 兵庫県企画県民部地域安全課課長　　小藤　智代美

クラブ活動

14 11月30日 オープン学習

「健康体操　練功十八法」西野雅子
「秋散策」丹波の森公苑　松原泰夫、角谷慶治
「登山」里山会代表　廣瀬健吾ほか
「写真教室」岡林写真館代表取締役　岡林利幸
 ｢パステルアート教室｣　中原万里
「押し花教室」　林　和枝
「そば打ち教室」　濱園俊弘

地域活動実践講座⑫「ワークショップ(3)
　　　　　　　　　　　一日編集室・新聞づくり(編集会議)」

からくさ塾　主宰　　小嶋　明

地域活動実践講座⑬「ワークショップ(4)
　　　　　　　　　　　一日編集室・新聞づくり(発行作業)」

からくさ塾　主宰　　小嶋　明

教養講座④：「笑う門には音楽あり｣ 日本音楽療法学会認定音楽療法士　　梅谷　浩子

特別講座③：「丹波の捨女」
俳人、京都教育大学名誉教授・佛教大学名誉教授
坪内　稔典

クラブ活動

地域活動実践講座⑭｢実践発表の準備」

地域活動実践講座⑮｢実践発表のリハーサル」

クラブ活動

教養講座⑤：「ライフプランと社会保障そして資産運用
　　　　　　　　　　３ステップマネープランセミナー」

ジブラルタ生命保険㈱セミナーインストラクター
若島　徹

大学院実践発表会

クラブ活動

【修了式】

修了記念演奏会
わたなべ　ゆう（ギター）
初田　悦子（ボーカル）

想い出の記録映写

18

1月18日

16 12月14日

17

2月8日

15

11 10月5日

13 11月9日

19 3月1日

12月7日
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回 開講日 学習テーマ・内容等 講師（敬称略）

開講式

オリエンテーション

新入生歓迎演奏会
森本　英希（フルート・リコーダー）
初田　章子（フルート・ピアノ）

地域活動実践講座①「実践計画の確認と今後の進行①」 生涯学習応援隊so-so.39事務局　　北村　久美子

地域活動実践講座②「実践計画の確認と今後の進行②」 生涯学習応援隊so-so.39事務局　　北村　久美子

教養講座①：「声で握手♪伝わる声と話し方
　　　　　　　　　　　　～心に響くコミュニケーションのために～」

言の葉ＯＦＦＩＣＥかのん代表　　川邊　暁美　

レクリエーション大会

クラブ活動

地域活動実践講座③「地域に繋がる活動とは①」 生涯学習応援隊so-so.39事務局　　北村　久美子

地域活動実践講座④「地域に繋がる活動とは②」 生涯学習応援隊so-so.39事務局　　北村　久美子

教養講座②：「新聞記者が見つめた「四半世紀」」 毎日新聞社社会部編集委員　　中尾　卓司

特別講座①：「プロが出来る就労困難者の雇用創造」
㈱クロフーディング代表取締役
たんば黎明館ル・クロ丹波邸オーナーシェフ 　黒岩　功

クラブ活動

地域活動実践講座⑤「継続可能な地域活動を考える」 生涯学習応援隊so-so.39事務局　　北村　久美子

特別講座②「一生勉強一生青春
　　　　　　　～父　相田みつをの生き方～」

相田みつを美術館館長　　相田　一人

クラブ活動

地域活動実践講座⑥「実践状況の見直し①」 生涯学習応援隊so-so.39事務局　　北村　久美子

地域活動実践講座⑦「実践状況の見直し②」 生涯学習応援隊so-so.39事務局　　北村　久美子

地域活動実践講座⑧「効果的な活動のまとめ方」 生涯学習応援隊so-so.39事務局　　北村　久美子

地域活動実践講座⑨「中間のまとめ（自主学習）」

9 9月～ 地域活動体験

教養講座③：「丹波の光を観いだし、丹波の宝を紡ぐ
　　　　　　　　～丹波の特産物と磨けば光る村の宝～」

丹波市地域おこし協力隊　　喬木　リエ

地域活動実践講座⑩：自主学習

クラブ活動

12 11月2日 学外研修　京都府大山崎町、長岡京市方面

地域活動実践講座⑪：実践発表に向けての打ち合わせ

芸術鑑賞：「ミュージックベルとトーンチャイムの演奏」 ベル演奏グループ「ティンカーベル」（西脇市）

防犯講座：「地域防犯について」 兵庫県企画県民部地域安全課課長　　小藤　智代美

クラブ活動

6 7月13日

7 7月20日

6月8日

5 6月29日

3 5月25日

4

2 5月18日

兵庫県地域高齢者大学地域活動実践講座「丹波ＯＢ大学大学院」　２年生講座

1 4月20日

8 9月14日

10 9月30日
学ぶ高齢者のつどい丹波ブロック大会
（高齢者の主張、芸能発表、作品展）

11 10月5日

13 11月9日
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14 11月30日 オープン学習

「健康体操　練功十八法」西野雅子
「秋散策」丹波の森公苑　松原泰夫、角谷慶治
「登山」里山会代表　廣瀬健吾ほか
「写真教室」岡林写真館代表取締役　岡林利幸
 ｢パステルアート教室｣　中原万里
「押し花教室」　林　和枝
「そば打ち教室」　濱園俊弘

地域活動実践講座⑫「次に繋がる振り返り」 生涯学習応援隊so-so.39事務局　　北村　久美子

地域活動実践講座⑬「ここで差がつくプレゼンテーション」 生涯学習応援隊so-so.39事務局　　北村　久美子

教養講座④：「笑う門には音楽あり｣ 日本音楽療法学会認定音楽療法士　　梅谷　浩子

特別講座③：「丹波の捨女」
俳人、京都教育大学名誉教授・佛教大学名誉教授
坪内　稔典

クラブ活動

地域活動実践講座⑭｢実践発表に向けての準備①」 生涯学習応援隊so-so.39事務局　　北村　久美子

地域活動実践講座⑮｢実践発表に向けての準備②」 生涯学習応援隊so-so.39事務局　　北村　久美子

クラブ活動

教養講座⑤：「ライフプランと社会保障そして資産運用
　　　　　　　　　　３ステップマネープランセミナー」

ジブラルタ生命保険㈱セミナーインストラクター
若島　徹

大学院実践発表会

クラブ活動

【修了式】

修了記念演奏会
わたなべ　ゆう（ギター）
初田　悦子（ボーカル）

想い出の記録映写

回 開催日 テーマ・内容 講師（敬称略）

1 9月10日 織田政権進出時の丹波と周辺諸国 京都光華女子大学教授　　野田　泰三

2 9月24日 大坂の陣と真田丸　～丹波の武将たちの活躍～
(株)歴史と文化の研究所代表取締役
歴史学者　　渡邊　大門

3 10月1日 中世荘園の遺産　～丹波国大山荘を中心に～ 大手前大学教授　　小林　基伸

4 11月26日 丹波柏原の織田家から見る信長評価 文筆家、旧・柏原藩織田家19代当主　　織田　信孝

5 12月17日 戦国期丹波の城郭とその防御施設 城郭談話会会員　　福島　克彦

テーマ・内容 講師（敬称略）

開講式

レッスン（１５回）

発表公演「Sing Together」

7月21日～
　10月22日

10月23日

平成２８年度講座「丹波学」　

平成２８年度「丹波の森子どもミュージカル体験塾」　

開催日

7月21日

有限会社ウエスト・プロ
             代表取締役　巽　詩郎、 劇団員

15 12月7日

16 12月14日

17 1月18日

18 2月8日

19 3月1日
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回 開 催 日 場　　所 対象団体 テ　ー　マ　等 人数

1 4月22日 丹波市立竹田小学校 丹波市立竹田小学校 オオムラサキの学習 22

2 5月10日 篠山市立篠山小学校 篠山市立篠山小学校 オオムラサキの学習 58

3 5月11日 丹波市立和田小学校 丹波市立和田小学校 オオムラサキの学習 34

4 5月12日 丹波市立崇広小学校 丹波市立崇広小学校 オオムラサキの学習 68

5 5月12日 篠山市立多紀小学校 篠山市立多紀小学校 オオムラサキの学習 18

6 5月13日 丹波市立上久下小学校 丹波市立上久下小学校 オオムラサキの学習 14

7 5月13日 丹波市立大路小学校 丹波市立大路小学校 オオムラサキの学習 16

8 5月17日 丹波市立遠阪小学校 丹波市立遠阪小学校 オオムラサキの学習 10

9 5月17日 丹波市立南小学校 丹波市立南小学校 オオムラサキの学習 28

10 5月20日 篠山市立味間小学校 篠山市立味間小学校 オオムラサキの学習 95

11 5月24日 丹波市立中央小学校 丹波市立中央小学校 オオムラサキの学習 38

12 5月25日 篠山市立岡野小学校 篠山市立岡野小学校 オオムラサキの学習 28

13 5月26日 丹波市立三輪小学校 丹波市立三輪小学校 オオムラサキの学習 20

14 5月26日 丹波市立新井小学校 丹波市立新井小学校 オオムラサキの学習 27

15 6月7日 丹波市立北小学校 丹波市立北小学校 オオムラサキの学習 43

16 6月8日 丹波市立西小学校 丹波市立西小学校 オオムラサキの学習 30

17 6月10日 丹波市立黒井小学校 丹波市立黒井小学校 オオムラサキの学習 28

18 6月14日 篠山市立八上小学校 篠山市立八上小学校 オオムラサキの学習 25

19 6月22日 丹波市立崇広小学校 丹波市立崇広小学校 オオムラサキの学習 66

20 7月5日 篠山市立篠山小学校 篠山市立篠山小学校 放蝶会 65

21 7月7日 篠山市立古市小学校 篠山市立古市小学校 オオムラサキの学習 20

22 7月7日 兵庫県立氷上西高校
兵庫県立氷上西高校
丹波市立佐治小学校

放蝶会 30

23 8月21日 丹波市立鴨庄住民センター
鴨庄オオムラサキ
飼育の会

里山の学習 18

24 10月7日 篠山市立大山小学校 篠山市立大山小学校 里山の学習（水生生物） 7

25 10月17日 篠山市立城北畑小学校 篠山市立城北畑小学校 里山の学習 26

26 11月17日 丹波市立東小学校 丹波市立東小学校 里山の学習 43

27 2月28日 篠山市南新町 篠山市立篠山小学校 オオムラサキの幼虫調査 58

28 3月7日 高城山 篠山市立八上小学校 オオムラサキの幼虫調査 45

出前講座の状況

森づくり課
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平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

　　　月　日 　　　　　　主　　な　　事　　項 　会　　場

２８年４月

３ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
１７ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
２０ 丹波ＯＢ大学・大学院開講式 丹波の森公苑
２２ 森づくり出前講座 丹波市立竹田小学校

５月

１ 春の里山ふれあいハイキング 丹波の森公苑
１ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
４ 第１２回丹波の森公苑長杯ふれあい中学生ソフトテニス大会　 丹波の森公苑

１０ 森づくり出前講座 篠山市立篠山小学校
１１ 森づくり出前講座 丹波市立和田小学校
１１ 丹波ＯＢ大学開講日 丹波の森公苑
１２ 森づくり出前講座 丹波市立崇広小学校
１２ 森づくり出前講座 篠山市立多紀小学校
１３ 森づくり出前講座 丹波市立上久下小学校
１３ 森づくり出前講座 丹波市立大路小学校
１５ 第８回丹波の森童謡唱歌の祭典（伝統文化活性化支援事業） 丹波の森公苑
１７ 森づくり出前講座 丹波市立遠阪小学校
１７ 森づくり出前講座 丹波市立南小学校
１８ 丹波ＯＢ大学院開講日 丹波の森公苑
１９ 花と緑の教室① 丹波の森公苑
２０ 森づくり出前講座 篠山市立味間小学校
２２ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
２４ 森づくり出前講座 丹波市立中央小学校
２５ 森づくり出前講座 篠山市立岡野小学校
２５ 丹波ＯＢ大学・大学院開講日 丹波の森公苑
２６ 丹波文化団体協議会総会 丹波の森公苑
２６ 森づくり出前講座 丹波市立三輪小学校
２６ 森づくり出前講座 丹波市立新井小学校
２６ 園芸教室① 丹波の森公苑
２８ 丹波縄文の森塾①　開塾式 丹波の森公苑

６月

１ 丹波ＯＢ大学開講日（学外研修） 滋賀県大津方面
３ ふるさと音楽ひろば 丹波市立春日部小学校
５ 丹波の森ふれあいステージ 丹波の森公苑
５ 森づくり講座① 丹波の森公苑
７ 森づくり出前講座 丹波市立北小学校
８ 丹波ＯＢ大学院開講日 丹波の森公苑
８ 森づくり出前講座 丹波市立西小学校
９ 花と緑の教室② 但馬高原植物園

１０ ふるさと音楽ひろば 丹波市立神楽小学校
１０ 森づくり出前講座 丹波市立黒井小学校
１２ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
１４ 森づくり出前講座 篠山市立八上小学校
１５ 丹波ＯＢ大学開講日 丹波の森公苑
１５ ふるさと音楽ひろば 丹波市立久下小学校
１６ 園芸教室② 但馬高原植物園
１６ ふるさと音楽ひろば 丹波市立小川小学校
１７ シューベルティアーデたんば被災地訪問 宮城県石巻市立釜小学校

活動一覧 
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　　　月　日 　　　　　　主　　な　　事　　項 　会　　場

１８ 丹波縄文の森塾② 丹波の森公苑
１８ シューベルティアーデたんば実行委員会総会 丹波の森公苑
１９ シューベルティアーデたんば　協賛コンサート 丹波市立ライフピアいちじま

１９ 森づくり講座② 丹波の森公苑
２２ 森づくり出前講座 丹波市立崇広小学校
２５ 下り坂すいすい快適サイクリング 元気村かみくげ他
２８ 丹波の森大学第1回・開講式 丹波の森公苑

２９ 丹波ＯＢ大学・大学院開講日 丹波の森公苑

７月
２ 丹波縄文の森塾③ 丹波の森公苑
３ 第７回国蝶オオムラサキ放蝶会 丹波の森公苑
５ 森づくり出前講座 篠山市立篠山小学校
７ 森づくり出前講座 篠山市立古市小学校
７ 森づくり出前講座 兵庫県立氷上西高校
８ 丹波の森大学第2回 丹波の森公苑
９ 森づくり講座③ 丹波の森公苑

１０ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
１３ 丹波ＯＢ大学・大学院開講日 丹波の森公苑
１４ 花と緑の教室③ 丹波の森公苑
２０ 丹波ＯＢ大学院開講日 丹波の森公苑
２１ 丹波の森子どもミュージカル体験塾① 丹波の森公苑
２２ 丹波縄文の森塾④「縄文キャンプ」（～２４日） 丹波の森公苑
２７ 丹波の森大学第3回 篠山市民センター
２７ 三味線・尺八教室① 丹波の森公苑
２７ 丹波ＯＢ大学地域実践の日 篠山市・丹波市内各所
２８ 丹波の森子どもミュージカル体験塾② 丹波の森公苑
２８ 園芸教室③ 丹波の森公苑

３１ 丹波の森子どもミュージカル体験塾③ 丹波の森公苑

８月
２ 三味線・尺八教室② 丹波の森公苑
４ 丹波の森子どもミュージカル体験塾④ 丹波の森公苑
６ 丹波の森公苑ホール等自主事業（影絵「長靴をはいたねこ」） 丹波の森公苑
９ 丹波の森大学第4回 丹波の森公苑

１０ 丹波の森子どもミュージカル体験塾⑤ 丹波の森公苑
１０ 三味線・尺八教室③ 丹波の森公苑
１７ 三味線・尺八教室④ 丹波の森公苑
１８ 花と緑の教室④ 丹波の森公苑
１８ 森のコミュニティ応援隊派遣事業 四季の森生涯学習センター

２１ 詩吟子ども教室① 丹波の森公苑
２１ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
２１ 森づくり出前講座 鴨庄コミュニティセンター

２３ 丹波の森大学第5回  公開講座　地域創生フォーラム 丹波の森公苑
２３ 三味線・尺八教室⑤ 丹波の森公苑

２５ 丹波の森子どもミュージカル体験塾⑥ 丹波の森公苑

９月
１ 丹波の森子どもミュージカル体験塾⑦ 丹波の森公苑
４ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
７ 丹波ＯＢ大学開講日 丹波の森公苑
９ 丹波の森大学第6回 丹波の森公苑

１０ 講座「丹波学」① 丹波の森公苑
１１ 詩吟子ども教室② 丹波の森公苑
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　　　月　日 　　　　　　主　　な　　事　　項 　会　　場

１１ シューベルティアーデたんば　オープニング・サロンコンサート お菓子の里丹波ミオール館

１４ 丹波ＯＢ大学院開講日 丹波の森公苑
１５ 丹波の森子どもミュージカル体験塾⑧ 丹波の森公苑
１５ 花と緑の教室⑤ 丹波の森公苑
１８ 詩吟子ども教室③ 丹波の森公苑
１８ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
２１ 丹波の森大学第7回 四季の森生涯学習センター

２４ 今田街角コンサート 兵庫陶芸美術館
２４ 講座「丹波学」② 丹波の森公苑
２４ 丹波縄文の森塾⑤ 丹波の森公苑
２５ 丹波の森子どもミュージカル体験塾⑨ 丹波の森公苑
１８ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
２８ ふるさと音楽ひろば 篠山市立城南小学校
２９ ふるさと音楽ひろば 丹波市立芦田小学校
２７ 里山の秋の実り体験（東幼稚園） 丹波の森公苑
２７ 里山の秋の実り体験（崇広幼稚園） 丹波の森公苑
２８ 里山の秋の実り体験（上久下小学校） 丹波の森公苑

２８ 里山の秋の実り体験（吉見小学校） 丹波の森公苑

３０ 兵庫県学ぶ高齢者のつどい丹波ブロック大会 丹波の森公苑
３０ 丹波ＯＢ大学・大学院開講日 丹波の森公苑

１０月
１ 講座「丹波学」③ 丹波の森公苑
４ 里山の秋の実り体験（崇広小学校） 丹波の森公苑
４ 里山の秋の実り体験（認定こども園かすが花の子園） 丹波の森公苑
５ 丹波ＯＢ大学・大学院開講日 丹波の森公苑
５ 里山の秋の実り体験（認定こども園わだ） 丹波の森公苑
５ 里山の秋の実り体験（柏原保育所）
６ 里山の秋の実り体験（柏原西保育所） 丹波の森公苑
６ 里山の秋の実り体験（認定こども園ふたば） 丹波の森公苑
６ 丹波の森大学第8回 丹波の森公苑
６ 丹波の森子どもミュージカル体験塾⑩ 丹波の森公苑
７ 里山の秋の実り体験（認定こども園さちよ） 丹波の森公苑
７ 里山の秋の実り体験（氷上町南保育園） 丹波の森公苑
７ キン・コン・カン・コンサート 丹波市立青垣中学校
７ 森づくり出前講座 篠山市立大山小学校
８ 柏原街角コンサート たんば黎明館
９ 市島街角コンサート 丹波市立鴨庄小学校
９ 丹波の森子どもミュージカル体験塾⑪ 丹波の森公苑

１０ きみこそ未来の研究者！「化石発掘調査」 ちーたんの館他
１１ 兵庫県地域文化を考えるシンポジウム ユニトピアささやま
１２ キン・コン・カン・コンサート 丹波市立柏原中学校
１２ 里山の秋の実り体験（認定こども園あいいくの丘） 丹波の森公苑
１２ 里山の秋の実り体験（たき幼稚園） 丹波の森公苑
１３ 丹波の森子どもミュージカル体験塾⑫ 丹波の森公苑
１３ 兵庫県文化賞受賞者小品展（～１６） 丹波の森公苑
１３ 里山の秋の実り体験（氷上町東保育園） 丹波の森公苑
１３ 里山の秋の実り体験（富山こども園） 丹波の森公苑
１４ 里山の秋の実り体験（和田小学校） 丹波の森公苑
１４ 里山の秋の実り体験（認定こども園みつみ） 丹波の森公苑
１５ 春日街角コンサート こだま館
１６ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
１６ 青垣街角コンサート 佐治来楽館
１６ 詩吟子ども教室④ 丹波の森公苑
１７ 森づくり出前講座 篠山市立城北畑小学校
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　　　月　日 　　　　　　主　　な　　事　　項 　会　　場

１８ 里山の秋の実り体験（岡野小学校特別支援学級） 丹波の森公苑
１９ 丹波ＯＢ大学開講日（運動会） 丹波市立柏原住民センター

１９ 里山の秋の実り体験（認定こども園かすが森の子園） 丹波の森公苑
２０ 花と緑の教室⑥ 丹波の森公苑
２０ 丹波の森子どもミュージカル体験塾⑬ 丹波の森公苑
２０ 里山の秋の実り体験（認定こども園あおがき） 丹波の森公苑
２１ 丹波の森子どもミュージカル体験塾⑭ 丹波の森公苑
２１ ふるさと音楽ひろば 篠山市立古市小学校
２１ ふるさと音楽ひろば 篠山市立城東小学校
２２ 森のコミュニティ応援隊派遣事業 青垣いきものふれあいの里

２２ 西紀街角コンサート 社会福祉法人　和寿園
２２ 丹波の森子どもミュージカル体験塾⑮ 丹波の森公苑
２２ 丹波縄文の森塾⑥ 丹波の森公苑
２３ 森づくり講座（里山整備講座①） 丹波の森公苑
２３ 氷上街角コンサート 岩瀧寺
２３ 詩吟子ども教室⑤ 丹波の森公苑
２３ 丹波の森子どもミュージカル体験塾　発表公演 丹波の森公苑
２５ 丹波の森子どもミュージカル体験塾（ふれあいの祭典向け練習） 丹波の森公苑
２５ 里山の秋の実り体験（新井小学校） 丹波の森公苑
２６ 丹波ＯＢ大学　グラウンドゴルフ大会 丹波の森公苑
２６ 丹波の森大学第9回　現地学習 滋賀県長浜市
２７ 園芸教室④ 丹波の森公苑
２９ 丹波ふれあいフェスティバル（～３０） 丹波の森公苑
２９ 山南街角コンサート 小新屋観音

２９ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑

２９ 丹波の森フェスティバル 丹波の森公苑
３０ 丹波の森フェスティバル 丹波の森公苑
３０ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
３０ 丹南街角コンサート 高蔵寺

１１月
２ 丹波ＯＢ大学院開講日（学外研修） 京都府大山崎町、長岡京市方面

６ 森づくり講座（里山整備講座②） 丹波の森公苑
９ 丹波ＯＢ大学・大学院開講日 丹波の森公苑
９ 丹波ＯＢ大学見学会 丹波の森公苑

１０ 篠山街角コンサート 篠山城大書院
１３ 森づくり講座（里山整備講座③） 丹波の森公苑
１３ シューベルティアーデたんば　ガラ・コンサート 丹波の森公苑
１６ キン・コン・カン・コンサート 篠山市立丹南中学校
１７ 森づくり出前講座 丹波市立東小学校
１８ 丹波の森大学第10回 丹波の森公苑
１９ キン・コン・カン・コンサート 兵庫県立氷上西高等学校

１９ ふるさと音楽ひろば 丹波市立遠阪小学校
２０ ふるさとの心を歌う丹波音楽祭 丹波の森公苑
２０ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
２７ 森づくり講座（里山整備講座④） 丹波の森公苑
２３ 森のコミュニティ応援隊派遣事業 辻公民館

２４ 花と緑の教室⑦ 丹波の森公苑

２５ 兵庫県学ぶ高齢者のつどい中央大会 淡路文化会館
２６ 講座「丹波学」④ 丹波の森公苑
２６ 丹波縄文の森塾⑦ 丹波の森公苑
３０ 丹波ＯＢ大学・大学院開講日（オープン学習） 丹波の森公苑ほか
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　　　月　日 　　　　　　主　　な　　事　　項 　会　　場

１２月
３ 丹波文化活動交流会（～４） 丹波の森公苑
３ 森づくり講座（里山整備講座⑤） 丹波の森公苑
４ 森づくり講座（里山整備講座⑥） 丹波の森公苑
６ 丹波の森大学第11回・閉講式 丹波の森公苑
７ 丹波ＯＢ大学院開講日 丹波の森公苑
８ 園芸教室⑤ 丹波の森公苑

１１ 丹波文化団体協議会先進地視察研修（～１２） 長野県上田市

１４ 丹波ＯＢ大学・大学院開講日 丹波の森公苑

１４ 丹波ＯＢ大学見学会 丹波の森公苑
１５ 花と緑の教室⑧ 丹波の森公苑
１７ 講座「丹波学」⑤ 丹波の森公苑
１７ 丹波縄文の森塾⑧ 丹波の森公苑
１８ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
２７ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑

２９年１月
１１ 子どもたちのための和楽器鑑賞会 丹波市立南小学校
１２ 子どもたちのための和楽器鑑賞会 丹波市立北小学校
１８ 子どもたちのための和楽器鑑賞会 丹波市立上久下小学校
１８ 丹波ＯＢ大学・大学院開講日 丹波の森公苑
１８ 丹波ＯＢ大学見学会 丹波の森公苑
１９ 子どもたちのための和楽器鑑賞会 篠山市立篠山小学校
２０ 子どもたちのための和楽器鑑賞会 丹波市立船城小学校
２１ ふるさと音楽ひろば 篠山市立西紀北小学校

２１ 丹波縄文の森塾⑨ 丹波の森公苑

２２ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
２５ 子どもたちのための和楽器鑑賞会 丹波市立和田小学校
２５ 子どもたちのための和楽器鑑賞会 丹波市立神楽小学校
２５ 第４０回丹波の森新春書き初め展（～２９日） 丹波の森公苑
３１ 子どもたちのための和楽器鑑賞会 丹波市立黒井小学校
３１ 子どもたちのための和楽器鑑賞会 丹波市立中央小学校

２月
２ 第４０回丹波の森新春書き初め展（～５日） 四季の森生涯学習センター

５ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑

８ 丹波ＯＢ大学・大学院開講日 丹波の森公苑

８ 丹波ＯＢ大学見学会 丹波の森公苑
９ 子どもたちのための和楽器鑑賞会 丹波市立祟広小学校

１６ 花と緑の教室⑨ 丹波の森公苑
１９ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
２５ 丹波縄文の森塾⑩ 丹波の森公苑
２８ 森づくり出前講座 篠山市立篠山小学校

３月
１ 丹波ＯＢ大学・ＯＢ大学大学院修了式 丹波の森公苑
５ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑

１６ 園芸教室⑥ 丹波の森公苑
１８ 丹波縄文の森塾⑪　閉塾式 丹波の森公苑

１８～２６ 丹波篠山ひなまつり 篠山市内
２３ 花と緑の教室⑩ 丹波の森公苑
２４ ウィーンの森親善訪問事業（オオムラサキ飼育支援事業） ウィーン
２６ 里山倶楽部活動 丹波の森公苑
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施設利用一覧

　　ホール利用団体

団体名 地域 団体名 地域

協愛㈱ 大阪市 NPO法人グリーンパートナー 丹波市

大阪音楽教育の会 大阪市 柏原高校 丹波市

日本の童謡・唱歌をひろめる会 丹波市 柏原高校コーラス部 丹波市

シューベルティアーデたんば実行委員会 丹波市 柏原高校吹奏楽部 丹波市

劇研椎の実 丹波市 (一社)丹波青年会議所 丹波市

Coro di Maggio(ｺｰﾛ･ﾃﾞ･ﾏｯｼﾞｮ) 丹波市 柏原納税協会 丹波市

The Asian Roses(ｼﾞ･ｱｼﾞｱﾝ･ﾛｰｽﾞ) 丹波市 兵庫県介護保険課 神戸市

(株）神戸新聞社 神戸市 兵庫県社会福祉課 神戸市

丹波ひかみ農業協同組合 丹波市 兵庫県給食施設協議会 神戸市

丹波ふれあいフェスティバル実行委員会 丹波市 兵庫県中学校教育研究会音楽部会丹有支部 丹波市

「2016夢フォーラムinたんば」実行委員会 丹波市 兵庫県教職員組合氷上支部 丹波市

丹波市郷土民踊保存会 丹波市 キッセイ薬品工業(株) 東京都

丹波市小学校音楽研究部 丹波市 民進党兵庫県連合会第５区総支部 丹波市

丹波市少年少女合唱団 丹波市 公明党 丹波市

丹波市吹奏楽連盟 丹波市 (公財)兵庫丹波の森協会 丹波市

丹波市教育委員会 丹波市 丹波の森公苑 丹波市

丹波市音楽協会 丹波市 丹波の森ふれあいステージ実行委員会 丹波市

氷上吹奏楽団 丹波市 T-citｙ　Crew 丹波市

氷上中央コーラス 丹波市 丹波地域ふるさと芸術文化振興事業実行委員会 丹波市

中兵庫信用金庫 丹波市 丹波市市民活動課 丹波市
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　　グラウンド・テニスコート利用団体

団体名 地域 団体名 地域

グラウンドゴルフ木曜会 丹波市 けやき台ホーネッツ 三田市

柏原グランドゴルフ協会 丹波市 エベイユＦＣ神戸 神戸市

OB大学グラウンドゴルフ部 丹波市 ヴァレンティアＡＦＣ 福知山市

38絆会 丹波市 丹波の森ふれあい中学生ソフトテニス大会実行委員会 丹波市

柏原体育振興会 丹波市 パナソニックライティングシステム 丹波市

学校厚生会 丹波市 サンデーズ 丹波市

丹波ひかみ農業協同組合 丹波市 丹波市ソフトテニス協会 丹波市

(公社)丹波市シルバー人材センター 丹波市 丹波市テニス協会 丹波市

丹有サッカー協会 丹波市 柏原テニスクラブ 丹波市

丹波ふれあいフェスティバル実行委員会 丹波市 柏原高校テニス部 丹波市

丹波GOGOフェスタ実行委員会 丹波市 柏原高校男子ソフトテニス部　 丹波市

柏原高校サッカー部 丹波市 柏原高校女子ソフトテニス部　 丹波市

柏原中学校 丹波市 氷上高校テニス部 丹波市

福知山成美高校 福知山市 柏原中学校テニスクラブ 丹波市

柏原スターズ 丹波市 LWSCT関西 西宮市

新井ユニオンズ 丹波市 スポーツクラブ21ひょうご連絡協議会 篠山市

ＦＣコスモス 丹波市 STEP２ 丹波市

スポーツ21崇広 丹波市 石田町自治会 丹波市

　　来園団体（施設見学など）

団体名 地域 団体名 地域

鴻池フレンズ 伊丹市 ＮＰＯ法人ニューいぶき 神戸市
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展示ギャラリー利用状況 

 

月 展 示 会 名（開催期間） 

４ 
二灯書道会作品展示（2～9) 

和紙ちぎり絵とファンタジック水彩画（12～24) 

５ 

書の道 仲間 ～７人展～（10～22） 

和紙ちぎり絵作品展（24～29） 

第 12回丹波はがき絵展（31～6/5） 

６ 

丹波ＯＢ大学４年生作品展 ～心ひとつ！わ！和！輪！～（7～15） 

井下陽子となかまたち（21～26） 

高林みどり・廣内良・井下渉 三人展（28～7/3） 

７ 
趣味の陶芸３人展（5～17） 

遊花の会 押し花展（18～31） 

８ 
パープル絵画教室作品展（2～14） 

丹波（篠山市・丹波市）のむかしばなし原画展Ⅴ（16～31） 

９ 

「山遊歩」山の会ささやま写真展（1～14） 

年輪の里絵画サークル作品展（15～25） 

丹波ＯＢ大作品展（28～30） 

10 
書の道 仲間 四人展（1～9） 

パステル画「ＮＵＫＵ森」展（10～23） 

11 デザインとして見る篆刻の展開 不華篆会習作展ⅩⅩⅣ（15～27） 

12 
貴祥会 書道展（10～23） 

国蝶オオムラサキの舞う里山イメージ画コンテスト作品展（24～1/4） 

１ 
平成 28年度兵庫県統計グラフコンクール優秀作品展示（5～13） 

風信書道会丹波教室 新春作品展（14～22） 

２ 
144 写真展 深田和男＆井下渉（2～15） 

第８回 丹波ＯＢ大学写真倶楽部 写真展（22～3/7） 

３ 
「陽だまり」－柏高美術部 ８人展－（9～20） 

丹波の森国際音楽祭 シューベルティアーデたんば２０１６ 絵画小品展（22～4/2） 
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区 分 開 催 日 開 催 地 出席者数 議  決  ・  承  認  事  項 

第１回 

(第 8回) 

平成 28年 

4月 20日 

（書面同意） 評議員 

  11名 

・評議員（2名）の選任について 

第 2回 

(第 9回) 

平成 28年 

6月 28日 

丹波市柏原町 

丹波の森公苑 

 

評議員 

10名 

理事 

3名 

監事 

  1名 

・平成 27年度公益財団法人兵庫丹波の森協会事業報告及び収

支決算の承認について 

・理事の選任について 

・監事の選任について 

・評議員の選任について 

・評議員会長の選定について 

第 3回 

(第 10回) 

平成 28年 

12月 5日 

（書面同意） 評議員 

  11名 

・理事（1名）の選任について 

 

 

 
区 分 開 催 日 開 催 地 出席者数 議  決  ・  承  認  事  項 

第１回 

(第 15回) 

平成 28年 

6月 14日 

 

丹波市柏原町 

丹波の森公苑 

 

理事 8名 

監事 1名 

・平成 27年度公益財団法人兵庫丹波の森協会事業報告及び収

支決算の承認について 

・平成 28年度公益財団法人兵庫丹波の森協会収支補正予算に

ついて 

・第 9回公益財団法人兵庫丹波の森協会評議員会の招集につい

て 

第 2回 

(第 16回) 

平成 28年 

6月 28日 

（書面同意） 理事 

9名 

・理事長、副理事長及び常務理事の選定について 

第 3回 

(第 17回) 

平成 28年 

11月 17日 

（書面同意） 理事 

9名 

・第 10回公益財団法人兵庫丹波の森協会評議員会の招集につ

いて 

第 4回 

(第 18回) 

平成 28年 

12月 5日 

（書面同意） 理事 

9名 

・理事長及び副理事長の選定について 

第 5回 

(第 19回) 

平成 29年

3月 24日 

丹波市柏原町 

丹波の森公苑 

 

理事 7名 

監事 1名 

・平成 28年度公益財団法人兵庫丹波の森協会収支補正予算に

ついて 

・平成 29年度公益財団法人兵庫丹波の森協会事業計画及び収

支予算について 

・第 11回公益財団法人兵庫丹波の森協会評議員会の招集につ 

いて 

 

(公財)兵庫丹波の森協会理事会の開催状況 

(公財)兵庫丹波の森協会評議員会の開催状況 
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平成２９年３月３１日現在 

役員等の種類 氏    名 所  属  団  体  等 

評議員 芦 田   泉 前丹波青年会議所理事長 

〃 臼 井 雅 子 丹波市愛育会会長 

〃 大 木 康 次 丹波青少年本部長 

〃 太 田 鈴 子 篠山市愛育会会長 

〃 小 田 晋 作 (株)丹波新聞社代表取締役会長 

〃 角 野 幸 博 関西学院大学教授 

〃 栗 山 泰 典 前篠山青年会議所専務理事 

〃 杉 尾 吉 弘 (株)夢こんだ代表取締役社長 

〃 辻   乙 夫 前篠山市自治会長会会長 

〃 中 道 知代子 丹波市消費者協議会会長 

〃 西 安 五 月 前丹波市自治会長会会長 

（注）評議員について、氏名の記載は５０音順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(公財)兵庫丹波の森協会評議員名簿 
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平成２９年３月３１日現在 

役員等の種類 氏    名 所  属  団  体  等 

理 事 長 酒  井  隆  明  篠山市長 

副理事長 谷  口  進  一  丹波市長 

常務理事 雀  部  幸  雄  丹波の森公苑次長 

〃 森  田    学  （公財）兵庫丹波の森協会 

理 事 片  寄  俊  秀  前大阪人間科学大学教授 

〃 中  瀬    勲  丹波の森公苑長 

〃 八  尾  博  司  丹波文化団体協議会会長 

〃 柳  川  拓  三  丹波市観光協会会長 

〃 柳  瀬  厚  子  丹波県民局長 

監 事 平  野    斉  篠山市副市長 

〃 渡  邉  康  夫  公認会計士 

（注）理事、監事について、氏名の記載は５０音順 

 

(公財)兵庫丹波の森協会役員名簿 
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運営委員会の開催状況 
 
区    分 開 催 日 開 催 地 出席者数 協    議    事    項 

 

第 １ 回 

（第 39 回） 

 

平成２９年 

３月１６日 

 

丹波市柏原町 

丹波の森公苑 

練習室 

 

１１名 

[報告] 

・丹波の森公苑 20周年記念映像上映 

[議事] 

・平成２８年度事業の実施状況及び２９年度の事業 

計画について 

 

 

専門部会の開催状況 

 

部 会 名 開 催 日 開 催 地 出席者数 協    議    事    項 

人と自然部会 (開催せず)    

芸術文化部会 (開催せず)    

 

丹波の森公苑運営委員会の開催状況 
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                              平成 29年３月 31日現在 

区 分 氏  名 職 名・所 属 団 体 等 備 考 

地 
 
 

域 
 
 

代 
 
 

表 

赤井 俊子 ＮＰＯ法人たんばまちづくりプロジェクト事務局長 人と自然部会長 

浅倉 陽子 元おさん茂兵衛ＤＥたんば実行委員会事務局長  

 

大久保 徹 神戸新聞丹波総局長  

小橋 昭彦 特定非営利活動法人情報社会生活研究所代表理事  

 
駒崎 有美 ひょうごＣＳＲクラブ丹波  

中道 知代子 丹波消費者団体連絡協議会 会長  

波部 香代子 篠山音楽協会 会長  

堀井 紀子 篠山市いずみ会 会長  

八尾 博司 丹波文化団体協議会長  

行 
 

政 

酒井 芳朗 丹波県民局副局長兼県民交流室長  

西山 茂己 丹波市企画総務部政策担当部長  

堀井 宏之 篠山市政策部長  

学 
 
 

識 
 
 

経 
 
 

験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
相川 康子 (特活)ＮＰＯ政策研究所 専務理事  

岡 絵理子 関西大学環境都市工学部教授  

角野 幸博 関西学院大学総合政策学部教授  

河内 厚郎 
文化プロデューサー 

兵庫県立芸術文化センター特別参与 
芸術文化部会長 

坂田 宏志 (株)野生鳥獣対策連携センター取締役  

高崎 邦子 (株)ＪＴＢ西日本 教育旅行神戸支店長  

高嶋 正晴 立命館大学産業社会学部教授  

端  信行 兵庫県立歴史博物館名誉館長 委員長 

 （氏名の記載は、50音順） 

丹波の森公苑運営委員会委員名簿 
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１ 研究員・アドバイザーなどが暮らしや活動を応援 

■丹波の森研究所主任研究員 ■森づくり活動アドバイザー 

環境保全や人づくり、実践活動グループ等の取り組み

に対し助言する等地域住民の調査研究活動を応援しま

す。 

親しめる森づくりや花いっぱい運動を支援し、緑豊かな 

丹波の森づくりを応援します。 

■地域活動コーディネーター ■展示・企画スタッフ 

 

地域づくりの情報発信や相談、アドバイスなどを行い、

様々な地域づくり活動を応援します。 

 

展覧会の企画やギャラリー等での展示の機会を提供す

るなど、住民の芸術文化活動を応援します。 

■芸術村スタッフ  

 

芸術を愛する人たちの創作活動を支援し、芸術家と住

民との交流を進めます。 

 

 

 

 

 

２ その他 

■ 会議室、ホール、多目的ルーム、アトリエ 

■ 展示ギヤラリー、グループ活動コーナー、子ども室 

■ スポーツ施設（グラウンド、テニスコート）、里山、親水河川、芝生広場、駐車場 

丹波の森公苑は、「丹波の森構想」を推進するため、森（地域）づくりをはじめ、豊かな自然の中で、文化、ス

ポーツ、レクリエーション活動が楽しめ、真の豊かさの実現に向けた「新しいライフスタイルの創造」と「参画

と協働によるこころ豊かな美しい丹波づくり」をみんな（住民、事業者、行政）で推進する拠点として、住民の

方々の多様なニーズに対応できる多彩な事業・取り組みを展開するとともに、誰もが使いやすく、親しみやすい

施設として機能の充実を図っています。 

■ 丹波の森公苑がめざすもの（役割・機能） 

生活創造・地域づくりの広域拠点、相談・助言、情報収集・発信、学習機会提供・ネットワーク化支援 

協働事業企画実施、活動支援機関の連携促進 

機能 
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生活創造活動グループサポート制度のご案内     
 
■ご利用特典    【無料で利用できる施設と備品】 

グループ活動コーナー（2階）、展示ギャラリー、子供室、パンフレット台（活動情 

報紙配布用）、ココロン情報版（ポスター等掲示ボード）、情報ボックス（ グループ 

間の連絡用）、展示ケース 

【有料で利用できる備品】 

コピー機（有料 1枚 10円 紙代込み）、印刷機（有料  製版 30円/枚、印刷 1円/枚、 

紙は持参） 
 

■対象グループ   丹波地域に活動拠点を置き「消費生活」「芸術文化」「環境･資源」「健康･福祉」「家庭」 

「地域づくり」などの丹波地域ビジョン実現に向けて取り組んでいるグループです。 

＊政治･宗教活動･営利目的など、サポート制度の目的になじまないグループは除きます。 
 

■利用できる曜日及び時間 

休園日を除く日の午前 9時～午後 10時（受付時間 午前 9時～午後 5時）  

ただし、展示ギャラリーの利用は、午前 9時～午後 5時 

（受付時間 午前 9時～午後 5時 利用の 3日前までにお申込みください） 

印刷機･コピー機の利用は、午前 9時～午後 5時 

（受付時間 午前 9時～午後 4時 30分） 
 

■お申込み・お問合せ 丹波の森公苑（０７９５－７２－２１２７）まで  

展示ギャラリーのご案内 （１階）   

あなたの作品 展示してみませんか？ 

丹波の森公苑正面の玄関を入ると、左手に展示ギャラリーがあります。 

このコーナーは絵画や写真などの発表スペースとして、無料で開放しています（営利目的のものを除く）。 

広報などのサポートもいたしますので、ぜひご利用ください。 

■利用期間          搬入出を含む 12日間以内（休園日を除く） 

■お申込み・お問合せ  丹波の森公苑 2階 文化振興部 （０７９５－７２－５１７０）まで 
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 楽しみましょう～森遊び～ 

 

■里山散策   四季折々の自然にふれながら、自然観察、バードウォッチング、ハイキングが楽しめます。 

■お問合せ   丹波の森公苑１階 活動支援部 森づくり課（０７９５－７２－５１６５）まで 
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（公財）兵庫丹波の森協会の設立 

１ 設立趣旨 
丹波地域の自然環境を守り育て、緑を基軸とした「人と自然と文化」の調和した丹波の森づくりを推進

するため、以下の事業を実施する組織として設立されました。 

   １ 自然環境の保全及び緑化の推進に関する事業 

   ２ 自然とのふれあいに関する事業 

   ３ 地域文化の保存・継承及び創造・育成に関する事業 

   ４ 丹波の森づくりの調査研究及び普及啓発に関する事業 

   ５ 丹波の森づくりを支援するための公の施設の管理運営及びこれに関する事業の受託 

   ６ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

２ 沿 革 

  ・昭和６３年１１月１６日 丹波の森構想を地域住民の総意で推進するための組織として「丹波の森協会

（任意団体）」が発足 

  ・平成 ２年 ２月 １日 兵庫県知事から「財団法人 丹波の森協会（公益法人）」の設立を認可 

  ・平成 ８年 ４月 １日 県立丹波の森公苑の管理運営を受託 

  ・平成１３年１０月 １日 兵庫県からささやまの森公園の事業を受託 

  ・平成１８年 ４月 １日 財団法人 兵庫丹波の森協会に名称を変更 

        同      兵庫県から丹波の森公苑の指定管理者に指定 

        同      篠山市からささやまの森公園（園地管理を除く）の管理運営を受託 

  ・平成２１年 ４月 １日 兵庫県から丹波の森公苑及び丹波年輪の里の指定管理者に指定 

  ・平成２３年 ４月 １日 兵庫県から丹波並木道中央公園の指定管理者に（財）兵庫県園芸・公園協会

とともに指定 

  ・平成２４年 ３月２６日 兵庫県指令文第３１１４号－1により公益財団法人として認定 

・平成２４年 ４月 １日 公益財団法人兵庫丹波の森協会に名称変更 

        同      兵庫県から丹波の森公苑、丹波年輪の里及びささやまの森公園の指定管理者

に指定 

  ・平成２７年 ４月 １日 兵庫県から丹波の森公苑、丹波年輪の里及びささやまの森公園の指定管理者

に指定 

・平成２８年 ４月 １日 兵庫県から丹波並木道中央公園の指定管理者に（公財）兵庫県園芸・公園協

会とともに指定 

 

 

 

 

 

 

沿革 
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丹波の森公苑の設置 

１ 設置の趣旨 

文化会館や生活科学センター、県民局で、それぞれ展開してきた文化や消費生活、地域づくりなどの活

動を一体化し、機能を一層充実・発展させた生活創造センターの第１号として、また、県民が地域や世代

を越えて、主体的に学習し、交流し、活動する全県的・基幹的野外ＣＳＲ施設の第１号として設置された

施設であり、各圏域の地域づくり活動の広域拠点として、身近な活動を支え、活動の進展を支援していく

とともに、圏域全体で取り組むべき県民と行政の協働事業を企画・提案し、地域力や文化力豊かな地域づ

くりを推進していきます。 

 

２ 沿 革 

・平成 ８年 ４月 １日  兵庫県立丹波の森公苑の設置及び管理に関する条例（平成８年兵庫県条例第  

６号）により、氷上郡柏原町柏原５６００番地に設置 

兵庫県立丹波の森公苑の管理運営を財団法人丹波の森協会に委託 

・平成 ８年 ４月２９日  県立丹波の森公苑開園 

・平成 ９年 ７月  ６日  多目的グランド、テニスコート及びクラブハウスの供用開始 

・平成１８年 ４月 １日   財団法人兵庫丹波の森協会が丹波の森公苑の指定管理者となる 

                （平成１８年度～平成２０年度） 

・平成２０年  ４月  １日  兵庫県立丹波の森公苑の設置及び管理に関する条例（平成８年兵庫県条例第

６号）を廃止し、各生活創造センター及び拠点施設を兵庫県立生活創造セン

ターの設置及び管理に関する条例（平成２０年兵庫県条例第８号）により一

本化 

・平成２１年  ４月  １日  財団法人兵庫丹波の森協会が丹波の森公苑の指定管理者となる 

（平成２１年度～平成２３年度） 

  ・平成２４年  ４月  １日  公益財団法人兵庫丹波の森協会が丹波の森公苑の指定管理者となる 

（平成２４年度～平成２６年度） 

  ・平成２７年 ４月 １日  公益財団法人兵庫丹波の森協会が丹波の森公苑の指定管理者となる 

（平成２７年度～平成２９年度） 
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丹波の森公苑の概要 

 （１）敷 地 面 積   ３５９，３９５.９９㎡ 

 （２）建 物 面 積    延５，９５３.７４㎡ 

  

建物の内訳 
 

名       称 建 物 面 積（㎡） 内                  容 

生
活
創
造
セ
ン
タ
ー
棟 

管 理 情 報 棟 １，０６９.３３ 
ライブラリー、インフォメーション、グループ活
動コーナー、事務室等 

研 修 創 作 棟 １，１４２.３６ 
多目的ルーム（展示等）、創作工房、和室、セミナー
室、会議室１、会議室２、会議室３等 

渡 り 廊 下     ５３.２８  

プ ロ パ ン 庫 ５.１６  

ホ
ー
ル
棟 

ホ ー ル ２，９９６.２６ 
ホール（固定席６９１席）、練習室兼楽屋、楽屋Ａ、
楽屋Ｂ等 

小    計 ５，２６６.３９  

そ
の
他 

ア ト リ エ      ２１０.２８ 絵画棟、彫刻棟 

ク ラ ブ ハ ウ ス      ２５２.００ スポーツ施設内 

倉 庫 棟      ２２５.０７ 倉庫（４）、車庫兼倉庫（２） 

小     計 ６８７.３５ 
 

合     計 ５，９５３.７４ 
 

 

 

屋外施設 
 

多 目 的 グ ラ ウ ン ド ２１，０００㎡ 

テ ニ ス コ ー ト 人工芝コート８面 

里 山 、 散 策 路 ４９０，０００㎡（借地を含む） 

そ の 他 の 施 設 主幹園路、親水河川、イベント広場、駐車場 

 

施設の概要 
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丹 波 の 森 公 苑 
活 動 支 援 部 長 
（丹波の森公苑次長兼務） 

丹波の森研究所長
（丹波の森公苑長兼務） 

丹 波 の 森 公 苑 
文 化 振 興 部 長 

副   部  長 

副 部 長 
(総務・企画担当) 

 

次長（事務局長兼務） 
 
研究員等 ２名 

管 理 課 ７ 名    

（内２名事務局兼務） 

監  事 ２ 名 

理    事  ５ 名 

副 部 長 

消費生活課３名 

森づくり課 ４名 

常 務 理 事 ２ 名 

副 理 事 長 

 

理 事 長 

丹 波 の 森 公 苑 長 

丹 波 の 森 公 苑 
名 誉 公 苑 長 

事 務 局 長 
事 務 局 ５ 名    

（内２名管理課兼務） 

ささやまの森公園

苑 

事 業 課  6名 

丹波の森公苑次長 
（常務理事兼務） 県 民 課  ６ 名 

県民局職員が職専免に

よ り 事 務 従 事 

丹波並木道中央公園 

丹 波 年 輪 の 里 

                   平成２９年３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（２）職 員 数                        (単位：人) 
区   分 事 務 職 小   計 非 常 勤 嘱 託 員 等 小  計 合  計 

丹波の森研究所   

研究員                     １ 
丹波恐竜・哺乳類化石等を 
生かしたまちづくり推進協 
議会事務局員        １ 

 
 
 
２ 

 
 
 
２ 

協会事務局  ３  ３    ３ 

 
 
 

 
丹波の森公苑 
 

 
 
 
 

１１ 
【６】 

 
 
 
 

１１ 
【６】 

生活情報活動アドバイザー   ２ 
森づくり活動専門員     １ 
森づくり活動アドバイザー   ２ 
芸術村スタッフ             １ 
展示・企画スタッフ         １ 
宿日直代行員               ３ 
丹波県民局嘱託員     【１】 
 〃   日々雇用職員  【１】 

丹波青少年本部嘱託員   【４】 

 
 
 
 

１０ 
【６】 

 
 
 
 

２１ 
【１２】 

■ 丹波の森公苑名誉公苑長、丹波の森公苑長及び同次長は役員等が兼務 
■ 丹波の森研究所長は丹波の森公苑長が、丹波の森研究所次長は事務局長が兼務 
■ 事務職欄の【 】書きは丹波県民局職員で外数 
■ 非常勤嘱託員等欄の【 】書きは丹波県民局又は丹波青少年本部職員で外数 

 

 
 

組織と職員 

（１）組 織 図  
 （公財）兵庫丹波の森協会組織図（太枠は役員） 
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［事務局］ 　活動支援部
事務局長 長澤　光一 　　県民課
事務局総務課長 （久下副部長兼務） 課    長 濵田　陽介
事務嘱託員 大西　和之 青少年指導専門員 藤本　博
事務嘱託員 荻野　朋子 課長補佐(県民担当) 田邉　和子
課長補佐(管理担当) （玉村担当課長補佐兼務） 職　　員 大西　晶子
課長補佐 （中島課長補佐兼務）

　丹波の森研究所 　　消費生活課
丹波の森研究所長 （中瀬公苑長兼務） 主　　査 荻野　勝敏
丹波の森研究所次長 （長澤事務局長兼務） 生活情報活動アドバイザー 西山　　和
主任研究員 門上　保雄 生活情報活動アドバイザー 細見　恭子
丹波恐竜・哺乳類等化石等を生かしたまちづくり推進協議会事務局員 村上　研一

　　森づくり課
課    長 和田　成史

［丹波の森公苑］ 森づくり活動専門員 山内　茂弘
名誉公苑長 （河合顧問兼務） 森づくり活動アドバイザー 松原　泰夫
公 苑 長 （中瀬理事兼務） 森づくり活動アドバイザー 角谷　慶治
次    長 （雀部常務理事兼務）

活動支援部長 （雀部次長兼務） 　文化振興部
文化振興部長 藤本　圭悟 　　事業課
副部長（総務企画担当） 久下　亮介 課    長 （岡田副部長兼務）

活動支援部副部長 福田　秀樹 主任文化専門員 山本　浩史
文化振興部副部長 岡田　和夫 文化専門員 太田　利隆

文化専門員 山本　雅裕
　総務企画担当 森づくり活動専門員（文化担当） 金井　照市
　　管理課 展示・企画スタッフ 吉見　恵
課　　長 （久下副部長兼務） 芸術村スタッフ 澤野　知佳
課長補佐(管理担当) 玉村　陽子
課長補佐 中島　直子 ［丹波の森公苑駐在］
職　　員 （大西事務嘱託員兼務） 青少年愛護活動推進員 松田　良孝
職　　員 （荻野事務嘱託員兼務） 地域活動コーディネーター 河津　知佳
宿日直代行員 吉田　正二 こうのとり出会いｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 森　貴美代
宿日直代行員 牧　　和彦 縁結びサポーター 由良久美子
宿日直代行員 石井　和義 縁結びサポーター 北村久美子

日々雇用職員 安田　俊樹

（３）職員配置
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・活動･施設利用一覧 

 ・運営協議会運営委員及び関係者名簿 

 ・沿革 

 ・施設の概要 

 ・組織と職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波年輪の里 
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活動・施設利用一覧 
 

 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

１．工作事業活動 

事業名 実  施  日 内                     容 参加者(名) 

（１） 木工指導員による 

工作 

通年 団体利用 ２９９件 ３，３１４ 

通年 個人利用（共同利用）  ２，９３４ 

① 1年を通して開催する教室   

  木彫り教室（専科）Ⅰ  通年２４回 ブローチ、レリーフ、人形、ペンダント等自由課題 延３００  

  木彫り教室（中級）Ⅱ  通年２４回        同   上 延２８４  

 ②その都度募集して実施する教室 

  

 

  刃研ぎ塾   ６回開催 

 

 ５月 ７日   

 

 刃物の研ぎ方を学ぶ   

１２  

 ７月 ２日 １３  

 ９月 ３日 １３  

１１月 ５日 ９  

 １月 ７日  １３  

 ３月 ４日 １１  

   素材木工教室  5/14.21.28.6/4 マガジンスタンド ４０ 

 ６月１９日 名刺入れ １０ 

６月２６日  同 １０ 

１１月３回 我谷盆 ３０ 

１２月３回 木工仕口 ３０ 

トキトキ木工教室 ３月３回 銘々皿     ３０ 

日日道具木工教室 ６月５日 木のスプーン １３ 

６月１２日 木のスプーン １３ 

9/2～30 5回 折りたたみテーブル ５０ 

１２月  ３回 栗の木の玉じゃくし ２４ 

大工道具仕込み塾 10/22.23 3/16.23 鉋 仕込み塾 ２０ 

木工講座 ４月～６月 第９期 基礎   クラフトスツール １００ 

１０月～１２月 第５期 中級   三段小袖出し ６３ 

１月～３月 第10期 基礎   クラフトスツール １００ 

夏休み親子工作教室 

 

７月 ２３日 

８月  ２０日 

モノコードつくり 

木の貯金箱つくり 

５ 

１８ 

キット工作 １０月１・２日 汽車鉋削り体験 １４２ 

木工クラブ  ２４回 趣味で集まったグループに工作指導を行った 延１７４ 

工作指導 １２回 木彫サークル ９９ 

（２）木工以外のものづくり等を楽しむ教室 

 夏休みミニミニコンサート ８月１３日 

 

生演奏 １１４ 

クリスマスリース教室 １２月 ４日 自然の植物の蔓や松ぼっくり、葉っぱなどを使ってクリ

スマスリースを親子でつくる。 

３０    

 丹波年輪の里友の会 

  ＊入会金１０００円 

  ＊年会費２０００円 

 通 年  会員には24回の利用特典と、毎月「友の会おしらせ」

等情報の提供、刃研ぎ塾、現地研修会などの参加を通し

て施設利用の促進と技術の向上と相互の交流を図る。 

 １，２８５ 

計   ９，３０７ 

 

丹波年輪の里 
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２．競技大会等 

 

事業名 実  施  日 内                     容 参加者数(名) 

 つくって飛ばそう「竹とんぼ大会」  ８月２８日  手づくりの竹とんぼで①滞空時間②飛ぶ

距離、②飛ぶ高さの３種目を競う。 

１６ 

 コパ・カイバラ２０１６ 

         少年サッカー大会 

 ８月１３日 

   １４日 

 地元と大阪・県内チームとの交流大会 ４６０ 

【グラウンドゴルフ】  

 

 丹波年輪の里杯グラウンドゴルフ大会 

 

 ５月３１日   

 通常年輪の里でグラウンドゴルフを楽し

んでいる者による大会 

 

１３４ 

 ９月１３日 １５４ 

１２月６日 １８４ 

 ３月７日 ２０４ 

 平日グラウンドゴルフ  通年平日   グラウンドゴルフを楽しむ ２１０８ 

計    

３．サークル教室活動 

事業名 実  施  日 内                     容 

スーパー竹とんぼ教室  毎月第4土曜  10:00〜16:00  国際竹とんぼ協会兵庫本部の会員が､お子さんから大

人まで指導。 

木彫サークル  毎月第3土曜  10:00〜16:00  木彫り大好きの集いの場。 

バードカービング教室  毎月第1･3土曜 10:00〜16:00  木彫りの野鳥を作ります。 

絵画教室 学美隊  毎月第2･4土曜  

  小学生 9:30〜11:30  

  中・高校生・一般 13:00〜16:30 

 子供は主に鉛筆､色鉛筆､クレヨン､水彩､墨汁､ポスタ

ーカラーでの絵画指導です。大人は水彩画が中心。 

絵画サークル  毎月第1･3木曜10：00〜16：00  絵を描くことが大好きな仲間のサークル 

楽描会【絵画】  毎月第2金曜13：30〜16：30  絵を描くことが好きな仲間たちが集まり、絵を描いて

いる。 

日本画教室  毎月第1・2・4 

火曜13：30〜16：30 

 水彩画・はがき絵から日本画まで初心者から。 

パープル【絵画】 毎月第２土曜 10:00〜16:00  絵画が好きな仲間のサークル 

絵手紙教室 第２水曜   10:00〜16:00  和紙に書く絵手紙教室 

 ４．展示・イベント事業 

事業名 実施日 内  容 参加者数(名) 

【ウッドクラフト展】 

 第２９回丹波の森 

  ウッドクラフト展 

      （一般部門） 

９月１８日～ 

    １０月 ２日 

「遊び、戯れ、木のぬくもり」をテーマに、

全国公募し、審査、優秀作を表彰、入賞作品・

出展作品すべて展示。   

見学者 

  ２，２３１ 

 

   同   上  

      （ジュニア部門） 

１０月２３日～ 

   １１月６日 

 県下を中心に全国の高校生以下の生徒作

品を公募、審査、優秀作を表彰し、応募全作

品を展示した。          

見学者 

    ７４１ 

丹波の森ウッドクラフト展 

歴代グランプリ作品展示 

 通 年  丹波の森ウッドクラフト展の歴代のグラ

ンプリ作品を展示紹介。 

 

【木に関する展示】 

 木 木 市（もくもくいち） ５月２１日 丹波の木材製材関係者の協力のもと、県民を

対象に木材、端材などの展示販売 

１，８００ 

１１月２６日 ２，５００ 

 木材利用啓発展示  通 年  県民に木材利用を啓発するため、分かりや

すい工夫をしてパネルを展示 
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 身近な木製品展示  通 年 ・木のある暮らしに欠かせない木工・木 

 工品の展示 

・県産木材玩具（ヒノキの積み木）の展 

 示と遊びコーナーの設置 

 

 

 木のなんでも市・木珠あそび 

  

 通 年 

 木の普及振興事業として、丹波の木材製材

関係の業者の協力のもと、県民を対象に木

材、端材などの展示販売。 

 

【文化関連・その他の展示】 

 アトリエ展 

私のクラフト作品展    

水彩画 ﾊﾞｰﾄﾞｶｰﾋﾞﾝｸﾞ展        

４月２９日～ 

５月５日 

 教室生徒の作品を展示。 

47名 出展作品 109点 

見学者 

２，１２８人 

 第１３回たんばはがき絵展 ２月４ 日～１９日  県下及び京都丹波地域に、はがきサイズ絵

の作品を公募と作品展示。 

７４名 

出展  １０７点 

見学  ５３９人 

座っ展 

－丹波でうまれた木の椅子－ 

４月２８日 

～５月５日 

自然豊かな丹波の地で活躍する木工家  

名の PRや、「木工の里丹波」の周知と活

性化を促進する。 

出展椅子  ２９脚 

見学者  1,245人 

 年輪の里フリーマーケット ５月３日・４日  フリマ出店者を募集、日用雑貨、衣類等の

リサイクル市を開催。 

出店   ８２件 

第５回ワーカーズクラフト ４月３０日・5月１日 木工作家の作品展示と販売 出展者   ６３件 

 アート・クラフトフェスティバ 

 ルinたんば２０１６ 

 

 

１０月１日・２日  全国のアートやクラフトに取り組む人た

ちの自由な作品を苑内芝生広場で展示をお

こない、地域をはじめ来苑者との交流を図っ

た。 

 入場者 

１５，０００人 

 出展 １７４件 

 

５．施設案内 

   走る県民教室等を活用して施設を見学に来られた団体等は次表のとおりです。 

地域 来苑日 工作利用 施設案内 参加者数（名） 備  考 

五宮喜楽会 ６/７   ４０  

鴻池フレンズ ８/６ ○  ５４  

阪急住宅自治会青年部 ８/２１ ○  ５０  

大利双葉子供会 ７/３   ６０  

池田町老人クラブ １１/８   ３０  

緑ヶ丘ファイターズ ８/７ ○  ４５  

岩岡まちづくり協議会 １１/５  ○ ３５  

塩屋中学校ＰＴＡＯＢ会 １０/２５ ○  ２３  

比延町なごみ会 １１/９ ○  ４０  

      

      

      

      

      

      

計 団体 ９組   ３７７名  
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丹波年輪の里運営協議会運営委員及び関係者名簿 
 

平成２８年 ４月 １日（敬称略） 

 氏  名 職  名  

1. 運営委員（敬称略） 

会 長 中 瀬  勲 丹波の森公苑 公苑長  

会長代理 辻  重五郎 丹波市長    

委 員 荻   大 陸 成美大学教授  

委 員 柳 瀬 厚 子 丹波県民局長  

委 員 北 山 芳 明 連合兵庫丹波地域協議会事務局長  

委 員 足 立 光 敏 丹波市木材林産協同組合理事長  

委 員 高 見  豊 （有）ウッドワーク丹波顧問  

委 員 大 木 玲 子 丹波市商工会事務局長   

委 員 柳 川 拓 三 丹波市観光協会会長  

委 員 大久保  徹 神戸新聞社 丹波総局長   

委 員 小 田 繁 雄 丹波市教育長  

委 員 足 立 良 二 丹波市市民活動課課長  

委 員 小 森 真 一 ひょうごＣＳＲクラブ丹波支部長  

委 員 林   一 路 ささやまの森公園長兼事務局長  

2.関係者 

 松 岡 良 郎 兵庫県産業労働部労政福祉課長  

 築 山 佳 永 兵庫県農政環境部林務課長  

3.（公財）兵庫丹波の森協会  丹波年輪の里 

 森 田  学 (公財)兵庫丹波の森協会常務理事  

 足 立 宏 司 丹波年輪の里館長  

 山 本 勇 二 副部長兼管理課長  

 藤 原 一 三 林産指導課専門員  
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沿革 

丹波年輪の里の設置 

１ 設置目的 

      木とのふれあいの中で、勤労青少年の文化活動、スポーツ活動およびレクリエーション活動を促進し、

あわせて勤労者をはじめ広く県民に憩いの広場を提供するとともに、林産振興に寄与することを目的と

する。 

 

２ 沿革 

 

昭和６３年  ４月  丹波年輪の里竣工式典を挙行 

      ４月  常陸宮ご夫妻ご来苑 

      ４月  ホロンピア’８８「北摂丹波の祭典」のイベントとして 

           ＊「２１世紀をになう青少年祭」（4/17～11/6）を開催 

      ４月  ウイーン市公園局長パウエル・シーラー氏来苑 

      ８月  入苑者１０万人達成 

     １０月  「第１回全国ウッドクラフト公募展」開催 

                      ＊第３回国民文化祭ひょうご’８８の事業として開催し、以後、 

            現在まで毎年開催 

平成 元年１０月    旧ソ連ハバロフスク地方友好代表団来苑 

                    ・「子供娯楽園」を寄贈 

          １２月  「子供娯楽園」完成 

平成 ２年 ８月  子どもクラフトデーの開催 

平成 ３年１０月  旧ソ連ハバロフスク地方友好代表団来苑 

平成 ４年 ３月  ソーラー時計完成 

      ５月  開苑５周年記念  ツインツリーの植樹（クロガネモチ）   

      ９月  「第１回クラフト フェスティバル INたんば’９２」開催 

           ・平成７年「アート・クラフトフェスティバル INたんば」に改称 

           ・現在も継続して開催 

     １０月  入苑者１００万人を突破 

平成 ５年 ４月  アトリエ１０２－３展 

平成 ５年１１月  森林文化祭国民会議等参加者来苑 

           ・ウイーン１３区 ハインツ・ゲルトバッハ区長ほか２０名 

平成 ６年 ３月  全国竹とんぼ競技大会ｉｎたんば 

平成 ７年  ２月  阪神・淡路大震災被災者支援「竹とんぼ教室」開催 

          （開催場所：神戸市灘区・西宮市・伊丹市・宝塚市） 

平成 ８年 ８月  全国産直住宅展 

平成 ９年 ５月  入苑者２００万人を突破 

          １０月    開苑１０周年記念  第１０回全国ウッドクラフト公募展開催 

                    ・同 記念巡回展開催 １１月東京会場   １２月神戸会場 

                    ・                     １月愛知春日井会場  １月丹波の森公苑 

平成１０年 ５月    第１回木木市（もくもくいち）開催 

平成１１年 ７月  第１回コパ・カイバラ少年サッカー大会開催  
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平成１１年１１月    ひょうご勤労者Ｖネット丹波コーディネートセンター設置（事務所） 

           ・平成１４年３月閉鎖 

平成１２年 ６月    CSR丹波支部事務所再設置 

平成１３年 ３月    ざいもくやさんのフェスティバル開催 

平成１３年 ８月    入苑者３００万人 を突破 

平成１４年  ４月    開苑１５周年・春のフェスティバル開催 

平成１５年 ８月    第１０回記念 竹とんぼ競技大会開催 

平成１６年  ７月    イベント広場照明設備の改修 

平成１７年 ３月    「子ども娯楽園」の解体撤去  

平成１７年 ４月   「ハバロフスクの館」開館（アトリエＢ棟改修） 

平成１８年 ４月  芝生広場 グラウンドゴルフ開業（水、木、金曜の平日のみ） 

  １８年１１月  第１回丹波年輪の里杯グラウンドゴルフ大会開催 

平成１９年１２月  丹波の森ウッドクラフト展第２０回を記念  

    特別展 「恐竜の世界（集まれ丹波恐竜）」開催 

平成２１年 ４月  指定管理者（財）兵庫丹波の森協会に移管 

平成２２年１０月  木育講演会を開催 

平成２３年 ５月  ゴールデンウィークの5月5日に、丹波で活躍している木工作家に 

          協力いただき、丹波木づくり手づくり市」を開催 

平成２４年 ４月  指定管理者㈶丹波の森協会は、公益財団法人に変更し、24年度から3年間の 

指定管理者となる。      

平成２４年 ４月  第 1回 座っ展―丹波でうまれた木の椅子－ を開催(4/29～5/6) 

平成２４年 ５月  第１回 大丹波木づくり市手づくり市開催 

平成２５年 ４月２８日～５月６日ゴールデンウィークフェスタ開催 

          第２回 座っ展－丹波でうまれた木の椅子― 同時開催    

平成２５年 ９月  第 25回記念 年輪の里杯グラウンドゴルフ大会開催 

平成２６年 ２月  第 10回たんばはがき絵展開催 

平成２６年４月２９日～５月６日ゴールデンウィークフェスタ開催 

          第３回 座っ展－丹波でうまれた木の椅子― 同時開催  

平成２６年５月３日・４日 第２回木づくり手づくり市開催 

平成２６年１０月 外壁塗装等改修工事ほか後期整備予算 8,200万円決定 

          平成 27年３月３１日大改修整備工事実施完了。 

          主な工事内容 クラフト館外壁大壁に改修、照明 LED化、空調設備更新 

          工作機械自動鉋盤、手押し鉋盤更新、木の館消防非常用ポンプ更新、 

レストラン棟前池整備 

平成２７年３月   レストランウッディハウス 「奏旬館」閉店  

          レストラン運営者を公募する   

 

平成２７年４月２９日～５月６日ゴールデンウィークフェスタ２０１５開催    

第４回 座っ展－丹波でうまれた木の椅子― 同時開催 

7月     レストラン運営者決定 (株)かすが 

 「レストラン・ウッディハウス漣〈さざなみ〉」再開する。  

５月３日・４日 第３回 ウッドワーカーズクラフト〈木づくり手づくり市を改称〉開催〈２日間〉 

１０月３日・４日    アートクラフトフェスバル inたんば２０１５ 出展者 179名 来苑者 15000人 

９月２０日～１０月４日 第２８回丹波の森ウッドクラフト展 一般の部 見学者 4,449名 

１０月２６日～１１月９日          同     ジュニアの部  同   861名 
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平成２７年１０月～３月 木育キャラバンの実施、木育の推進事業として、県林務課、兵庫県木材林業協同

組合連合会と連係し、保育園幼稚園を訪問 

平成２８年２月６日～２１日 第１２回たんばはがき絵展  来場者 807人 

丹波年輪の里杯グラウンドゴルフ大会 6月、9月、12月、3月 開催 延べ 721人 

平成２８年３月  (株)かすが「レストラン・ウッディハウス漣〈さざなみ〉」閉店 休業する。 

平成２８年４月  レストラン運営者を公募開始する。 

７月  業者決定  ハラミ丼専門店「フィールド」営業開始  

平成２８年４月２９日～５月５日 ゴールデンウィークフェスタ２０１６開催 

第５回 座っ展－丹波でうまれた木の椅子― 

アトリエ作品展              同時開催 

４月３０日・５月１日 第４回 ウッドワーカーズクラフト開催〈２日間〉 

１０月１日・２日    アートクラフトフェスバル inたんば２０１６ 出展者 174名 来苑者 15000人 

９月１８日～１０月２日 第２９回丹波の森ウッドクラフト展 一般の部 見学者 2,231名 

１０月２３日～１１月６日          同     ジュニアの部  同   741名 

平成２８年９月～２月 木育キャラバンの実施、木育の推進事業として、県林務課、兵庫県木材林業協同組

合連合会と連係し、保育園幼稚園を訪問 

平成２９年２月４日～１９日 第１３回たんばはがき絵展  来場者 539人 
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施設の概要 

丹波年輪の里の概要 

（１）建物の内訳 

名      称 建築面積（㎡） 内               容 

ク ラ フ ト 館 
５２４．８８ 工作室Ａ・工作室Ｂ・木工機械室・研修室Ｂ・図書室・休養

室・館長室・業務課・受付 

木 の 館  ６５４．４８ 研修室Ａ・会議室・多目的ホール・図書資料室・総務課・林

産指導課事務室・相談室・倉庫 
ア ト リ エ Ａ 

１棟 

６４．８０ 

２棟  

２階建 １階 洋室３２㎡・１６㎡ ２階 和室２０㎡  

ア ト リ エ Ｂ   

 ハバロフスクの館 
  ３８．８８ ロシア・ハバロフスク州紹介の展示 

１階 展示室 ２４㎡・１２㎡ ２階 展示室 ９㎡ 

Ｃ Ｓ Ｒ 事 務 所   ３８．８８ ＣＳＲ 丹波支部 事務室  

レ ス ト ラ ン ２１９．５１  約６０席 ・営業は業者：喫茶軽食１０時～１８時  

 

（２）屋外施設 

イ ベ ン ト 広 場  夜間照明設備（照明度平均２００ルクス）約８０ｍ×約８０ｍ 

ク ラ フ ト 広 場  屋外作業用工作台４台 

わ ん ぱ く 広 場  砂場約２０㎡、芝生広場、休憩棟１棟、空中回廊・すべり台等 

芝 生 広 場  凡そ１００００㎡の芝生広場とその中央に小川と修景池がある。 

丹 波 県 民 の 森  丹波地域旧10町の町木（松、ケヤキ、栗、クヌギ、コナラ）などを植栽した森。 

駐 車 場  大型バス７台・普通車１３５台・身障用５台  
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組織と職員 
  

（１）組織体系        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

（平成２８年４月１日現在） 

 

（２）職 員 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役   職   氏     名 

館 長 足 立 宏 司 

副部長兼管理課長 山 本 勇 二 

管理課職員 春 野 秀 典 

管理課(企画担当) 安 達 春 奈 

管理課(経理担当) 蘆 田 玉 代 

業務課長 館長兼務 

課長補佐  東 浦   誠 

業務課木工指導員  大 橋   力 

同上  永 井   綾  

同上  西    禎 恒 

業務課 (受付担当) 金 高 美 代 

同上  中 瀬 穂 波 

林産指導課課長  館長兼務 

林産指導専門員  藤 原 一 三 

事務員  吉 田 武 史 

兵庫県立丹波年輪の里 

  

（公財）兵庫丹波の森協会 

丹
波
年
輪
の
里
運
営
協
議
会 

館 長 

管
理
課 

業
務
課 

林
産
指
導
課 
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ささやまの森公園 
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平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 
 

月  日 主 な 事 項 利用人数 会   場 

平成２８年４月    

６日 自然再発見の会 園内植物の観察 ２ ささやまの森公園 

８日   プログラム準備（草木染め液の作成） １ ささやまの森公園 

９日 プログラム準備（里山まつりのカレー・ささやま汁等準備） 
９ 

 
ささやまの森公園 

１０日 プログラム「春の里山まつり」 ８７０ ささやまの森公園 

１３日 篠山東雲高等学校里山文化授業 １７ ささやまの森公園 

１４日 里山施業班活動 ３ ささやまの森公園 

 春日江いきいきサロン園内視察 １７ ささやまの森公園 

１５日   菊水会園内視察 １５ ささやまの森公園 

１６日   布ぞうりを作ろう １１ ささやまの森公園 

１７日 プログラム「稲作体験」 ９ ささやまの森公園 

 レクリェーション班会議 ４ ささやまの森公園 

 里山復元班会議 ４ ささやまの森公園 

２０日 自然再発見の会 園内植物の観察      ２ ささやまの森公園 

 篠山東雲高等学校里山文化授業 １７ ささやまの森公園 

 プログラム準備（深山登山下見） １ ささやまの森公園 

２４日 プログラム「幸せの青い鳥を見つけよう」 １４ ささやまの森公園 

 プログラム「癒しの灯りを作ろう」 １６ ささやまの森公園 

 里山施業班活動 ４ ささやまの森公園 

２７日 プログラム「草木で染めよう」 １６ ささやまの森公園 

 プログラム準備（深山登山下見） ５ ささやまの森公園 

２９日 プログラム「男の料理」 ２ ささやまの森公園 

５月    

   ４日 プログラム「ＧＷ特別企画」～ぶんぶんごまを作ろう～ ４７ ささやまの森公園 

   自然再発見の会 ２ ささやまの森公園 

５日 プログラム「里山の日特別企画」～木のおもちゃを作ろう～ ５４ ささやまの森公園 

 プログラム「里山の日特別企画」～竹笛を作ろう～ ２１ ささやまの森公園 

７日 森の学校 ２０ ささやまの森公園 

８日   リーダー会 ７ ささやまの森公園 

１１日 篠山東雲高等学校里山文化授業 １８ ささやまの森公園 

１４日 プログラム「稲作体験」 １５ ささやまの森公園 

 プログラム「キンランを見つけよう」 ７ ささやまの森公園 

１５日   活動スタッフ総会 ２５ ささやまの森公園 

 １８日 自然再発見の会園内散策 ３ ささやまの森公園 

 草木染同好会 藍液の準備と試作 ２ ささやまの森公園 

 篠山東雲高等学校里山文化授業 間伐体験など １８ ささやまの森公園 

１９日   マツタケ施業班活動 ３ ささやまの森公園 

２１日   ハーブ石鹸を作ろう １５ ささやまの森公園 

２２日     プログラム「里山の日特別企画」～深山登山～ ６ ささやまの森公園 

   明るい町づくり in錦ヶ丘 園内散策 ２７ ささやまの森公園 

活動・施設利用一覧 ささやまの森公園 
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月  日 主 な 事 項 利用人数 会   場 

２４日   プログラム準備 ４ ささやまの森公園 

２９日   あらし班活動 ４ ささやまの森公園 

 プログラム「帽子掛けを作ろう」 １５ ささやまの森公園 

６月   １８ ささやまの森公園 

１日 自然再発見の会 ２ ささやまの森公園 

４日 森の学校 ２３ ささやまの森公園 

８日   草木染同好会 １ ささやまの森公園 

 あらし班活動 ５ ささやまの森公園 

 

９日 

篠山東雲高等学校里山文化授業 丸太のベンチ作り 

里山施業班活動 

２２ 

３ 

ささやまの森公園 

ささやまの森公園 

１１日 プログラム「モリアオガエルとホタルを見つけよう」 ４５ ささやまの森公園 

１２日 プログラム「帽子掛けを作ろう」 １５ ささやまの森公園 

 あらし班活動 ２ ささやまの森公園 

１４日   プログラム「四季の和菓子を作ろう」 ２６ ささやまの森公園 

 森の迷路作り ２ ささやまの森公園 

１５日 篠山東雲高等学校里山文化授業  丸太のベンチ作り ２３ ささやまの森公園 

 自然再発見の会 園内植物の観察 ７ ささやまの森公園 

１６日 プログラム準備 ４ ささやまの森公園 

 シニア自然大学校野鳥クラブ ２０ ささやまの森公園 

１７日 草木で染めよう １６ ささやまの森公園 

１８日 プログラム「黒豆を栽培しよう」 １３ ささやまの森公園 

 プログラム「モリアオガエルとタゴガエルを見つけよう」 １８ ささやまの森公園 

 プログラム準備 ２ ささやまの森公園 

１９日 プログラム「端午の節句 ちまき作り」 １８ ささやまの森公園 

２２日 篠山東雲高等学校里山文化授業 生き物観察 ２０    ささやまの森公園 

 篠山市立多紀小学校 4年生 生き物観察 １８ ささやまの森公園 

２５日 篠山市立古市小学校３年生親子活動 ３７ ささやまの森公園 

２６日 プログラム「ダンボールでピザを焼こう」 ２９ ささやまの森公園 

２８日 森の迷路作り ２ ささやまの森公園 

２９日 宝塚西谷の森運営協議会視察 
２２ 

 
ささやまの森公園 

３０日 お楽しみ会 ２ ささやまの森公園 

７月    

１日 あらし班活動 ４ ささやまの森公園 

２日 森の学校   ２０ ささやまの森公園 

 プログラム「ヒメボタルを観よう」 ２１ ささやまの森公園 

 スタッフ準備 １ ささやまの森公園 

３日 プログラム試作 ３ ささやまの森公園 

５日 篠山市特別支援教育研究会 園内散策 ６８ ささやまの森公園 

６日 自然再発見の会 ２ ささやまの森公園 

７日 篠山市特別支援教育研究会 園内散策 ６９ ささやまの森公園 

９日 スタッフ研修下見 １ 神戸市立森林植物園 

１０日 プログラム「黒豆を栽培しょう」 １０ ささやまの森公園 

 プログラム「親子で木工教室」 ８ ささやまの森公園 

 里山復元班会議 ３ ささやまの森公園 

 プログラム準備 １６ ささやまの森公園 
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月  日 主 な 事 項 利用人数 会   場 

１３日     草木染同好会 １ ささやまの森公園 

１６日 プログラム「梅味噌と梅ジュースを作ろう」 １７ ささやまの森公園 

 里山体験班会議 ３ ささやまの森公園 

 YMCAしろがねこども館 １２ ささやまの森公園 

１７日 プログラム「草木で染めよう」 １２ ささやまの森公園 

 森の迷路作り ３ ささやまの森公園 

２０日 自然再発見の会 ２ ささやまの森公園 

 草木染同好会 ２ ささやまの森公園 

２１日 マツタケ施業班活動日 ３ ささやまの森公園 

２２日 プログラム「草木で染めよう」 ９ ささやまの森公園 

２３日 プログラム「セミのぬけがらを調べよう。」 ８ ささやまの森公園 

 自然学習班会議 ２ ささやまの森公園 

２４日 プログラム「ささやまの森探検隊」 ３３ ささやまの森公園 

 レクリェーション班会議 ６ ささやまの森公園 

 里山施業 ２ ささやまの森公園 

２６日 森の迷路作り １ ささやまの森公園 

３０日     プログラム「虫とりをしよう」 １４ ささやまの森公園 

３１日 プログラム「丸太のテーブル作り」 １４ ささやまの森公園 

 プログラム準備（ミニチュアハウスの試作） ４ ささやまの森公園 

８月  ２２ ささやまの森公園 

３日 自然再発見の会 ２ ささやまの森公園 

 プログラム準備 ２ ささやまの森公園 

５日 高山こども園 園内散策 ２６ ささやまの森公園 

６日 プログラム「草木染めをしょう」 ３ ささやまの森公園 

 プログラム「里山伝承 黒豆を味わおう」 １１ ささやまの森公園 

６～７日 福の里農業小学校 宿泊キャンプ ２５ ささやまの森公園 

７日 リーダー会 ６ ささやまの森公園 

９日 高山こども園 園内散策 ２４ ささやまの森公園 

 森の迷路作り ３ ささやまの森公園 

１１日 森の学校 ２３ ささやまの森公園 

１２日 里山施業 ３ ささやまの森公園 

１３日 プログラム「水辺の生きものを探そう」 ２５ ささやまの森公園 

１４日 プログラム「夏休み特別企画」 太陽光でお菓子作り＆鳥の置物つくり」 ３２ ささやまの森公園 

１７日 自然再発見の会 ２ ささやまの森公園 

 草木染め同好会 １ ささやまの森公園 

１８日 あらし班活動 １ ささやまの森公園 

１９日 プログラム準備 ５ ささやまの森公園 

２０～２１日 宿泊キャンプ ２９ ささやまの森公園 

２１日 あらし班活動 ５ ささやまの森公園 

２３日 北摂 YMCA ５６ ささやまの森公園 

 森の迷路作り ３ ささやまの森公園 

２５日 古市児童クラブ ５０ ささやまの森公園 

 富山こども園 ２７ ささやまの森公園 

２６日 プログラム「四季の和菓子を作ろう」 ２０ ささやまの森公園 

２７日 プログラム「森の時計を作ろう」 １６ ささやまの森公園 
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月  日 主 な 事 項 利用人数 会   場 

２７日 プログラム「そば道場シリーズ」 １３ ささやまの森公園 

２８日 活動スタッフ研修旅行 ２１ ささやまの森公園 

９月  ３２ ささやまの森公園 

３日 お楽しみ １ ささやまの森公園 

４日 天理教篠山支部少年会 ３５ ささやまの森公園 

   お楽しみ １ ささやまの森公園 

６日 猪名川町立大島小学校 ３７ ささやまの森公園 

７日     篠山東雲高等学校里山文化授業 １９ ささやまの森公園 

 自然再発見の会 ３ ささやまの森公園 

８日 お楽しみ １ ささやまの森公園 

 森の迷路作り １ ささやまの森公園 

１１日 プログラム「ミニチュアハウスを作ろう」 ２７ ささやまの森公園 

 プログラム準備 ３ ささやまの森公園 

 森の迷路作り ５ ささやまの森公園 

１４日 篠山東雲高等学校里山文化授業 ２２ ささやまの森公園 

 プログラム準備 １ ささやまの森公園 

 里山文化準備 ２ ささやまの森公園 

１５日 マツタケ施業班活動 ４ ささやまの森公園 

 プログラム準備 １ ささやまの森公園 

１６日 プログラム「草木染めをしよう」 １７ ささやまの森公園 

１９日 プログラム「丸太のテーブル作り」 １４ ささやまの森公園 

２０日 篠山東雲高等学校里山文化授業 ２２ ささやまの森公園 

   自然再発見の会    ２ ささやまの森公園 

 草木染同好会 ２ ささやまの森公園 

２２日 プログラム準備 ２ ささやまの森公園 

２４日 プログラム「布ぞうりを作ろう」 １０ ささやまの森公園 

２５日 あらし班活動 ５ ささやまの森公園 

２７日 森の迷路作り ３ ささやまの森公園 

 プログラム準備 ４ ささやまの森公園 

２８日 プログラム準備 １ ささやまの森公園 

 篠山東雲高等学校里山文化授業 ２１ ささやまの森公園 

１０月   ささやまの森公園 

１日 森の学校 １８ ささやまの森公園 

２日 プログラム「稲作体験③」 １４ ささやまの森公園 

５日 篠山東雲高等学校里山文化授業 ２１ ささやまの森公園 

６日 マツタケ施業 ３ ささやまの森公園 

９日 プログラム「ススキでフクロウを作ろう」 １１ ささやまの森公園 

１０日 プログラム「杉玉作り」 １３ ささやまの森公園 

１２日 プログラム準備 ２ ささやまの森公園 

   プログラム準備 ２ ささやまの森公園 

 森の迷路作り ２ ささやまの森公園 

１３日 マツタケ施業班 ３ ささやまの森公園 

１４日   プログラム「草木で染めよう」 １５ ささやまの森公園 

   多紀小学校体験学習 ２２ ささやまの森公園 

１５日 プログラム「里山伝承 黒豆を栽培して味わおう」 １１ ささやまの森公園 
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月  日 主 な 事 項 利用人数 会   場 

１５日   プログラム準備 ４ ささやまの森公園 

１６日 プログラム「秋の花と実を愛でるのんびりハイキング」 ６ ささやまの森公園 

 プログラム「稲作体験④」 １１ ささやまの森公園 

 里山学習班会議 ３ ささやまの森公園 

 レクリェーション班会議 ４ ささやまの森公園 

１９日 自然再発見の会 ２ ささやまの森公園 

 草木染同好会 ３ ささやまの森公園 

 ネオキャリー打合せ ３ ささやまの森公園 

 黒井里山クラブ炭窯視察 ６ ささやまの森公園 

２０日 マツタケ施業 ３ ささやまの森公園 

２２日 プログラム「黒豆の枝豆料理を作ろう」 １１ ささやまの森公園 

 プログラム「杉玉を作ろう」 １５ ささやまの森公園 

 里山体験班会議 ４ ささやまの森公園 

 里山復元班会議 ３ ささやまの森公園 

２３日 里山施業 ５ ささやまの森公園 

 森の迷路作り ５ ささやまの森公園 

２７日 マツタケ施業 ４ ささやまの森公園 

２８日 さをり織教室「ゆげ」 ９ ささやまの森公園 

２９日 丹波の森フェスティバル参加 ２ 丹波の森公苑 

 NPO法人日本災害救援ボランティア ２５ ささやまの森公園 

３０日 丹波の森フェスティバル参加 ３ 丹波の森公苑 

１１月    

２日 自然再発見の会 ２ ささやまの森公園 

 プログラム準備 ５ ささやまの森公園 

３日 リーダ―会 ４ ささやまの森公園 

３日 マツタケ施業 ４ ささやまの森公園 

５日 森の学校 １４ ささやまの森公園 

６日 ひょうご森のまつり参加 ２ 洲本城周辺 

 プログラム「そば道場」第２回目 ７ ささやまの森公園 

 里山まつり準備 １ ささやまの森公園 

１０日 丹波の森花くらぶ ２１ ささやまの森公園 

 里山施業 ２ ささやまの森公園 

 マツタケ施業班 ２ ささやまの森公園 

 プログラム準備 ２ ささやまの森公園 

１１日 里山まつり準備 ２ ささやまの森公園 

１２日 里山まつり準備 ９ ささやまの森公園 

１３日 秋の里山まつり ８１８ ささやまの森公園 

１６日 自然再発見の会 １ ささやまの森公園 

 草木染同好会 ２ ささやまの森公園 

１７日 マツタケ施業 ４ ささやまの森公園 

 開園 15周年オブジェ作り ２ ささやまの森公園 

１８日 プログラム「草木で染めよう」 １４ ささやまの森公園 

１９日 プログラム「竹筒パンを作ろう」 ２ ささやまの森公園 

２０日 福住祭参加 ２ 篠山東雲高等学校 

２６日 プログラム「シイタケ作り」 １６ ささやまの森公園 
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月  日 主 な 事 項 利用人数 会   場 

２７日 ふるさとの森職員交流会 ２９ ささやまの森公園 

３０日   篠山東雲高等学校里山文化授業 ８ ささやまの森公園 

 プログラム準備「四季の和菓子」 ７５５ ささやまの森公園 

１２月   ささやまの森公園 

３日 森の学校 １７ ささやまの森公園 

４日 プログラム「木炭と盆栽を作ろう」 ４ ささやまの森公園 

 プログラム「そば道場シリーズ」 ９ ささやまの森公園 

 ボランティアスタッフ交流会 ４ ゆめさきの森公園 

８日 里山施業 １ ささやまの森公園 

９日 プログラム「四季の和菓子を作ろう」 ２０ ささやまの森公園 

１０日 プログラム「里山伝承 黒豆を栽培しよう」 ８ ささやまの森公園 

１１日 プログラム「バードウオッチング」 ３ ささやまの森公園 

 プログラム「ミニかまどを作ろう」 ９ ささやまの森公園 

１５日 マツタケ施業 ２ ささやまの森公園 

１７日 プログラム「布ぞうりを作ろう」 ８ ささやまの森公園 

 プログラム準備 ５ ささやまの森公園 

 お楽しみ会 ２ ささやまの森公園 

１８日 プログラム「ミニ門松作り」 ２０ ささやまの森公園 

２３日 プログラム「しめ縄作り」 １１ ささやまの森公園 

２４日 お楽しみ会「しめ縄作り」 ６ ささやまの森公園 

２５日   プログラム「そば道場シリーズ(全 4回)④そば打ち」」 １０ ささやまの森公園 

 里山施業 ５ ささやまの森公園 

平成２９年１月    

７日 森の学校 １３ ささやまの森公園 

９日 プログラム準備 １ ささやまの森公園 

１１日   篠山東雲高等学校里山文化授業 １９ ささやまの森公園 

１４日 プログラム準備 ２ ささやまの森公園 

 自然学習班会議 １ ささやまの森公園 

 里山復元班会議 ８ ささやまの森公園 

１５日 プログラム「どんど＆もちつき大会」 ６ ささやまの森公園 

 レクリェーション班会議 ３ ささやまの森公園 

１８日 篠山東雲高等学校里山文化授業 １９ ささやまの森公園 

２２日 プログラム「こんにゃくを作ろう」 ２５ ささやまの森公園 

 里山体験班会議 ４ ささやまの森公園 

 プログラム準備 １ ささやまの森公園 

２４日 プログラム準備 １ ささやまの森公園 

２５日 プログラム準備 １ ささやまの森公園 

２６日 プログラム準備 １ ささやまの森公園 

２８日 プログラム準備 １ ささやまの森公園 

２９日 プログラム「ダンボール箱でくん製を作ろう」 １９ ささやまの森公園 

２月    

４日 森の学校 １０ ささやまの森公園 

５日 活動スタッフリーダー会 ５ ささやまの森公園 

 活動スタッフ消火訓練 ４ ささやまの森公園 

 プログラム準備 １ ささやまの森公園 
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月  日 主 な 事 項 利用人数 会   場 

１１日 プログラム準備 ２ ささやまの森公園 

１７日 里地里山問題研究所「黒大豆味噌作り準備」 ３ ささやまの森公園 

１８日 里地里山問題研究所「黒大豆味噌作り」 ２５ ささやまの森公園 

１９日   プログラム「バームクーヘンを作ろう」 ４０ ささやまの森公園 

 里山施業 ３ ささやまの森公園 

２４日 プログラム準備   ３ ささやまの森公園 

２５日 プログラム準備 ３ ささやまの森公園 

２６日 プログラム「黒豆のお味噌を作ろう」 ２２ ささやまの森公園 

２６日 プログラム「木炭とミニ囲炉裏」 １０ ささやまの森公園 

２８日 あらし班会議 ６ ささやまの森公園 

３月    

１日 自然再発見の会園内整備 １ ささやまの森公園 

４日 森の学校 ２２ ささやまの森公園 

 熊のオブジェ作り １ ささやまの森公園 

５日 プログラム「シイタケ作り」 １１ ささやまの森公園 

７日 熊のオブジェ作り ６ ささやまの森公園 

 里山施業 ５ ささやまの森公園 

８日 ささやまの森公園運営協議会総会 １４ ささやまの森公園 

 熊のオブジェ作り １ ささやまの森公園 

    １０日 おやつ研究会   ５ ささやまの森公園 

１２日 プログラム「ナチュラルタペストリーを作ろう」 ５ ささやまの森公園 

 プログラム準備 １ ささやまの森公園 

  １４日 熊のオブジェ作り １ ささやまの森公園 

１６日 草木染同好会 １ ささやまの森公園 

 熊のオブジェ作り １ ささやまの森公園 

 マツタケ施業 ４ ささやまの森公園 

１７日 プログラム「草木で染めよう」 １４ ささやまの森公園 

１８日 プログラム「冬の野鳥を探そう」 １４ ささやまの森公園 

 神戸山手大学 シカの角加工体験 ７ ささやまの森公園 

１９日 プログラム「間伐材を使ってフォトフレームを作ろう」 ７ ささやまの森公園 

 プログラム「木炭とミニ囲炉裏を作ろう」 ２ ささやまの森公園 

２０日 プログラム「ダッチオーブンでローストチキン」 ２６ ささやまの森公園 

２３日 プログラム準備 １ ささやまの森公園 

２４日 プログラム「四季の和菓子を作ろう」 １ ささやまの森公園 

２５日 プログラム「シカ肉でウインナとコロッケを作ろう」 １６ ささやまの森公園 

２６日 里山施業 １１ ささやまの森公園 

２８日 プログラム準備 ３ ささやまの森公園 
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運営協議会の開催状況 

区 分 開 催 日 開 催 地 出席者数 協   議   事   項 

第１回 平成２９年 

３月８日 

ささやまの森公園 １４名 平成２８年度事業報告及び平成２９年度事業計

画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ささやまの森公園運営協議会の開催状況 
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平成２９年３月３１日 現在 

                                     

 
氏 名 職 名 ・ 所 属 等     

顧問 河合 雅雄 兵庫県立人と自然の博物館名誉館長、丹波の森公苑名誉公苑長 

会長 樋口 清一 兵庫県生物学会副会長、兵庫県自然保護指導員、元ささやまの森公園長 

副会長 永吉 照人 元兵庫県生物学会長、元兵庫県立大学自然環境科学研究所教授 

副会長 佐々木 幹夫 福住地区自治会長会会長 

 森田 忠 川原地区自治会長 

  鈴木 武 兵庫県立大学助教、兵庫県立人と自然の博物館研究員 

  前川 修哉 篠山市教育長 

 堀毛 宏章 丹波並木道中央公園管理事務所長 

 奥田 格 兵庫県立篠山東雲高等学校長 

 川﨑 直哉 篠山市立味間小学校教諭 

 
麻田 馨 大字福住地区総代 

 
谷口 次男 篠山自然の会 

 
金川 文雄 丹波自然友の会 

 
脇塚 陸 ひょうご森のインストラクター、活動スタッフ 

 
杉田 弘治 地元活動協力者 

 
森田 悟 地元活動協力者 

 
田井 彰人 活動スタッフリーダー 

 
三好 成子 活動スタッフリーダー 

 

 

 

ささやまの森公園運営協議会委員名簿 
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機能 

 

体験プログラム・イベントのご案内 
 

丹波篠山は、自然豊かな森に囲まれています。里人たちは「里山」と呼ばれる森を利用して生活してきまし

た。農家の裏山にあたる里山は、村人たちが長い間暮らしと共に育んできたすばらしい環境です。美しい水と

森に育まれ、草花や動物たちが生息し、四季それぞれの表情を見せています。身近な動物やホタル、カブトム

シなど子供達の大好きな昆虫、春・秋の七草をはじめ、街で見かけなくなった生き物とも出会うことができま

す。ささやまの森公園は暮らしと共に育んできた里山環境をみんなで理解し、山の幸を味わい、里山文化を伝

承し、森の環境そのものを皆で楽しみながら、人と共生できる自然の営みや私達の暮らしのあり方を考える場

として整備しています。ボランティアの活動スタッフとともに多彩なプログラムやイベントを展開し、世代や

地域を越えた交流を通して、豊かな丹波の里山づくりを目指しています。  

 

里 山 体 験 

草木染め教室、布ぞうり作り、フラワーアレンジメント、木工

クラフト、しめ縄作り、黒豆味噌作り、そば道場、料理教室（四

季の和菓子、ちまき、こんにゃく、ジビエ 等） 

自 然 学 習 

自然観察（草花・昆虫・動物等）、 

野鳥観察、水辺の生物観察、 

夜の生物観察（ホタル・モリアオガエル・昆虫等） 

レクリエーション 

稲作体験、深山登山、源流探検、野外炊飯、ダンボール箱でピ

ザ焼き、バームクーヘン作り、宿泊キャンプ 等 

里 山 復 元 

炭焼き、きのこ栽培、丸太のベンチ作り、竹細工、 

ウッドバーニング、ミニかまど作り、森の時計作り、 

森の時計作り、チェンソー講習会 等 

 

■団体プログラム 

 プログラムは原則として土曜・日曜・祝日に実施しますが、団体の申し込みには、平日でも希望のプログラ 

ムを組み実施しています。 

 

■学校向けプログラム 

総合的な学習の展開に適したプログラムを約２０種類用意し、学校や子供会の要望に応じています。 

 

■森の学校 

毎月第１土曜日を基本として年間（10回）、木工・飯ごう炊飯・自然観察・深山登山など里山体験をします。 

 

■イベント 

 春の里山まつり・秋の里山まつり等、年に数回のイベントを実施しています。 
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沿革 

ささやまの森公園の設置 

１ 設置の趣旨 

  兵庫県では法人県民税の超過課税の財源を基に「自然活用型野外ＣＳＲ事業」（文化 Culture/スポーツ

Sports/レクリエーション Recreation）を実施しています。 

「丹波の森構想」の理念のもとに、自然を生かした生活環境や地域の文化を形成してきた里山を保全育成

することを目的とします。住民の参画と実践により都市住民との交流、異世代間の交流、里山の保全利用し

たプログラムを展開し、グリーンツーリズムの場として県民に自然との触れ合いの場を提供し、生活をより

豊かにする里山・森づくりを推進します。 

２ 沿 革 

・平成１４年 ４月 １日  兵庫県と丹波の森協会が実施委託契約 

・平成１４年 ４月 ４日  活動拠点施設開所式 

・平成１４年 ７月 ６日  ログ小屋完成 

・平成１４年 ７月２１日  開園式典 

・平成１５年 ５月１７日  杣小屋完成 

・平成１６年 ３月３１日  １０号作業道・１２号歩道（木の実の散策路）完成 

・平成１６年 ６月 １日  竹の館完成 

・平成１７年 ３月３１日  １３号歩道・１４号歩道・１５号歩道（湖上の散策路）完成 

・平成１８年 ３月３１日  １６号作業道（エビズエの散策路）・東屋（雑木林の散策路頂上）・ 

              藤棚（水辺の広場）・臨時駐車場完成 

・平成１８年１０月 ８日  森守の小屋完成 

・平成１９年 ４月１５日  開園５周年記念式典 

 ・平成１９年 ４月１５日  万兎の森第１期工事完成 

 ・平成１９年１１月１０日  炭焼き小屋と杣小屋の屋根延長工事完成 

 ・平成２０年 ３月１５日  万兎の森第２期工事完成 

 ・平成２０年１１月２３日  レンガ窯「ささもり窯」の完成 

 ・平成２０年１１月２６日  野鳥観察小屋完成 

 ・平成２１年 ３月１０日  万兎の野草園造成 

 ・平成２２年 ３月 ６日  野鳥の森第１期植樹完成 

 ・平成２３年 ３月２４日  木材乾燥小屋「木の館」完成 

 ・平成２３年１１月１８日  ささもり窯作業場完成 

 ・平成２４年 ４月１５日  開園１０周年記念式典 

 ・平成２４年１２月 １日  来園者２０万人達成記念 

・平成２４年１２月 １日  森の遊び場オープン 

 ・平成２６年 ６月２６日  ささもりのステージ完成 

 ・平成２６年１０月３１日  水車小屋完成 

 ・平成２７年 ５月３１日  バーベキュー広場完成 

・平成２８年１０月１５日    森の迷路完成 
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施設の概要 

ささやまの森公園の概要 

活動拠点施設がある谷を中心に両側の尾根までを「ささやまの森公園」の範囲としています。その中に 
は、兵庫県所有地と借地を含んでおり、面積は２５５haにおよび、人工林３０％自然林７０％が広がる。 

なお、平成１４年 7月開園から平成２８年度末までの利用者数累計は２７３，８３８人です 

 

名      称 内               容 

活 動 拠 点 施 設 事務局・森の道場・和室・倉庫・台所・トイレ・手押しポンプ 

森 守 の 小 屋 活動スタッフの研修・集会・休憩場所として活動スタッフの手で建設 

ロ グ 小 屋 作業車の格納庫として、活動スタッフが間伐材を利用して建築 
竹 の 館 木工材料の乾燥・保管場所(４✕１０ｍ）活動スタッフが間伐材を利用して建築 

炭 焼 き 窯 直径 1.8mの本格的な炭焼き窯 
杣 小 屋 木工細工所として、活動スタッフの手で建築 
さ さ も り 窯 丹波焼きの技術を取り入れた窯で、パン・ピザも焼くことができる設計にした 

木 の 館 木材乾燥小屋として、活動スタッフが間伐材を利用して建築 

野 鳥 観 察 小 屋 雑木林の中に野鳥が観察できる小屋（１６㎡ ）が完成 

ビ オ ト ー プ 池 トンボや水生生物などが集まり、自然観察ができる場 

ク リ 林 の 園 地 クリ林の中での活動、交流など集いの拠点 
万 兎 の 森 昆虫や鳥を呼ぶ森作りとして、活動スタッフの手で植樹・造成 

万 兎 の 野 草 園 石庭形式の中に、公園内の野草を集め観察できる庭を完成 

水 辺 の 広 場 渓流の傍に芝生の広場が広がり、木陰・石ベンチがあり子どもの遊び場 
野 鳥 の 森 鳥を呼ぶ森作りとして、活動スタッフの手で植樹 

こ も れ び の 園 地 コナラ林の明るい散開林に東屋があり、ネイチャーゲームや野鳥観察ができる 

森 の 遊 び 場 こもれびの園地にある丸太橋・ロープウェイ・ブランコなどの子どもの遊び場 

モ リ ア オ ガ エ ル の 池 季節にはモリアオガエルが産卵する池で、説明板や観察台を設置 
果 樹 園 農家の庭先に植えてあるような果樹を栽培 

散 策 路 湖岸の散策路・アカマツ林の散策路・雑木林の散策路・黄葉樹の散策路・木の
実の散策路・さえずりの散策路、湖上の散策路等全長１２．６４０ｋｍ整備 

ハ イ キ ン グ 道 尾根に全長１０ｋｍのハイキングコースを活動スタッフの手で開拓・整備 

さ さ も り の ス テ ー ジ 森の中のステージで会合、休憩と利用できる 

水 車 小 屋 「コットン、コットン」の音とともに昔の里山風景をつくっている 

駐 車 場 施設前駐車場（５０台）・ダム西駐車場（５０台）・ダム東駐車場（３０台） 
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組織と職員 
   

（１）組織体系        

 

 

 

 

 

                                      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ファン倶楽部：運営を支援するための年会費制での応募者。 

■活動スタッフ：プログラムの企画・実施や、ささやまの森公園で里山活動を行う。 

 

（２）職 員 

担     当    氏     名 

公園長兼管理課長 林   一 路 

森  づ  く  り 担 当 中 西 千 秋 

経 理 担 当 藤 原 一 美 

プ ロ グ ラ ム 担 当 長 井 吉 広 

総  務  担  当  脇 田 幸 重 

総  務  担  当  植 村 ひろみ 

 

 

リーダー会  

兵庫県立ささやまの森公園 

活動スタッフ 

丹波の森公苑 丹波年輪の里 丹波並木道中央公園 

 丹波県民局 篠山市 福住地区自治会 地元農産クラブ 

篠山市森林組合 兵庫みどり公社 人と自然の博物館 篠山自然の会 

里
山
体
験
班 

自
然
学
習
班 

レ
ク
班 

里
山
復
元
班 

さ
さ
や
ま
の
森
公
園 

運
営
協
議
会 

（公財）兵庫丹波の森協会 

 

フ
ァ
ン
倶
楽
部 
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・活動･施設利用一覧 

 ・森の円卓会議の開催状況及び委員名簿 

 ・施設の概要・沿革 

 ・組織と職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波並木道中央公園 
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平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 
 

 

      月 日           団体名                 活動内容        参加者数 

4月 3日 Tan-te様（篠山市） 煎茶道 10 

4月 3日 西古佐農会（篠山市） 水神さん 7 

4月 4日 絵手紙教室（篠山市） 絵手紙教室 7 

4月 4日 結の会（篠山市） 日本舞踊の稽古 2 

4月 5日 第１０福寿会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 15 

4月 5日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 10 

4月 9日 プリラボ Tao（篠山市） プリザーブドフラワーアレンジメント 5 

4月 11日 日本生命（篠山市） お花見 25 

4月 11日 蔵の会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 7 

4月 11日 宝塚三田病院（三田市） お花見 75 

4月 11日 結の会（篠山市） 日本舞踊の稽古 3 

4月 12日 第１０福寿会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 13 

4月 12日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 10 

4月 13日 ママの働き方応援隊（篠山市） 子育ての勉強会 15 

4月 13日 西紀南小学校（篠山市） 遠足 28 

4月 14日 にしき会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 15 

4月 14日 ほんなら会（龍野市） 県民バス 39 

4月 15日 篠山産業高校（篠山市） 遠足 210 

4月 15日 城南小学校（篠山市） 遠足 63 

4月 16日 むしくらぶ（篠山市） 昆虫観察会 43 

4月 18日 プリラボ Tao（篠山市） プリザーブドフラワーアレンジメント 4 

4月 19日 ママの働き方応援隊（篠山市） 子育ての勉強会 13 

4月 19日 第１０福寿会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 11 

4月 19日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 12 

4月 21日 結の会（篠山市） 日本舞踊の稽古 3 

4月 23日 プリラボ Tao（篠山市） プリザーブドフラワーアレンジメント 3 

4月 26日 第１０福寿会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 15 

4月 26日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 10 

4月 29日 山崎ヨガ（篠山市） ヨガ 12 

4月 30日 キッズライダー（篠山市） ストライダー 27 

活動・施設利用一覧 丹波並木道中央公園 
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  月 日           団体名                 活動内容        参加者数 

5月 2日 遊の会（篠山市） 手芸 9 

5月 2日 絵手紙教室（篠山市） 絵手紙教室 5 

5月 2日 蔵の会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 9 

5月 6日 野外活動協会（篠山市） 野外活動 28 

5月 7日 足育（篠山市） 足の測定 30 

5月 9日 結の会（篠山市） 日本舞踊の稽古 2 

5月 10日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 12 

5月 12日 にしき GG(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

5月 14日 丹波花くらぶ（丹波市） 花と緑に関する活動 20 

5月 15日 プリラボＴao(篠山市） プリザーブドフラワーアレンジメント 9 

5月 16日 蔵の会ＧＧ（篠山市） グラウンドゴルフ 6 

5月 17日 西紀北幼稚園（篠山市） 遠足 10 

5月 17日 第１０福寿会ＧＧ（篠山市） グラウンドゴルフ 13 

5月 17日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 11 

5月 18日 あそびの先生協会（篠山市） 子育ての勉強会 10 

5月 19日 蔵の会ＧＧ（篠山市） グラウンドゴルフ 6 

5月 21日 丹南中学校陸上部（篠山市） 陸上部の練習 6 

5月 23日 ゑみの会（篠山市） 絵手紙教室 6 

5月 23日 蔵の会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 6 

5月 23日 結の会（篠山市） 日本舞踊の稽古 2 

5月 24日 ママの働き方応援隊（篠山市） 子育ての勉強会 12 

5月 24日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 12 

5月 24日 住友ゴム工業 植樹活動 2 

5月 25日 川代なみきみちカップ GG（篠山市） グラウンドゴルフ 15 

5月 26日 にしき会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 11 

5月 26日 プリラボ Tao（篠山市） プリザーブドフラワーアレンジメント 4 

5月 27日 ママの働き方応援隊（篠山市） イベント準備 6 

5月 29日 杉地区ウォーキング（篠山市） ウォーキングイベント 28 

5月 31日 第１０福寿会 GG(篠山市） グラウンドゴルフ 17 

5月 31日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 12 

6月 1日 あそびの先生（篠山市） 子育ての勉強会 10 

6月 2日 結の会（篠山市） 日本舞踊の稽古 2 

6月 6日 蔵の会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 6 

6月 12日 プリラボ Tao（篠山市） プリザーブドフラワーアレンジメント 4 
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  月 日           団体名                 活動内容        参加者数 

6月 14日 第１０福寿会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 11 

6月 14日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 14 

6月 15日 あそびの先生協会（篠山市） 子育ての勉強会 6 

6月 15日 結の会（篠山市） 日本舞踊の稽古 3 

6月 17日 住友ゴム工業 植樹活動 2 

6月 21日 住友ゴム工業 植樹活動 6 

6月 21日 プリラボ Tao（篠山市） プリザーブドフラワーアレンジメント 6 

6月 21日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 12 

6月 26日 キッズストライダー（篠山市） ストライダーの練習 30 

6月 27日 蔵の会 GG(篠山市） グラウンドゴルフ 7 

6月 27日 丹波青少年本部（丹波市） 園内見学 10 

6月 28日 第１０福寿会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 15 

6月 28日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 12 

6月 29日 蔵の会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 7 

6月 27日 丹波青少年本部（丹波市） 園内見学 10 

6月 28日 第１０福寿会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 15 

6月 28日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 12 

6月 29日 蔵の会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 7 

6月 27日 丹波青少年本部（丹波市） 園内見学 10 

6月 28日 第１０福寿会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 15 

6月 28日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 12 

6月 29日 蔵の会 GG（篠山市） グラウンドゴルフ 7 

7月 1日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 2 

7月 1日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 10 

7月 4日 絵手紙教室(篠山市） 絵手紙教室 7 

7月 5日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

7月 5日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 8 

7月 5日 学校厚生会(篠山市） 寄せ植えの勉強会 21 

7月 7日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 7 

7月 7日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 2 

7月 11日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 6 

7月 12日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

7月 14日 にしき会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 11 

7月 14日 丹波花くらぶ(丹波市） 花緑の勉強会 27 
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  月 日           団体名                 活動内容        参加者数 

7月 17日 プリラボＴao(篠山市） プリザーブドフラワーアレンジメント 5 

7月 19日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 15 

7月 19日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

7月 19日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

7月 21日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 5 

7月 23日 県身障者スポーツ協議会(篠山市） グラウンドゴルフ 10 

7月 23日 味間おやじの会(篠山市） 野外活動 22 

7月 24日 歯科衛生士会(篠山市） 勉強会 7 

7月 26日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

7月 27日 ユニバ篠山チャレンジＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 22 

7月 28日 にしき会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

7月 28日 丹波花くらぶ(丹波市） 花緑の勉強会 12 

7月 28日 花緑いっぱい運動推進員(明石市） 花緑の勉強会 20 

7月 29日 長坂中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 12 

8月 1日 絵手紙教室(篠山市） 絵手紙教室 5 

8月 1日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 3 

8月 2日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

8月 2日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 7 

8月 4日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 6 

8月 5日 長坂中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 11 

8月 6日 プリラボＴao（篠山市） プリザーブドフラワーアレンジメント 3 

8月 6日 丹南中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 7 

8月 7日 小杉様(篠山市） 子供の足計測 12 

8月 8日 関西大学（大阪府） 散策 20 

8月 8日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 6 

8月 9日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

8月 9日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 9 

8月 16日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

8月 19日 長坂中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 16 

8月 19日 けやき台中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 24 

8月 20日 内藤様(篠山市） キッズライダー 21 

8月 22日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 2 

8月 22日 山南中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 15 

8月 23日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 5 
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  月 日           団体名                 活動内容        参加者数 

8月 23日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 11 

8月 24日 ユニバ篠山チャレンジＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 25 

8月 25日 にしき会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 16 

8月 25日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 6 

8月 26日 市島中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 10 

8月 29日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

8月 29日 丹波の森花くらぶ(丹波市） 花緑の勉強会 11 

8月 30日 第１８福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

8月 30日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

8月 31日 河南様(篠山市） ミーティング 5 

8月 31日 長坂中学校陸上部(三田市） グラウンドゴルフ 12 

9月 1日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

9月 3日 篠山東中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 21 

9月 3日 丹南中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 9 

9月 5日 絵手紙教室(篠山市） 絵手紙教室 7 

9月 5日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 5 

9月 6日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

9月 6日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

9月 8日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 2 

9月 9日 丹波の森花くらぶ(丹波市） 花緑の勉強会 22 

9月 10日 けやき台中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 18 

9月 10日 春日中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 16 

9月 10日 市島中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 18 

9月 10日 藍中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 15 

9月 10日 八景中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 20 

9月 12日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 6 

9月 12日 篠山東中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 27 

9月 12日 上野台中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 28 

9月 12日 長坂中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 25 

9月 13日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

9月 15日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 6 

9月 15日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 2 

9月 15日 プリラボＴａｏ(篠山市） プリザーブドフラワーアレンジメント 6 

9月 16日 三田学園陸上部(三田市） 陸上部練習 22 
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  月 日           団体名                 活動内容        参加者数 

9月 16日 プリラボＴａｏ(篠山市） プリザーブドフラワーアレンジメント 3 

9月 17日 篠山東中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 16 

9月 19日 長坂中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 10 

9月 19日 ゆりのき台中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 6 

9月 22日 山南中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 13 

9月 22日 藍中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 6 

9月 22日 ゆりのき台中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 7 

9月 23日 篠山東中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 17 

9月 24日 氷上中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 35 

9月 26日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

9月 27日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 16 

9月 27日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

9月 28日 丹波の森花くらぶ(丹波市） 花緑の勉強会 11 

9月 29日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

9月 30日 市島中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 13 

10月 4日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 13 

10月 5日 西紀南幼稚園(篠山市） 遠足 57 

10月 5日 大山幼稚園(篠山市） 遠足 27 

10月 6日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 6 

10月 6日 結の会(篠山市） 日本舞踊の練習 4 

10月 8日 ゆりのき台中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 6 

10月 9日 青垣中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 18 

10月 9日 篠山中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 23 

10月 9日 篠山東中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 23 

10月 9日 丹南中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 20 

10月 9日 長坂中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 20 

10月 10日 藍中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 10 

10月 10日 長坂中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 20 

10月 10日 春日中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 30 

10月 10日 山南中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 16 

10月 10日 篠山東中学校陸上部（篠山市） 陸上部練習 16 

10月 10日 丹南中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 10 

10月 10日 篠山中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 10 

10月 10日 青垣中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 10 
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  月 日           団体名                 活動内容        参加者数 

10月 11日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 10 

10月 11日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

10月 12日 住友ゴム工業 植樹活動準備 2 

10月 13日 にしき会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 10 

10月 13日 たまみず幼稚園(篠山市） 遠足 21 

10月 15日 キッズライダー(篠山市） ストライダー練習 20 

10月 15日 八景中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 25 

10月 15日 けやき台中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 16 

10月 15日 長坂中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 20 

10月 15日 富士中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 21 

10月 15日 篠山中学校陸上部 陸上部練習 26 

10月 15日 篠山東中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 15 

10月 15日 丹南中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 16 

10月 16日 山崎健康ヨガ(篠山市） ヨガ教室 14 

10月 16日 氷上中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 25 

10月 16日 市島中学校陸上部(丹波市） 陸上部練習 18 

10月 16日 狭間中学校陸上部 陸上部練習 24 

10月 17日 ゆりのき台中学校陸上部（三田市） 陸上部練習 6 

10月 16日 長坂中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 14 

10月 17日 ゆりのき台中学校陸上部（三田市） 陸上部練習 6 

10月 17日 今田保育園(篠山市） 遠足 16 

10月 18日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

10月 18日 住友ゴム工業（丹波市） 植樹活動準備 7 

10月 18日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

10月 18日 丹南中学校他（篠山市） 駅伝準備 15 

10月 19日 丹波市篠山市中学校駅伝競走大会 駅伝大会 319 

10月 20日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 5 

10月 20日 プリラボＴao(篠山市） プリザーブドフラワー教室 6 

10月 21日 富山こども園(篠山） 遠足 36 

10月 21日 三田学園陸上部(三田市） 陸上部練習 12 

10月 22日 八景中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 66 

10月 22日 けやき台中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 20 

10月 22日 丹南中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 10 

10月 22日 篠山東中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 15 

101



  月 日           団体名                 活動内容        参加者数 

10月 22日 富士中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 23 

10月 22日 ゆりのき台中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 6 

10月 22日 長坂中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 10 

10月 22日 藍中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 5 

10月 23日 青少年健全育成推進協会(篠山市） ウォーキングイベント 46 

10月 23日 長坂中学校陸上部(三田市） 陸上部練習 10 

10月 24日 富山保育園(篠山市） 遠足 50 

10月 24日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 6 

10月 24日 ゑみの会(篠山市） 絵手紙教室 2 

10月 25日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 10 

10月 25日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

10月 26日 丹有地区中学校駅伝競走大会 駅伝大会 499 

10月 27日 成晃ひかり保育園(神戸市） 遠足 31 

10月 27日 にしき会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

10月 31日 岡野こども園(篠山市） 遠足 27 

11月 1日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

11月 1日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

11月 2日 城南幼稚園(篠山市） 遠足 52 

11月 7日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

11月 7日 絵手紙サークル(篠山市） 絵手紙教室 5 

11月 7日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 10 

11月 8日 オーガニックスペースＫＵＮＫＵＮ(篠山市） 勉強会 26 

11月 8日 第１０福寿会ＧＧ グラウンドゴルフ 12 

11月 8日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

11月 9日 チャレンジゴルフ(篠山市） グラウンドゴルフ 7 

11月 10日 にしき会ＧＧ（篠山市） グラウンドゴルフ 12 

11月 10日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 3 

11月 11日 富山こども園 遠足 22 

11月 11日 緑化クラブ(神戸市） 県民バス 41 

11月 12日 篠山市婦人共励会 県民バス 22 

11月 12日 学校厚生会(篠山市） 親子での自然観察会 30 

11月 12日 丹南中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 15 

11月 14日 NPOママの働き方応援隊 子育ての勉強会 10 

11月 14日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 8 
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  月 日           団体名                 活動内容        参加者数          

11月 15日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 11 

11月 16日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

11月 17日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

11月 18日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

11月 21日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 5 

11月 22日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 2 

11月 22日 プリラボ TAO プリザーブドフラワー教室 5 

11月 22日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 8 

11月 22日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 10 

11月 24日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 7 

11月 24日 あそびの先生 子育て勉強会 10 

11月 24日 にしき会ＧＧ（篠山市） グラウンドゴルフ 15 

11月 28日 花と緑のパトロール 花と緑の勉強会 16 

11月 29日 第１０福寿会ＧＧ（篠山市） グラウンドゴルフ 12 

12月 1日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 10 

12月 1日 丹波花クラブ 花と緑の勉強会 17 

12月 4日 プリラボ TAO（篠山市） プリザーブドフラワー教室 5 

12月 5日 新婦人の会(篠山市） 絵手紙教室 7 

12月 5日 蔵の会ＧＧ（篠山市） グラウンドゴルフ 10 

12月 5日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

12月 6日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 18 

12月 6日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 13 

12月 8日 にしき会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 11 

12月 10日 篠山東中学校陸上部 陸上部練習 24 

12月 10日 兵庫オリエンテーリング協会 オリエンテーリング準備 4 

12月 12日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 7 

12月 13日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 13 

12月 15日 あそびの先生 子育ての勉強会 10 

12月 15日 蔵の会ＧＧ（篠山市） グラウンドゴルフ 8 

12月 15日 プリラボ TAO（篠山市） プリザーブドフラワー教室 3 

12月 17日 篠山市内中学校 陸上部練習 37 

12月 17日 プリラボ TAO（篠山市） プリザーブドフラワー教室 3 

12月 19日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 6 

12月 20日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 10 
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  月 日           団体名                 活動内容        参加者数 

12月 22日 結の会（篠山市） 日本舞踊の稽古 3 

1月 9日 絵手紙サークル 絵手紙教室 10 

1月 10日 篠山市高齢者大学（篠山市） ウォーキング 15 

1月 10日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 9 

1月 11日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

1月 12日 あそびの先生 子育て活動 6 

1月 14日 味間のまちを歩こう会 ウォーキング 80 

1月 19日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

1月 23日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

1月 24日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 8 

1月 28日 生涯学習応援隊(篠山市） 生涯学習支援 10 

1月 31日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 10 

2月 2日 丹波の森花くらぶ(丹波市） 勉強会 11 

2月 2日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

2月 6日 新婦人の会(篠山市） 絵手紙教室 12 

2月 6日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

2月 7日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 9 

2月 9日 学校厚生会丹波支部 自然体験活動 25 

2月 10日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

2月 13日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 5 

2月 13日 プリラボ TAO 
プリザーブドフラワーアレンジメ

ント 
3 

2月 14日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 10 

2月 15日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

2月 18日 丹南中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 8 

2月 20日 結の会（篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

2月 21日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 7 

2月 22日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

2月 24日 プリラボ TAO 
プリザーブドフラワーアレンジメ

ント 
2 

2月 24日 第１０福寿会ＧＧ グラウンドゴルフ 9 

2月 27日 結の会（篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

2月 28日 高齢者大学（篠山市） ノルディックウォーキング 15 

2月 28日 丹波彫刻会（丹波市） 彫刻教室 12 

2月 28日 第１０福寿会ＧＧ（篠山市） グラウンドゴルフ 16 
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  月 日           団体名                 活動内容        参加者数 

3月 2日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 6 

3月 4日 丹南中学校陸上部(篠山市） 陸上部練習 7 

3月 6日 新婦人の会(篠山市） 絵手紙教室 6 

3月 6日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 10 

3月 6日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

3月 7日 第１０福寿会ＧＧ グラウンドゴルフ 12 

3月 7日 丹波彫刻会 彫刻教室 11 

3月 9日 にし木会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 8 

3月 13日 蔵の会ＧＧ（篠山市） グラウンドゴルフ 7 

3月 13日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

3月 14日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 12 

3月 14日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

3月 15日 プリラボ TAO（篠山市） 
プリザーブドフラワーアレンジメ

ント 
3 

3月 16日 富山こども園 遠足 26 

3月 16日 丹波の森花くらぶ(丹波市） 勉強会 13 

3月 17日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 

3月 21日 結の会、西古佐(篠山市） 日本舞踊の稽古 19 

3月 21日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

3月 23日 にしき会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 8 

3月 23日 丹波の森花くらぶ(丹波市） 勉強会 26 

3月 25日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 30 

3月 27日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 7 

3月 28日 第１０福寿会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 10 

3月 28日 丹波彫刻会(丹波市） 彫刻教室 12 

3月 30日 蔵の会ＧＧ(篠山市） グラウンドゴルフ 8 

3月 30日 結の会(篠山市） 日本舞踊の稽古 4 
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丹波並木道中央公園森の円卓会議開催状況 
 

森の円卓会議開催状況 
 

区    分 開 催 日 開 催 地 出席者数 協    議    事    項 

 

第 １ 回 

 

平成２８年 

７月２６日 

 

丹波並木道中

央公園管理事

務所会議室 

  

２１名 

 

･平成２８年度の公園の取組みについて（計画） 

・第５回丹波なみきみちまつり 2016について（計画） 

 

第 ２ 回 

 

平成２９年 

１月２７日 

 

丹波並木道中

央公園管理事

務所会議室 

  

１９名 

 

・平成２８年度の公園の取組みについて（報告） 

・平成２９年度の公園の取組みについて（計画） 

・公園開園 10周年の取組について（計画） 
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丹波並木道中央公園 森の円卓会議名簿 
 

                       平成２９年３月３１日 
 

 氏 名 職 名 ・ 所 属 等     

委員長 中瀬 勲 兵庫県立人と自然の博物館 館長/丹波の森公苑 公苑長 

副委員長 浅倉 陽子 元おさん茂兵衛 DEたんば実行委員会 事務局長 

副委員長 杉尾 吉弘 株式会社 夢こんだ社長 

委員 斉藤 邦彦 大山郷づくり協議会 会長 

委員 谷後 幸一 味間地区まちづくり協議会 会長  

委員 團野 廣美 大山下自治会会長 

委員 森 正樹 西古佐自治会会長 

委員 足立 輝文 木工サポーター 

委員 谷口 次男 篠山自然の会 副代表 

委員 池田 忠広 兵庫県立人と自然の博物館 

委員 多田 幸雄 （公財）兵庫県園芸・公園協会 総務部長 

委員 森田 学 （公財）兵庫丹波の森協会 常務理事 

委員 土性 里花 住民代表 

オブザーバー 橋本 功 協同組合 丹波林産振興センター理事長 

オブザーバー 畑 寿瓢 篠山左官技術研究会 会長 

行政 安井 誠一郎 兵庫県 県土整備部 まちづくり局 公園緑地課 

行政 植田 繁仁 兵庫県 丹波県民局 丹波土木事務所 公園砂防課 

行政 井上 隆 兵庫県 丹波県民局 丹波土木事務所 管理課 

行政 村上 由樹 篠山市 教育委員会 社会教育文化財課 
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施設の概要・沿革 

丹波並木道中央公園について 

１ 概要 

  丹波並木道中央公園は、「丹波の森構想」に基づく広域レクリエーション、都市と農村の交流及び地域活

性化の拠点となる丹波地域初の広域公園です。 

  本公園を「丹波の夢ビジョン」で示されている「いのち（自然）、ひと（人間）、なりわい（産業）」の 3

つの「環」を育む拠点として、県民の参画と協働によって、魅力的な森の空間を体感していただける公園で

す。 

  

■所在地：兵庫県篠山市西古佐・大山下 

  ■開園面積 70.9ha 

  ■開園年月 平成 19年 10月 14日 

  ■種別   広域公園 

  ■休業日  12月 29日～1月 3日 

 ■主な施設 

名      称 内               容 

公 園 管 理 棟 事務所、会議室、トイレ（木造平屋建 279㎡） 

か や ぶ き 民 家 畳部屋、かまど、トイレ（木造平屋建 242㎡） 

森 林 活 動 セ ン タ ー 森林活動拠点（木造平屋建 374㎡） 
駐 車 場 普通乗用車 110台、バス 5台、臨時駐車場 80台 

広 場 芝生広場（4200㎡）、森の広場（9,400㎡）、お花見広場（1900㎡）、朝市

広場（1200㎡） 
棚 田 棚田（2200㎡）、あおぞら広場（2500㎡） 
育 成 展 示 林 生産林（5.1ha）、景観林（1.8ha）、活動林（2.6ha）、 

植 栽 地 等 高木 約 1000本、中低木 約 7200本 

ト イ レ ・ 休 憩 所 トイレ 4棟、東屋 7棟、展望テラス 1基、パーゴラ 2基 

調 整 池 調整池 3箇所、ため池 1箇所 

倉 庫 木造平屋建 30㎡ 
遊 具 等 遊具 1基、木製散歩道 77m 

森 の 聖 域 ゾ ー ン 21.4ha 

 

２ 沿 革 

・平成 19年 10月 14日 公園開園 

・平成 24年 10月 15日 公園開園 5周年 
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組織と職員 

（１）組織体系        

 

 

 

 

                                      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）業務分担表（兵庫丹波の森協会所属スタッフのみ） 

役職 氏     名 担当業務内容 

統括責任者（所長） 堀毛 宏章 

・公園管理業務の統括及び各業務の総合調整 

・安全管理の総括 

・森の円卓会議の開催、運営企画 

運営管理マネージャー 塩山 沙弥香 

・統括責任者の代行、補佐 

・住民参画の協働の実務 

・広報発行、イベントの企画 

・森の円卓会議の開催、運営企画 

広報・連携コーディネーター 時本 美重 

・住民の参画と協働のサポート 

・イベントの企画、各種調整 

・広報紙の企画・編集、情報発信 

里山・木工コーディネーター 門上 保雄 

・森林活動センターの各種プログラムの企画、開催、

運営 

・参画と協働のサポ―ト、各種調整 

事務・受付スタッフ 溝端 季子 

・事務処理業務、会計業務 

・受付業務、苦情処理、利用者調整、利用者対応等、 

・イベント運営補助 

森の円卓会議 

丹波並木道中央公園管理事務所 事務・受付スタッフ 

事務・受付タッフ 

広報・連携コーディネーター 

里山・木工コーディネーター 

 
木工技術スタッフ 

統括責任者（所長） 

 運営管理マネージャー 

維持管理マネージャー 

・協議会活動の全面的支援 

・運営方法を協議、調整 

地域団体・施設等 

連携・協力 

連携・協力 

維持管理スタッフ 

維持管理スタッフ 

 
維持管理スタッフ 

 
維持管理スタッフ 

 
清掃スタッフ 

清掃スタッフ 
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事務・受付スタッフ 花川 恭子 

・事務処理業務、会計業務 

・受付業務、苦情処理、利用者調整、利用者対応等、 

・イベント運営補助 

木工技術スタッフ 足立 繁信 

・森林活動センターの各種プログラムの実施、運営

補助 

・森林活動センターの維持管理作業 

・利用者対応、苦情受付 
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丹波の森公苑

■開園時間  午前9時～午後10時まで　

■休 園 日　月曜日（祝日の場合はその翌日）
　　　　　  12月31日から1月1日まで
       　　（ただし、アトリエの継続利用については
　　　　　　月曜日も利用可）

■アクセス　◇自動車利用
　　　　　　・舞鶴若狭自動車道「丹南篠山口IC」から、
　　　　　　　国道176号を福知山方面へ25分
　
　　　　　　・舞鶴若狭自動車道「春日IC」から、
　　　　　　　国道175号・176号を柏原方面へ20分

　　　　　　・北近畿豊岡自動車道「氷上IC」から、
　　　　　　　柏原青垣線、国道176号を篠山方面へ15分

　　　　　　・中国自動車道「滝野社IC」から、
　　　　　　　国道175号を福知山方面へ45分

　　　　　　◇JR利用
　　　　　　・JR福知山線「柏原駅」下車、徒歩15分

丹波年輪の里

■開園時間  午前9時～午後9時まで　

■休 園 日　月曜日（祝日の場合はその翌日）
　　　　　  12月31日から1月1日まで

■アクセス　◇自動車利用
　　　　　　・舞鶴若狭自動車道「丹南篠山口IC」から、
　　　　　　　国道176号を福知山方面へ30分
　
　　　　　　・舞鶴若狭自動車道「春日IC」から、
　　　　　　　国道175号・176号を柏原方面へ15分

　　　　　　・北近畿豊岡自動車道「氷上IC」から、
　　　　　　　柏原青垣線、国道176号を篠山方面へ5分

　　　　　　・中国自動車道「滝野社IC」から、
　　　　　　　国道175号を福知山方面へ40分

　　　　　　◇JR利用
　　　　　　・JR福知山線「柏原駅」下車、車で約5分

利用案内
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ささやまの森公園

■開園時間  午前9時～午後5時まで　

■休 園 日　月曜日（祝日の場合はその翌日）
　　　　　　12月29日から1月3日まで

■入園料・駐車料　無料

■アクセス
　
  ◇自動車利用
　  ・舞鶴若狭自動車道「丹南篠山口IC」から、
　　　国道372号を亀岡方面へ30分
　
　　・京都縦貫自動車道「亀岡IC」から、
　　  国道372号を篠山方面へ40分

丹波並木道中央公園

■開園時間   駐車場利用時間　午前8時～午後5時30分まで

■休 園 日   12月29日から1月3日まで

■入園料・駐車料　無料

■アクセス　

  ◇自動車利用
　　・舞鶴若狭自動車道「丹南篠山口ＩＣ」から、
      国道175号を福知山方面へ10分

　　・北近畿豊岡自動車道「氷上ＩＣ」から、
      柏原青垣線、国道176号を篠山方面へ30分

　　・中国自動車道「神戸三田ＩＣ」から、
      国道176号を福知山方面へ30分
　
　◇JR利用
　　・ＪＲ福知山線「丹波大山駅」下車、徒歩10分
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