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―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１ <森林インストラクター資格試験> 資格試験及び養成講習の日程等のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 平成 31 年度の森林インストラクター資格試験及び養成講習の日程等につきましては、

当協会のホームページ（http://www.shinrinreku）などで公表しています。 

 その概要は次のとおりです。詳細につきましては、当協会の森林インストラクター係

（TEL:03-5840-7471）までお問い合わせください。 

 

【資格試験】 

 ◇受験申込みの受付期間  平成 31年 6月 1日（土）～7月 31日（水） 

 ◇一次試験 （実施日）  平成 31年 9月 29日（日） 

       （場 所）  札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、高知市、福岡市 

 ◇二次試験 （実施日）  平成 31年 11月 23日（土）、24日（日） 

       （場 所）  東京都 

 ◇合格者の発表      平成 31年 12月下旬 

 ◇受験料         18,000円 

http://www.shinrinreku.jp/feenet/index.html
http://www.shinrinreku.jp/feenet/php4/mlbk/index.php
http://www.shinrinreku.jp/feenet/einfo/
http://www.shinrinreku.jp/


 

【養成講習】 

 養成講習（任意）は、「森林」、「林業」、「森林内の野外活動」及び「安全及び教育」の

全 4科目を分割して実施する「講習Ⅰ」と、全 4科目を連続して実施する「講習Ⅱ」があ

ります。 

 両講習とも内容は同じで、講習会場はいずれも東京都です。 

●講習１ 

 ◇講習申込みの受付期間  平成 31年 4月 1日（月）～30日（火） 

 ◇講習期間 

  森林（A コース）    平成 31年 5月 11日（土）～13日（月） 

    講習料  19,000円（10,000円） 

  森林内の野外活動・安全及び教育（B コース）  平成 31 年 5 月 25 日（土）～27 日

（月） 

    講習料  19,000円（10,000円） 

  林業（C コース）    平成 31年 6月 15日（土）～16日（日） 

    講習料  14,000円（8,000円） 

●講習２ 

 ◇講習申込みの受付期間  平成 31年 6月 1日（土）～7月 31日（水） 

 ◇講習期間  全 4科目  平成 31年 8月 10日（土）～17日（土） 

    講習料 52,000 円（28,000円） 

 定員  講習１、講習 2 ともに 100名 

 （注）講習料の（  ）内は学割料金 

 

※実施要領「ご案内」の配布は、平成 31年 3月下旬から行います。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２ <林野庁プレスリリースから> 国連生物多様性の 10年「グリーンウェイブ 2019」の実

施について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

農林水産省、国土交通省、環境省及び国連生物多様性の 10 年日本委員会

（UNDB-J）は、生物多様性に関する理解が社会に浸透するように、植樹等をきっかけ

とした生物多様性の広報、教育、普及啓発を推進するため、3 月 1 日から 6月 15 日ま

での期間に、国内の各地域で植樹等を行う国連生物多様性の 10 年「グリーンウェイブ

2019」への参加と協力を広く呼び掛けます。 

また、2020年に向けて取組を強化するために、昨年に引き続き「グリーンウェイブ」オ

フィシャル・パートナーの任命を実施します。多くの皆様方の参加をお待ちしています。 

 

 詳細は、次の URL の WEB をご覧ください。 

URL：www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/190226.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

３ <コラム> 森林環境教育の現場から(１４４)   

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 



北海道名寄市の保育所の子どもたちと雪遊びをしました。最初は緩やかな斜面での

ソリ遊び、緩やかでもそれなりのスピードがでて子どもたちの歓声が響きます。なかで

も 6人乗りの大型ソリは迫力満点！恐怖の連帯感が生まれるみたいです！その後、少

し急な斜面に移動、「怖い人は止めようね！」と声をかけましたが、後ろを見ると全員に

こにこ顔で移動しています！途中のキツネやウサギの足跡の観察も上の空？関心は

あるけど「今はソリでしょう！」と眼で訴えています！急な斜面のソリは更に迫力が増し

ます・・・カーブが曲がれずに雪溜まりに飛び込んだり、ソリが衝突したり、注意していな

くては危ない場面もありました。しかし、１年の半分は雪景色の地域に住む子どもたち

には最高の楽しみは雪遊びなのでしょうね！「来月は森のようちえんだよ！」と話をした

ら「えっ！またソリ遊びするの？」と返事が返ってきました！ 

（森林インストラクター  柳原 高文） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

４ <図書紹介> ◆神戸・六甲山の草花ハンドブック（春－初夏編） 

            京阪神で見られる草花３３１種 

            清水孝之 撮影・箸   ほおずき書籍 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

神戸市と六甲山地に生育する主要な草花を収載した初心者でも使いやすいポケット

図鑑。夏−秋編の姉妹編。新分類 APG体系を採用。 

（新書版  ３８１頁  定価２，７００円（税込み）） 

 

目次 

１ 植物用語の説明 

２ 六甲山とは 

３ 神戸・六甲山の草花の四季 

４ 神戸・六甲山の草花《図鑑編》 

５ 神戸・六甲山の草花トレッキングコース 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

５ <森林・林業白書から> 森林組合が中心となって農泊を推進 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

岐阜県中津川市加子母（旧加子母村）は、面積の約 93％を山林が占める林業や

農業産業の地域であり、 散発的に「林業体験」、「農作物の収穫体験」、「歌舞伎小屋

を活かした観光」等のツアーが実施されてきた。 このような中、同地域では、農林水産

省の「農山漁村振興交付金（農泊推進対策）」を活用し、地域が一丸となって、「農泊」

をビジネスとして実施できる体制の整備に取り組むこととなった。 加子母森林組合が

中心となり、中津川市、観光協会、旅行会社、農林業関係団体の協力を得て、マーケ

ティングに基づく体験プログラムの開発や宿泊施設の整備等を行い、プロモーションの

強化によってインバウンドを含む観光客の増加を目指すこととしている。 

（平成２９年度森林・林業白書 事例から） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

６ <樹をとりまくはなし>（２４） 



―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

韓国のスタッフに「講座期間中、トトリ（どんぐり）料理と納豆鍋を食べてみたい」と伝

えていたのだが、予想以上に食べる場所を考えてくれていて、かなりのグルメ旅になっ

た。韓国スタッフにとって一番おいしいと評判だった納豆鍋の店は、私の講座の合間に

急いで食べたので、緊張と興奮であまり味がわからず、さかんに「どうだった？おいし

かったか？」と聞かれたが、終わってから食べたかったなあ。 

どんぐり料理専門店というのにもつれて行ってもらい、入口が銭湯のような店で、ま

ったく期待していなかった。「どんぐり」だしね。ところが、うまかったのだ。特にトトリのチ

ヂミが最高だ。どんぐりの粉の麺などいろいろ出てきたが、みんなうまい。どんぐりの種

類は聞いてもわからなかったが、地元でも人気店のようだ。銭湯のような内装なのに、

ファミリーで混んでいる。マッコリも地酒だったようで、とてもおいしかった。 

（森林インストラクター 岩谷 美苗） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

７ <イベント情報> 

◆山梨で 1泊 2日の援農体験 

◆森づくり体験「安曇野 森林の楽校 2019春」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◆ 山梨で 1泊 2日の援農体験 

  4月 27日（土）～28日（日）  1泊 2日 

  認定特定非営利活動法人 JUON NETWORK（樹恩ネットワーク） 

http://blog.canpan.info/juon/archive/504 

 

◆ 森づくり体験「安曇野 森林の楽校 2019春」 

    5月 25日（土）～26日（日） 

    認定特定非営利活動法人 JUON NETWORK（樹恩ネットワーク） 

http://blog.canpan.info/juon/archive/503 

 

※本ネットワークの「イベント情報」（http://www.shinrinreku.jp/feenet/einfo/）にご登録 

いただいたイベントや事務局にご連絡いただいた情報等の中から紹介します。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

☆ 事務局から 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

図書紹介のコーナーで紹介した本の著者の清水孝之氏は、兵庫県在住の森林イン

ストラクターです。「神戸・六甲山の樹木ハンドブック」には、紹介した「春～初夏編」の

ほか、シリーズとして「夏～秋編」及び「増補改訂版」が同様にほおずき書籍から出版さ

れています。 

昨日送信したメルマガは、サーバーとの不具合で文字化けを起こしてしまいました。

皆様に大変ご迷惑をおかけいたしました。お詫び申し上げます。（K） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

☆☆☆ご投稿等は E-mail：feenet_info@shinrinreku.jp までお寄せください。 
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