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◆松くい虫 (マツノサ
・
イセンチュウ)抵抗性アカマツ

林地における抵抗性実証実験について

森llセンターでは ■くい虫 (マツノザイセンチュウ)抵 抗世アカマツの林11にお曰るJ氏九

口を実.TJる ため 平成4年 度から栗戻市脱晉予J也先で試験lL(金 勝生産示林lB合所有林)を

設定し 調査をイ|つてしヽます

本年 1月 20曰 に言Π査を行い 調亘結果は次のとおつてした.
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現在林齢国 9年 生て  ]haあ たつの●t立本数は 1650本 です アカマツ人■林としては

行に問題IJく成長をしていますか 平LI桐高 し拘 ]]mに 丘 しており 松くt虫 加害の可ir性

も今後高くなることから 継続して調査を行つていく予定です ■t 井)



◆平成21年度「森づくり県民講座」の概要

入P相  生杉
'ナ

原生林詞 ・3(6 14)

入円編 1間飾 険 (6 28)

県民の皆IIによる 鴨 民陥働の森林づくりJ

を進めるための人桐育成を目的として 平成

19年 度から 季林センターでは 「::百湖森

林づくり県民lllJを活用して 「傘づくり県民

計座」を実施しています ここでは 平成

21年 度の取り組みを紹介させていたl_きま

す。平成 21年 度におt'ては 入,3縞 2回

中級編 0回  上級幅 ]回 の計6回 て冥施しま

した.

入門編では 示に親しんでいただくために

6月 14口 に高月市朽木生杉のブナの原生林

を訪れ 朽本いきものふllあいの里賠長の青

木黎氏にブナやミズナラなど c・まざまな|●

木の特徴を説明いたださ 参力]名の営根は

初夏の本を楽しんでおらllました.

6月 28曰 には 苺林ボランテイアの活jll

を始められるキ備として 蜂やマムシ彼普に

対する注意事項の肛再と問伐 桐木ウォチン

グなどの体験をしていただきました。問ltで

|ま「生まれて初めて本を,メ してみで ヒノ

キの皮がl_7摯に剥けることや木肌がみすみす

しく滑らかで良い香りがすること1に 多くの

方が感激されていました

中級編では 里山で実:場できる知識や技Ji

を習得していただくための謁iを 行いました

9月 13曰 には チェーンソーや刈りJムい

機の事故を未然に防ぐために 「林業祇楓の,

全な使い方と整備方法Jに ついて 普及JI導

協力員の前田正治氏に読式と実技をお願いし

ました この内容につきましては 安全のた

めに日年実施したt とヽ思います.

春づくつの活動を通じて森を楽しんでいた

だこうと 9月 2フ 日には みIJくち子ども

の森の構山明子氏に 「野生きのこの採取と同

定Jを  ]]月 8日 には■□中学I●講師の小

西民人氏に 「里山のル,木の見分け方Jま た

普及指導協力_~の入江消次氏に 「オイル缶を

利用した炭焼きJを それぞれこJ旨導いたださ

大変好評れ たヽださました

中級編 チェーンソーの整備 (9 13)



上|・編は フ月26日 に示づくりのリーダ

ーを責成するため 森林総合1汗究所閲西支所

の大住売時氏に「里山に入る前に考えることJ

と題して 里山林の歴史や健全に育成する方

策などを幅[い 視野から譴演tlただくととも

に 県麟員が 「琵昔湖森林づくり条例Jな ど

県の季づくりの考え方や補助制度 また 森

林センターで貸し出しているヘルメットやナ

タ ノコギリ チッパーなどの機器の説明を

行いました.

示林整備を進め資源を活用することは 1し

If温鵬化対策に貢献するとともに 飛林や農

↑物に被害をしたらすニホンツカなどの野生

動物と人との檀み分けを明碇にし 祖害減少

にもつなかつます.

さらに多くの,,1民の旨様に森林の応

"団

に

なっていただくために 来年度も請座を計画

しています 第 ]□目は5月 に県内最高峰の

伊l・山を訪ね伺木やお花畑の値生観察を予定

してtlますので 多くの方のこ参加をお待ち

していきす.

なお 県民:朽座の年間スケジユールにつき

ましては 森llセンターのホームページに4

月以降登11する予定をしていますので こ覧

くださいますよう お願tlし訳す。(和 田〉

中級編 オイル缶を利用 した炭焼き
(11 3)

◆琵琶湖博物館における「里山体験教室」
毘と湖時物館でま 「里山体験教室Jを年4回 実施しています。こちらは「素づくつ県民講座J

とは迎や対象も少し違います 目的は ありな、れた日然 (里10が  すぐ側にあることに気づ

いてもらうこと.さ らにはそのつきあい方を探してもらうことです。そのために 四手を通じ

て 里山に入ることで 手師の移ろいに気づいたり 里山から続き広がる川や湖 マチや田畑

という空間に気づいたりしてもらえるよう 参加者のカラダやアタマ ヨ]□ を言うお手伝い

をしてしヽます

中級編 野生 きのこの同定 (9 27)



つまり対象は 里山とのつきあい方をすで

に見出した人ではIJく これから探す人 深

している人です IJので スらllている方も

小さいお子様辿れのこ家族や年11のこ夫婦な

どが中,いです

かつて日常の中に里山や森が組み込まllて

し,ヒように 現代においても それぞllの方

か曰分IJりに日常の中に里山やllの 新|_な

lBみ込み方を見つけ 実ltしていくことを支

援しています ひいては そlnが し、のぅJ

を感じる生き方の学びの場となるのだと確イ|し そのような場とな7.・よう心かけています.

というわけで :じと湖寺物館では 以下のようIJ呼め すヽをしてtlます.

「あなたも 型山の四手に11れてみませんか 里」13人とともに歩んできた人里を取り彗く曰

然です.望山体験教屋では 四手折々の里山の魅力を感じ 里山そ体験する機会を提l■してい

ます.あ なたの里山デビューをお持ちしていまつ J (西 村)

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

2年 (2010年 )

2年 (2010年 )

2年 (2010年 )

2年 (2010年 )

2年 (2010年 )

2年 (2010年 )

◆平成22年 度森づくり県民講座

平成 22年 度森づくり県民講座(年6回 )

次の日程で行われる予定です

〈入門編)「伊吹山の植生観察と散策」

平成2

〈入門編)平成2

(■級編)平成2

(中級編)平成2

(中級編)平成2

(中級編)平成2
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