
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年４⽉ 19 ⽇ 

森 林 塾 ⻘ ⽔ 

 

森林塾⻘⽔ 

第１３回定期総会 

 

１．⽇ 時 2014 年４⽉ 19 ⽇（⼟曜⽇） 

       13 時 30 分〜１4 時 30 分 

 

２．場 所 環境パートナーシップ・セミナースペース 

 

３．議 題 第１号議案 2013 年度事業報告及び事業収⽀ 

       第２号議案 2014 年度事業計画及び事業収⽀予算案 

       第 3 号議案 会員制度の改定ならびにそれに伴う会則の変更 

第４号議案 2014 年度役員選任 
 
 



第１号議案 ； ２０１３年度事業報告および会計収支 

１．２０１３年度事業報告  

 

２０１３年度・活動実績の振り返り 

 
4 月 ・第 12 回定期総会＆セミナー「利根川支流に生きる湿地の絶滅危惧種」（小幡和男） 

・のらえもん自然塾／コラボ合宿～青木沢峠＆上ノ原散策、古民家見学、など 

5 月 ・麗澤中「樹木観察会」（柏キャンパス）  

・「一般参加歓迎プログラム」①～野焼きに替えて自然観察会、防火帯切り、など 

    ・古民家整備活動の志援 

6 月 ・「一般参加歓迎プログラム」②～青木沢峠の整備（落ち葉掻き）、上ノ原観察会 

    ・全国草原再生ネットワーク第 7 回定期総会に参加 

 

7 月 ・麗澤中「奥利根フイールドワーク」の受け入れ 

       ・赤紫蘇ジュースづくり①（のらえもんコラボ活動）と古民家整備活動の志援 

    ・「東京学習会」2013①『利根川の湖沼に学ぶ～茨城県自然博物館』開催みなかみ 

    ・「一般参加歓迎プログラム」③～草原の昆虫調べ、防火帯整備（青刈り）、など 

8 月 ・赤紫蘇ジュースづくり②（のらえもんコラボ活動）→地元と協働、96 ㍑完成！ 

    ・防火帯切り（青刈り） 

    ・BPA 主催「サンセットクルージング」に会員・会友が参加（２４名） 

･ 諏訪神社例大祭ならびに第 18 回「藤原区民祭り」に協賛・ 

９ 月 ･「一般参加歓迎プログラム」④～ミズナラ林の整備と生き物調べ、野点、など 

                   ～エクスカーション（中之条） 

                 

10 月 ・「一般参加歓迎プルグラム」⑤～台風のため 1 週間順延 

11 月 ・「一般参加歓迎プログラム」⑤～茅刈り講習会＆茅刈り、上ノ原観察会、など 

    ・（株）西粟倉・牧代表（トビムシ取締役）をまちづくり交流課に紹介・打合せ 

    ・のらえもん自然塾／コラボ合宿～どんぐり拾い、スケッチ、俳句づくり、など 

    ・金井産業（沼田）に薪ストーブ用ミズナラ伐採木を供給 

    ・「一般参加歓迎プログラム」⑥～茅ボッチの搬出と「山の口終い」 

12 月 ・環境教育関東ミーテイング～分科会「草原を活用することで蘇る地域の魅力」主催 

    ・「東京学習会」2013②『式年遷宮・伊勢神宮に学ぶ』開催 

 

2 月 ・みなかみ町役場訪問～岸町長・関係課長へ活動報告ならびに環境課意見交換会 

3 月  ・のらえもん自然塾／コラボ合宿～雪そり遊び、かまくら＆ボタづくり、など 

      ・「一般参加歓迎プログラム」⑦～かまくら＆キャンドルナイト、大幽洞窟、など 

    ・「国際生物多様性の 10 年日本委員会」連携事業団体として認定される 

 

 

 

 

 

 



＜付記事項＞ 

 

１．上記の他、月例「幹事会」を毎月第１水曜日に開催（除く、8 月） 

 

２．講座「コモンズ村・ふじわら」ならびに「一般参加歓迎プログラム」、麗澤学園「奥利 

根フイールドワーク」他、全ての活動のインストラクター役を藤原案内人クラブはじ 

め地元の皆さま方に依頼、ご協力をいただいた 

 

３．刈り取った茅の総量＝3,010 束 、うち地元（４人）＝2,750 束 

                    ボランテイア ＝ 260 束 

（→藤原区へ寄贈／諏訪神社屋根替え用） 

cf. 12 年度＝2,565 束 

11 年度＝4,890 束（含む、小石川高校生 250 束） 

10 年度＝2,300 束 

   ＊ 地元 2,750 束は全量、町田工業が＠100 円にて買上げに加え、当塾より環境支払い

として＠50 円を上乗せ。町田工業の手により、北関東一円の国指定重要文化財の

茅葺き屋根材として生かされている。   

 

４．赤紫蘇ジュースづくり 

－のらえもんグループ（山口代表）・山口夫人の「赤紫蘇ジュースを藤原の名産にして、ご恩

返しをしたい」とのご意向・提案を受け当塾が仲立ちをしつつ、地元の 4 軒の民宿の協力を

得て始まったコラボ活動。 

－今夏出来上がった 96 ㍑は瓶詰にして、近隣民宿に配布。スキーシーズンの宿泊客の試飲に

供すべく協力依頼。来年度以降、地元中心の活動に育て上げる方針。 

              

５． グリーンツーリズム 

  ⇒ 誘致人員延べ 942 人～「のらえもん」コラボ活動、含む。秋の健康ハイキング、ワラ

ビ狩り、教育旅行（２校／449 人）、など不算入 

Cf.. 12 年度＝1,087 人（サミット、含む。教育旅行、不算入） 

11 年度＝1,007 人 

10 年度＝ 907 人 

09 年度＝ 830 人       

   ⇒ 利用した民宿・旅館 10 軒（延べ宿泊 16 軒） 

                             

以 上 

 



２．２０１３年度事業収支  

２０１３年度 事業収支表  

項　目 計画 実績 項　目 計画 実績

前年度繰越金 1,097,684 1,097,684 事業経費 2,295,642 2,126,910

会費 560,000 363,000 　コモンズ村講座 980,000 1,159,589

　会員年会費（正会員） 250,000 215,000 　環境教育諸費用 380,000 400,305

　会員年会費（家族会員） 10,000 6,000 　実践講座（緑の募金公募） 360,000 327,816

　会員年会費（一般会員） 60,000 18,000 　エコポイント家電 476,663 140,221

　会員年会費（学生会員） 10,000 1,000 　エコポイント住宅 98,979 98,979

　新規会員入会金 30,000 10,000

　会員年会費（協賛会員） 200,000 113,000 消耗品費 60,000 56,511

　一般文具費 10,000 3,794

事業収入 1,440,000 1,461,900 　その他消耗品費 50,000 52,717

　コモンズ村講座 1,000,000 1,053,900

　環境教育受託料 400,000 408,000 通信費 20,000 26,900

　木工品等売上 10,000 0 　郵便料 20,000 26,900

　講演料 10,000 0

　楽習会参加費 20,000 0 旅費 80,000 52,773

　出張旅費 80,000 52,773

助成金　 690,000 617,000

　実践講座（緑の募金公募） 670,000 597,000 業務活動費 175,000 166,828

　道普請型ぐんまグリーン大作戦 20,000 20,000 　藤原区費・寄付金・会費 70,000 70,000

　 　会議費等 40,000 17,028

　一般図書費 10,000 1,218

　指導料（謝金） 20,000 13,000

寄付金 0 15,000 　レンタルサーバー代 25,000 25,218

　会員一名より寄付金 15,000 　印刷代 10,000 40,364

　

備品 10,000 0

利子 0 67 　道具代 10,000

　普通預金利息 67

支払家賃 120,000 120,000

　賃借料 120,000 120,000

エコポイント 50,000 41,701

　住宅エコポイント 50,000 41,690 支払保険料 35,000 35,930

　木材エコポイント 11 　支払保険料 35,000 35,930

  支払手数料 16,000 16,767

  　振込手数料 8,000 12,487

　料金（払込手数料） 8,000 4,280

（単年度収入） 2,740,000 2,498,668 （単年度支出） 2,811,642 2,602,619

次年度繰越（残高） 1,026,042 993,733

合　　計 3,837,684 3,596,352 合　　計 3,837,684 3,596,352

　2013年度新規会員（入会日順、敬称略） 2014年３月３１日現在会員数

①米山正寛（一般会員）

②浅野京子（家族会員） 　　　　　　正会員　　 ５４（５４）人

③荒儀右衛門（一般会員） 　　　　　　家族会員　１０（１０）人

④金井正樹（正会員） 　８０  　　協賛会員　　９（１０）社

（８８）　　一般会員　 　６（　９）人

※家電・住宅エコポイント 　　　　　　学生会員　　１（　５）人

　　　　　　　　　　　研修費補助 36,000

　　　　　　　　　　　交通費補助 57,400

　　　　　　　　　　　茅買上費補助 137,500

収　　　　　入 支　　　　　出

　　　（　）数字は前年度末会員数

 



第２号議案 ； ２０１４年度事業計画および予算案 

１．２０１４年度事業計画  

開催月 場所

上ノ原茅場

柏市

上ノ原茅場

葦の田峠

上ノ原茅場

利根川下流域

12

2

3

総会・セミナー19日（土）

山の口開き神事/防火帯整備/茅場野
焼き/草原散策 幹事会/2日(水）

6

8

9

10

11

5
麗澤中1年生対象の樹木観察指導

茅衰退箇所に茅株の植栽試行

・定例活動④　ミズナラ林整備・生き物調
査/27（土）、28（日）

幹事会/20日(火）

１．上ノ原茅場・ミズナラ林の再生活動を利根川流域市民や地元の皆さまと協働して行い、生物多様性の保全等の
　　機能を高めます。　特に、今年度からススキの衰退原因究明、株植え替えなどの試行を行います。
２．茅場の作業等に組み合せ参加者が茅場・古道など周辺森林や風景にふれあえるプログラムを行います。
３．茅場・森林・古道を使って子供たちの自然環境教育をお手伝いをします。
４．古民家再生支援など藤原地区で行われる活動を支援します。
５．利根川流域の市民団体等との交流を促進し流域コモンズ形成（ネットワーク）を目指します。

1

利根川流域風景・文化探訪

幹事会/17日（火）・定例活動②　初夏の古道散策・自然観
察交流会/21日（土）、22日（日）

・麗澤学園樹木観察会/17日（土）

・茅株植栽/平日又は休日

7

幹事会/15日（火）

幹事会/19日(火）・防火帯刈払い/平日又は休日 防火帯刈払い 上ノ原茅場

草原・森林観察指導
青刈、防火帯整備、除伐、昆虫調査

麗澤中
奥利根水源の森ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ/４(金）
・定例活動③茅場整備・生き物調査
/2６日（土）、2７日(日）

芦の田峠古道・
上ノ原茅場
上ノ原茅場

諏訪神社大祭・藤原区民祭

活動項目・日程 実施内容 行事

4
・定例活動①　山の口開き・野焼き
/26日（土）、27日（日）or5/3(土） ,4 (日）

古道散策・山野草観察、地元インストラ
クターとの交流会

・学習会①/28日（土）

抜伐り、更新補助作業（地かき・下草
刈）、薪づくり、草木クラフト

上ノ原
ミズナラ林

　幹事会/16日（火）

・定例活動⑤　茅刈/25日（土）、26（日）

・学習会②/11日（土）
・茅刈平日プラン/第5週

茅刈、茅刈講習・検定、草原散策
利根川流域風景・文化探訪
茅刈り

上ノ原茅場
利根川下流域

上ノ原茅場

幹事会/21日（火）

流域協議会/第5週

・定例活動⑥　山の口終い・茅出し
/15日（土）、16日（日）
・利根川源流域オプショナルツアー
/16日（日）、17日（月）

茅結束・搬出・保管、防火帯整備
山の口終い神事
水源の森、酒蔵、茅葺民宿など視察

上ノ原茅場

川場村

幹事会/18日（火）

幹事会/16日（火）

・学習会③　/24日（土）又は25日（日） 小貝川・菅生沼野焼き 小貝川・菅生沼 幹事会/20日（火）

随時

2014年度森林塾青水年間活動予定表（案）

フィールドは、上ノ原茅場。　モットーは、楽しみながら汗をかく。　合言葉は　、飲水思源。

２０１４年度活動の特徴

○定例活動について
　　森林塾青水は、奥利根藤原の上ノ原茅場（草原）やミズナラ林をフィールドとして主に茅場の再生活動を行っています。
　　定例活動は、草原・森林風景の中で、茅場やミズナラ林の再生・整備のための作業を体験するプログラムや古道を
　　散策しながら藤原の風景・文化・森林に触れあうプログラムです。一般の方の参加を歓迎しています。
　　　お勧めは野焼き、茅刈りです。作業のやり方は、会員や地元古老が懇切丁寧にお教えします。
　　日帰り参加も大歓迎です。　詳細や募集案内は実施の約１か月前にホームページに掲載しますので奮ってご参加下さい。

　古民家再生支援
　ススキ衰退原因調査
　生き物調査
　利根川流域団体等との交流

　古民家改築・周辺環境整備
　プロット設置・調査など
　昆虫、植物調査
　情報交換・交流

　一畝田古民家
　上ノ原茅場
　　　　〃

奥利根水源地域ﾈｯﾄﾜｰｸ等

協力大学ゼミ等

会員他

全国草原再生ネットワーク等

幹事会/17日（火）

・定例活動⑦　雪原かんじき散策
/7日（土）、8日（日）

キャンドルナイト、大幽洞探検、
郷土料理体験

藤原地区、
上ノ原

幹事会/17日（火）
上ノ原管理協議会/７日（土）

 



２．２０１４年度事業収支予算（案） 

 

        項    ⽬ 計 画          項    ⽬ 計 画
前年度繰越金 993,733 事業経費 1,859,600

会費 440,000 　一般参加歓迎プログラム※別紙参照 901,600

　　会員年会費（正会員） 280,000 　　環境教育諸費用※別紙参照 398,000

　　会員年会費（家族会員） 10,000 　　イオン環境財団助成金※別紙参照 500,000

     新規会員入会金 30,000 　　エコポイント交通費補助 30,000

　　会員年会費（協賛会員） 120,000 　　エコポイント研修費補助 30,000

予備費 200,000

　 　 　　予備費 200000

消耗品費 55,000

事業収入 1,457,000 　　一般文具費 10,000

　一般参加歓迎プログラム 1,001,000 　　その他消耗品費 45,000

　　環境教育受託料 416,000 通信費 20,000

    物品等売上 10,000 　　郵便料 20,000

　　講演料 10,000 旅　費 120,000

　　楽習会参加費 20,000 　　出張旅費 120,000

  業務活動費 190,000

　　藤原区費・寄付・会費 70,000

助成金 550,000 　　会議費等　 40,000

　　イオン環境財団助成金 500,000 　　一般図書費 5,000

　　道普請型ぐんまグリーン大作戦 20,000 　　指導料支払（謝金） 20,000

　 　みなかみ町昆虫等保護補助金 30,000 　　レンタルサーバー費 25,000

　 　　印刷代 30,000

寄付金 0 備品 10,000

　 　　道具代 10,000

　 　 　

支払家賃 120,000

利子 0 　　賃借料 120,000

　　普通預金利息 0 支払保険料 37,000

　　支払保険料 37,000

エコポイント 60,000 支払手数料 17,000

　　復興住宅エコポイント 50,000 　　振込手数料 12,000

　　木材エコポイント 10,000 　　料金（払込手数料） 5,000

（単年度収入） 2,507,000 （単年度支出） 2,628,600

次年度繰越（残高） 872,133

　　　　　合　　　計 3,500,733 　　　　　合　　　計 3,500,733

収     ⼊ ⽀     出

 

 

 

 

 



別紙 

一般参加歓迎プログラム　積算

収入 単価 数 回数 金額

会員 9,000 6 7 378,000

学生会員 6,000 2 7 84,000

一般 10,000 6 7 420,000

子供 8,000 2 7 112,000

会員日帰り 500 2 7 7,000

収入合計 1,001,000

支出 単価 数 金額

宿泊 7,500 12 7 630,000

宿泊【学生】 6,500 2 7 91,000

宿泊費【子供】 5,000 2 7 70,000

昼食代 700 18 7 88,200

材料代 1,000 1 7 7,000

資料代 200 1 7 1,400

車借上げ（ガソリン） 1,000 2 7 14,000

支出合計 901,600

収支 99,400

人数 単価 金額

160 2,000 320,000

160 600 96,000

　 　 416,000

数量 単価 金額

12 5,000 60,000

2 10,000 20,000

80,000

数量 単価 金額

8 15,000 120,000

8 10,000 80,000

1 10,000 10,000

1 6,000 6,000

1 12,000 12,000

3 10,000 30,000

8 7,500 60,000

318,000

398,000

イオン環境財団助成金　積算

費目 内容（具体的に） 金額

除伐等資材費 26,000 円

調査資材費 30,000 円

その他資材費 10,000 円

賃借料（車両） 231,000 円

活動補助者経費 70,000 円

環境支払費 100,000 円

保険費 33,000 円

合計 500,000　円

宿泊代

小　計

合計金額

麗澤樹木観察会委託費

環境教育諸経費　積算

項目

麗澤観察会手当

コーディネート

小　計

収　　入

項目

麗澤FS委託費

小計

支　　出

項目

講師料地元

講師料

コーディネート料

レンタカー

高速代・ガソリン代

交通費

燃料２ℓ缶20個＠700
刈払機替刃　12個＠1000

 昆虫・植物調査用資材、消耗品

救急薬、ヒル忌避剤、熊ベル他

保険費＠250　1３２人

茅買上げ代補填2000束＠50

現地協力者、指導者謝礼

一般：のべ10人＠5,000

チェーンソー等：延2人＠10,000

レンタカー７回＠33,000

 



第３号議案 ； 会員制度の改定ならびにそれに伴う会則の変更 

会員制度の一部が実態にそぐわない等の問題あるため、改定したくお諮りいたします。 

 

１．提案内容 ：会員制度・会費の改定 並びに これに伴う参加費の割引方法の改定 

 従来 改定後 その他 説明 

会員種別 入会金 年会費 入会金 年会費 議決権  

正会員 10,000 5,000 3,000 5,000 あり 入会金引き下げ 

家族会員 ０ 1,000 ０ 1,000 なし 変更なし 

準会員（一般） ０ 3.000 廃止 廃止 なし   廃止 

準会員（学生) ０ 1,000 廃止 廃止 なし   廃止 

賛助会員 ０ 1 万/口  1 万/口 なし 変更なし 

メルマガ会員 ０ ０ 会則から削除 なし 運用は従来どおり 

２．趣旨 

 学生など会員のすそ野を広げる目的で準会員制度が設けられましたが、その趣旨を十分生かし

た積極的な活動につながらず、正会員と比べ費用負担の不公平のみが残る結果になっております。 

原点に立ち戻り、森林塾青水の理念に賛同し、塾運営の諸活動に参加する意欲のある人、ある

いはそれを支援くださる方が会員になるべきとの趣旨から、あくまでも正会員を中心に据え、そ

の家族、並びに賛助会員との 3 本建てのシンプルな形にしたもの。 

一方、会員加入の障壁を少なくするために、入会金を大幅に引き下げることとしました。 

 この機会に、「メルマガ会員」を会則から外し、より広範囲、自由な運用にゆだねることにし

ました。 

なお、目下、一般 6 名、学生 1 名の準会員が在籍されていますが、正会員への移行をお願いし

てまいります。この場合、塾の都合による移行につき入会金を免除しますが、会費は従来より一

般 2 千円、学生 4 千円のご負担増となります。趣旨をご理解の上、協力をお願いする所存です。 

【会則の改定箇所対照表】 

現 行 改定後 

5 条 ２）会員区分と入会金ならびに会費 

(1)正会員 入会金 1 万円 年会費 5 千円 

 （議決権有り） 

(2)家族会員 入会金 無料 年会費 1 千円 

 （議決権なし）（正会員の家族） 

(3)準会員（一般） 入会金 無料 年会費 3 千円

（議決権なし） 

(4)準会員（学生） 入会金 無料 年会費 1 千円

（議決権なし） 

(5)賛助会員   入会金 無料 年会費1口1万円

（議決権なし） 

(6)メルマガ会員 入会金 無料 年会費 無料 

  （議決権なし） 

(1)正会員 入会金 3 千円 年会費 5 千円 

（議決権あり） 

(2)家族会員 入会金 無料  年会費 1 千円 

 （議決権なし）（正会員の家族） 

(3)賛助会員 入会金 無料  年会費 1 口 1 万円 

（議決権なし） 

なお、いわゆる「メルマガ会員」は、本会則上の会

員としては扱わない。 

３）入会金、会費の減免 

やむを得ない事情で休会する場合は、休眠会員と

して取り扱い、この間の会費は免除する。 

また、会の都合で正会員加入を求める場合、入会

金、会費の一部または全部を減免することができ

る。 

これらの決定は、幹事会出席者の全員一致による

ものとする。 



第４号議案 ； 2014 年度役員選任 

 

14 年度役員候補  浅川 潔、稲 貴夫、岡田伊佐子、北山郁人、草野 洋、高野史郎 

林部良治、増井太樹、松澤英喜、吉野一幸 

        （新任）古高利男、米山正寛 

 

 

2014 年度執行体制（案） 

 

顧 問 団  ：  原 剛  安楽勝彦  笹岡達男  滑志田隆  清水英毅 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

塾長 草野 洋 ： 全般統轄 

 

塾頭 北山郁人 ： 全般統括補佐（みなかみ事務所長、地元・みなかみ町役場ならびに支援企 

業との連携強化窓口、古民家再生・活用，フットパス整備・活用、麗澤中フ

イールドスタデイ） 

幹事  

浅川 潔 ： 事務局長（企画・予算統括、「総会」「幹事会」、草原サミット、ほか） 

稲 貴夫 ： 情宣・啓発（「茅風」編集長、東京学習会、総会／セミナー） 

岡田伊佐子： 婦人部代表（自然ふれあい学習、東京学習会、総会・セミナー） 

高野史郎 ： 学 監（麗澤中「樹木観察会」「奥利根 FW」、自然ふれあい学習） 

増井太樹 ： 事業統括 （流域コモンズ・連携促進、生き物調べ、モニ 1000、草原再生ネット

ワーク、 草原サミット） 

古高利男 ： コラボ／自然観察会「のらえもん」 、Ｆ利用・交流促進、流域コモンズ 

松澤英喜 ： 事務局長補佐 （発信活動促進、会員管理、HP・BRG メンテ、 

「茅風」編集、「総会」「幹事会」助成事業、ほか） 

吉野一幸 ： 地元代表（地元の活動参画促進、NPO 奥利根ネット、まちおこし委員会、 

古民家活用・交流促進、古道・ふっとぱの活用、地域貢献プログラム） 

米山正寛 ； コラボ／森林文化協会 、発信活動拡充、流域コモンズ 

 

監事  

林部良治 ： 会 計（年会費、経理統括） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

オブザーバー ／ 相談役 

小榑晴彦  ： 行 政／役場窓口（観光課自然観光グループ） 

林  親男 ： 地 元／「上ノ原運営協議会」窓口（藤原案内人クラブ） 

川端英雄: ： 株主会員代表／大目付 

 

 

 

 


