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時ノ寿の森通信は、『いのちの森を未来へ』をキャッチフレーズに、より多くの皆
様が森と共生する暮らしを楽しんでいただくために、お届けする情報誌です。

目次
春から初夏の風景
特集：設立 10 周年に向けて
NPO 法人時ノ寿の森クラブは、2016 年の

時ノ寿の森では、さまざまな自然と出会えます。
今年の春から初夏に出会ったものをご紹介します。

9 月で設立 10 周年を迎えます。
みんなの想い、めざしていくもの、これからの
予定、準備の様子などを特集します。

4 月 ムサラキケマン

4 月 シャガ

4 月～6 月の活動報告
トピックス
新商品！「森の恵み石鹸」 、開校準備中の
「時ノ寿 森の学校」のこと、大量注文を受けて
炭づくりの様子などをご紹介します。

4 月 サワガニ

これからの予定
夏から秋 いろんな体験
いろんな思い出
事務局だより（編集後記）

5 月 マンネングサ

5 月 ユキノシタ
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設立 10 周年
特集

平成 18 年に活動を開始した NPO 法人時ノ寿の森クラブも、
本年9 月3 日に創立 10 周年を迎えます。
これからも、これまで同様、未来の子どもたちに豊かな森を引き継ぐ
ため、「山と海をつなげる森づくり」活動をすすめてまいります。
これからの 10 年、私たちがどんな活動をしていこうと考えているのか、
その想いとともに、10 周年記念行事に向けての準備等を紹介します。
これからも、皆様の応援を、どうぞよろしくお願いいたします！

☆みんなの想い☆

幅広い活動を通して森の魅力
や可能性を感じています。この
時ノ寿をより多くの方に知っても
らうよう発信していきたいです！
近藤和也

この１０年で初期の活動は自由奔放かつ
大胆で概ね幼少期は過ごす事が出来まし
た。今後は根を磐石にし、幹を太く真っ直ぐ
に、枝葉を密に姿の素晴らしい大樹となる
よう協力し育てていきましょう。 川口禎二

時ノ寿の森独立宣言「2020 年、
ＴＶが『時ノ寿の森』の日本からの
独立を伝えた。独立宣言の前文
は『金を残して下(ゲ)、モノを残し
ていまだ中、人を残して上(アガリ)
とする。』”フムフム。」 清水國雄

あっという間の 10 年でした。40 歳
だった人は 50 歳、60 歳だった人は
70 歳と、時は過ぎました。私は、そ
んな皆さんと、時ノ寿でヨーガをやっ
てみたいです。一緒に森の恵みを充
電しませんか。 松野弘和

森の楽しさや発見する面
白さを、これから更に多く
の活動を通して皆さんと
共有できることを楽しみに
しています。 門奈志織

子どもの声が響く森、生きも
のたちが命を謳歌する森、
水と空気と安全な暮らしを
生む森、伝統文化や技術・
遊びが伝承される森…時ノ
寿から未来へ。 大石淳平

☆理事長の想い☆
いのちの森を未来へ
小さな廃村集落跡で始めた森林再生活動は、広く社会の皆様から共感と御支援をいただき、10 周年
を迎えました。ミミズも棲めない真っ暗な森が、山肌まで日の差す明るい森に変わり、多様な生物が命を
育む豊かな姿へ再生しています。日本社会は、高齢・人口減少が急速に進展する
一方、経済至上主義という厚い雲が仕事も生活も覆い、今、誰もが「自分らしく
生きる」ことを渇望しつつ、毎日のように矛盾を感じているのではないでしょうか。
「いのちの森を未来へ ～これまで 10 年 これから 100 年～」をめざす時ノ寿の森
クラブと一緒に、自らのやりたいことを、また未来の子どもたちのために
NPO 法人時ノ寿の森クラブ
今やるべきことを自問しながら、実践してまいりましょう。
理事長 松浦成夫
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に向けて
☆記念事業の詳細決定!☆
Q：記念講演会のゲストはどんな方？
A：東京農業大学教授の宮林茂幸先生をお招きします。
「森林が忘れられようとしている現代社会において、日本各地で培われてきた里山文化の『知恵』『技』『生
きる力』こそが必要だ」と 30 年前から提唱されている方です。講演のタイトルは「森づくりで地方創生～山村
と都市の新しい関係～」。一緒に活動をしたくなる、そんな方です。多くの方の来場をお待ちしています！

Q：記念式典はどんな感じ？
A：活動に協力してくれた地元の方、応援してくれる企業の方、
さまざまな分野の方をお招きして、心のこもったセレモニーとなるよう、
実行委員会のメンバーが準備を進めています。これまでの 10 年を
土台にした今後 10 年のビジョンを紹介する等、“希望”のいっぱい

詰まった式典になればと考えています。どうぞお楽しみに！

記念映像撮影中！

Q：記念植樹祭は？
A：11 月 20 日（日）9 時より、「山と海をつなぐいのちの森づくり」植樹祭として開催します。
「森に抱かれる 120 分」を合言葉に、時ノ寿の森に多くの皆さんにお越しいただければと計画中です。

「応援のしかた★」アラカルト
間伐等のお手伝いに行かなきゃ「応援する」にならないと思っていませんか？
大丈夫。応援のしかたも様々です！
◇木を使う人◇
・地元の木で家を造る。相談に乗りますよ。 !(^^)!
・木炭の多面的効果を生活に利用する。バーベキューの燃料だけでなく、大事な家の床下調湿材は最高。
・時ノ寿の森で、たくさんの森の恵みを楽しむ。子どもから大人まで森を楽しむことが森林保全の第一歩です。
◇汗を流す人◇
・毎月第一、第三日曜日に森林保全活動に参加する。
・毎年開催する植樹祭に参加して木を植える。
◇遠くからエールを送る人◇
・賛助会員（サポーター会員）になって会費で支援する。
・ホームページやブログ、ファイスブックから一言応援メッセージする。
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4 月から 6 月の活動報告
■5 月 3 日(火・祝) テレビ放映！
4 月 24 日（日）に開催された「時ノ寿の森クラブ 10 周年幕開け植樹祭」の
様子が、静岡第一テレビ「ストレイトニュース 各地の話題」で放映されました。
当日は、時ノ寿の森クラブ会員を中心に、子どもから大人まで 52 名が参加し、
イロハモミジやヒメシャラなど、時ノ寿の森に自生する落葉樹 300 本の植樹を行

活動報告

いました。みんなの笑顔が一番の見どころでした！

■5 月 22 日(日) 通常総会を開催
森の集会所にて、平成 28 年度の通常総会が開催されました。
当日は、掛川市長や県議、市議の皆さんもお越しいただき、時ノ寿の

活動に対する期待を大いに感じる総会となりました。

【TOPICS①】

【TOPICS②】

時ノ寿 森の恵み石鹸「Grace of forest」

「時ノ寿 森の学校」の開校準備中！

時ノ寿のヒノキや野草から
抽出の天然エキスに天然
クレイをブレンドした本格的
化粧石鹸を開発。さっぱりと
した自然な使い心地です。
ぜひ、お試し下さい。
11 月から販売開始です。

昔も今も、自然とのコミュニケーションによって育まれる
心と体。里山での様々な体験を通じて、「知恵」や
「技」など「生きる力」を育むのが「時ノ寿 森の学校」
です。来春の開校に向けて準備中です。
子どもから大人まで、楽しめるプログラムにしていきま
す。皆さんに詳細をお知らせできる日を、私たちも楽
しみにしています。
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■6 月 5 日(日) 「都市と地方が支え合うコミュニティービジネス挑戦」
掛川市民活動推進事業「都市と地方が支え合うコミュニティービジネス挑戦」が
始まりました。
協働実施者 4 団体(倉真まちづくり協議会・森林環境整備財団・株式会社
エイチアイエス・NPO 法人時ノ寿の森クラブ)による第 1 回目の推進会議では、

都市と地方、真逆なニーズをマッチングさせる事で双方の社会課題解決策を考えました。

■6 月 6 日(月) 国安海岸防災林の植樹
掛川市立千浜小学校 5 年生の皆さんから、植樹のあと、お便りをいただきました。
《木の力はすごいなと思いました》 《掛川の半分が森林だと聞いてびっくりしました》

《森についてはじめてちゃんと話を聞いて、ぼくははじめていろいろ考えました》
《わたしはどんぐりの植樹がどれだけ大切か、はじめて知りました》
《これまで 95,000 本も木を植えてくれて、ありがとう》 《ぼくは森に住んでみたいです》

■6 月 11 日（土）潮騒の森植樹祭
掛川市沖之須にて沿岸地域の命をまもる希望の森づくり『潮騒の杜植樹祭』が開催されました。総勢 900 人
の力で 3,150 本を植え、1 時間で景色が変わるのは圧巻でした。掛川の地で、『いのちの森づくり』の文化が
根づいてくれるといいなと思いました。

■6 月 17 日（金）保育園の遠足
掛川市のキラキラ保育園の子どもたちが時ノ寿の森に遠足に来てくれました。

■6 月 18 日(土) どんぐりから育てた苗木の植樹
掛川市立第二小学校の子どもたちと保護者の皆さんによる植樹活動です。
大池公園の森で、子どもたちがどんぐりから育てた苗木 165 本を含む 350 本を心を込めて植樹しました。

【TOPICS③】

【TOPICS④】

炭の大量受注がありました！

ゆずとミカンの木を植えました！

5 月、炭の大量注文を受け、
時ノ寿の炭窯はフル稼働。
炭は、消臭効果や除湿効果もあり、
お部屋のインテリアとして、また
バーベキューにも使えるスグレモノ
です。
ぜひ、使ってみて下さい。 (^_-)

4 月、集会所の横にゆずとミカンの木を
植えました。
「時ノ寿ゆずジャム」や「時ノ寿ミカンジャ
ム」ができるかも！
ジャムづくりが得意な方、実がなったらいっ
しょにジャムづくりをしてみませんか？
時ノ寿との関わり方は、いろいろあるんで
すよ～。 !(^^)!
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これからの予定
■「森の夏祭り」を開催します！
8 月 21 日（日）は、恒例の「森の夏祭り」です。明るくなった森で、自然の風や谷川のせせらぎに心も体も
リフレッシュ。ご家族みんなで楽しんで頂けるよう準備中です。詳細は別紙にて。ぜひ遊びにいらして下さい。

■施設の貸し出しがスタートします！
「森の駅」と「森の集会所」の各部屋の貸し出しが始まります。森の恵みをいっぱいに受けての自然体験や川
遊びの拠点として、セミナーやワークショップの会場として、ヨーガやスイーツづくりなどの教室運営やカフェ利用等、
時ノ寿の森の各施設をいろんな形で使って頂ければと思っています。詳細は別紙にて。ぜひお問合せ下さい。

【事務局だより】

【発行】

多くの皆さんに支えられ、時ノ寿の森クラブも 10 年
目を迎えることができました。10 周年を機に、事務局
では「時ノ寿の森通信」とホームページのリニュアルを
行っています。「時ノ寿の森に行きたくなったよ」「石鹸
を使ってみようかしら」「ジャムづくりなら、お手伝いでき
るかも」など、いろいろな形で関わっていただくきっかけ
になれば、嬉しいです。
新しいホームページは 7/27（水）オープン予定
です。どうぞ楽しみにしていてください。

NPO 法人 時ノ寿の森クラブ
住所：〒436-0341 静岡県掛川市倉真 7021
電話・FAX：0537-28-0082
E-mail：tokinosunomori@yahoo.co.jp
ホームページ：https:// tokinosunomori.com
Facebook ページは 時ノ寿の森クラブ で検索

新ホームページ https:// tokinosunomori.com

※時ノ寿の森クラブはいつでもご入会いただけます。
（個人サポーター会員 年会費 3,000 円）
お問い合わせをお待ちしています。

