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JUON NETWORK イベント・ボランティア情報

JUON NETWORK（樹恩ネットワーク）は、都市と農山漁村の人々をネットワークで結ぶことにより、環境の保全改良、地方文化の発掘と普及、
過疎過密の問題の解決に取り組むことを目的としています。現在森林保全活動として、国産間伐材製「樹恩割り箸」の普及推進や森林、農業
の作業体験、自然散策などのプログラム「森林の楽校（もりのがっこう）」、「森林ボランティア青年リーダー養成講座」等を開催しています。ま
た、資格検定制度「エコサーバー」を実施しています。

«神の泉　森林の楽校２０１８春 | Main | 四万十川　森林の楽校２０１８»

風の谷　森林の楽校２０１８春 [2018年01月28日（Sun）]

やさしい風吹く谷、岐阜県揖斐川町谷汲地区。
 奈良の飛鳥を想わせるのどかな里山の盆地にて、

 廃校になった小学校を改装した「ラーニングアーバー横蔵」を
 拠点に、周辺の森づくりを行ないます。

 

普段の仕事から離れ、オフタイムを有意義に過ごしましょう。
 初心者の方も大歓迎です。

 

関西方面からも、在来線で間に合う距離。
 近づく春の風を探しに出かけませんか。

 

　
 

【と　き】　2018年月3日10日(土)～11日(日)　1泊2日
 【ところ】　岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲・横蔵地区

 【宿　泊】　ラーニングアーバー横蔵
 〒501-1316　岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲木曽屋180

 http://www.juann.jp/
 ◇宿泊施設に改装してあり、畳の部屋に布団で寝られます。

 

【内　容】　森づくり体験（間伐、枝打ち等）
 　　　　　［オプションコース］ラーニングアーバー横蔵の環境整備（木くずの清掃など）、野菜の植え付

け等
 

【定　員】　30名
 【締　切】　3月2日(金)

 　　　　※締切日過ぎてのお申込みはご相談下さい。
 【主　催】　JUON NETWORK

 【協　力】　ぎふいび生活楽校、横蔵財産区
 

【費　用】

※当日のご入会でも会員割引が適用されます。
 

◇参加費（資料代、保険料等）
 学生・会員: 500円／一般: 1,000円

 

◇宿泊料・食費（宿泊食事1泊3食代）
 学生・会員: 7,500円／一般: 9,000円

 

◇交流会の飲み物代
 実費（これまで500～1,000円程度の事が多かったです）

 

◇穂積～ラーニングアーバー間の送迎
 無料（ラーニングアーバー所有車利用のため）

 ※それ以外の手段で来られる方は、現地までの交通費は各自ご負担下さい。
 

▼参考（必要経費の合計額）
 以上の合計で、概ね以下の金額が、必要経費となります。

 ［オプションコース参加の追加料金はありません］
 

学生・会員: 8,000円＋α
 一般: 10,000円＋α
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最新記事
四万十川　森林の楽校２０１８

風の谷　森林の楽校２０１８春

神の泉　森林の楽校２０１８春

〈関東甲信越地域ブロック〉「地域密着

おくたま畑と食の体験」
〈関東甲信越地域ブロック〉「ＴＬＵＤ炭

焼き＆竹細工教室」
〈関西中国地域ブロック〉「野鳥観察

会」

【集　合】　ラーニングアーバー横蔵　１３:００
 ◇ＪＲ穂積駅から送迎バスを予定しています。

 　　　駅改札前集合 １２:１０発
 ◇自家用車で、「ラーニングアーバー横蔵」においでの場合

 　　　名神高速道路「大垣」「岐阜羽島」インターより各約35km
 　　　東海環状自動車道「大垣西」インターから約25km

 ※交通に関してはこちらのホームページもご参考に。
 　　　http://www.juann.jp/

 

【日　程】
 ※多少の雨でも実施しますが、内容が変わることがあります。

 

◆3月11日(土)
 １３:００　「ラーニングアーバー横蔵」集合

 １３:３０　開校式
 １４:００　森づくり体験

 １７:３０　入浴／森林についてのレクチャー
 １８:３０　夕食交流会

 ２２:００　就寝
 

◆3月12日(日)
 　７:３０　朝食

 　８:３０　森づくり体験、道具の手入れ
 １２:００　昼食

 １２:４５　反省会、閉校式
 １３:１５　現地解散（帰路は、コミュニティバス利用*となります）

 　┗ 希望者はオプションコースへ↓
 

　　*: 帰路の、揖斐川町コミュニティバス:
 　　http://www.town.ibigawa.lg.jp/category/1-3-1-2-0.html

 　　詳しくは、下記【アクセス例】の復路をご覧下さい。
 

◆オプションコース
 １３:１５　「森林の楽校」閉校式終了後、移動

 １３:３０　ラーニングアーバー周辺の環境整備（木くずの清掃など）、野菜の植え付け
 １６:００　下山、解散、送迎（穂積駅までお送りします）

 

【アクセス例】
 あくまで参考例です。当日までに変更になる可能性もあります。

 今一度各自でご確認の上、ご計画ください。
 

▼往路▼
 ◆在来線で穂積へは

 □大阪方面からＪＲ東海道線でおいでの場合：
 　　大阪9:30→（新快速・近江塩津行）→米原乗り継ぎ

 　　米原11:00→（大垣行）→大垣乗り継ぎ
 　　大垣11:41→（新快速・豊橋行）→穂積11:46

 □名古屋方面からＪＲ東海道線でおいでの場合：
 　　名古屋11:30発→（新快速・大垣行）→穂積11:55

 ◆新幹線で穂積へは
 □東京方面からおいでの場合：

 　　東京9:33→新横浜9:52→名古屋11:17（ひかり507号）
 　　名古屋からは、上記11:30発の新快速・大垣行

 □新大阪方面からおいでの場合：（のぞみ10号）
 　　新大阪10:20→京都10:36→名古屋11:10

 　　名古屋からは、上記11:30発の新快速・大垣行
 

▼復路▼
 ～オプションに参加しない人向け～

 ◆帰路の、揖斐川町コミュニティバスは、
 http://www.town.ibigawa.lg.jp/category/1-3-1-2-0.html

 【横蔵線】利用となります。
 ラーニングアーバー横蔵から徒歩3分のバス停

 「横蔵農協前」発13:22(a)、14:29(b)などがあります。
 

◇a: 「横蔵農協前」13:22発の「揖斐駅」行きに乗車《100円》。
 途中「谷汲山」で【谷汲口線】の「谷汲口駅」行きに乗り換え、
 終点で下車13:43《100円》。

 →樽見鉄道「谷汲口」駅から大垣行き。13:46発→14:34着。
 

◇b: 「横蔵農協前」14:29発の「揖斐駅」行きに乗車。終点で下車15:07《200円》。
 →養老鉄道「揖斐」駅から大垣行き。15:15発→15:40着。

 

【その他】
 ▼よくある質問

 「どんな作業をするの？」「体力に自信がない」「持ち物は？」などなど、
 森林の楽校に関するよくあるお問い合わせを、まとめました。

 http://juon.or.jp/activity/activity_58.html
 

▼過去の活動の様子
 http://blog.goo.ne.jp/eventjuon/c/7dbc933fc23681bc142decdcde2167df

 ▼岐阜の森と木と人をつなげる総合窓口「ぎふ森林づくりサポートセンター」
 http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-koyo/ringyo-mokuzai-sangyo/hitozukuri/saposen/
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ツイート

が、以前（2015/4/12）取材に訪れました。その時の記事がコチラ↓
 　「風の谷　森林の楽校！（NPO法人　JUON（樹恩）NETWORK）」

 　　http://gifumori.blog55.fc2.com/blog-entry-434.html
 

【問合せ・申込み先】
 認定特定非営利活動法人JUON NETWORK（樹恩ネットワーク）

 〒166-8532　東京都杉並区和田3-30-22　大学生協杉並会館内
 Tel: 03-5307-1102 Fax: 03-5307-1091

 E-mail: juon-office@univcoop.or.jp
 http://juon.or.jp

 

！！ご注意とお願い！！
 ※サーバーの相性等によりメールが受け取れないケースがあります。

 JUON NETWORKでは、お申込いただいた方には必ずお返事をいたして
 おりますので、お申込みいただいて１週間経過してもこちらから

 ご連絡が行かない場合は、メールを受け取れていない可能性が
 ございます。大変お手数をおかけいたしますが、

 その際はお電話いただければ幸いです。
 

★参加希望の方はコチラ→
 
　　申込フォーム　　

─────────────────────────────── 
 ※フォームが使えない方などは、

 以下の申込書に記入のうえ（選択肢は該当するものを残し）、
 juon-office@univcoop.or.jp

 までお送り下さい。FAX、電話、ハガキなどでも結構です。
 

────────　申　込　書　─────────────
 「風の谷　森林の楽校２０１８春」

 

名前：
 ふりがな：

 性別： 男 ・ 女
 年齢：

 所属：
 └※当日配布の名簿に所属を掲載： 可 ・ 不可

 郵便番号：
 住所：

 TEL：
 FAX：
 携帯：
 E-mail：

 森林作業： 初めて ・ 2～3回目 ・ それ以上
 JUON NETWORK： 会員 ・ 非会員

 交通手段： 公共交通機関 ・ 自家用車
 お迎え希望(JR穂積駅)： 希望する ・ 希望しない

 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
 ［オプションコースに関して］

 参加希望： 希望 ・ 希望しない
 

─　─　─　─　─　─　─　─　─　─
 ■備考欄

 （事務局・スタッフにあらかじめ配慮を求めたいこと、
 　アレルギーや、活動にかかわる持病、その他・・・）
 ：

 

──────────────────────────────
 ※ご記入いただいた個人情報は、

 　名前、所属、住所の市区町村まで等は、
 　参加者間の交流促進のため、当日配布する名簿に載せています。

 ※そのほかは、
 　保険の手続きや各種ご案内の送付に限って利用させていただき、

 　JUON NETWORKにて厳重に管理いたします。
 　また、ご本人より停止等のご連絡をいただいた際には、

 　速やかに必要な手続きをお取りいたします。

【森林の楽校の最新記事】
 

四万十川　森林の楽校２０１８

神の泉　森林の楽校２０１８春

つばきの里　森林の楽校２０１７

風の谷　森林の楽校２０１７秋

安曇野　森林の楽校２０１７

Posted by JUON NETWORK at 12:16 | 森林の楽校 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

この記事のURL

いいね！ 1

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fblog.canpan.info%2Fjuon%2Farchive%2F437&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E9%A2%A8%E3%81%AE%E8%B0%B7%E3%80%80%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%81%AE%E6%A5%BD%E6%A0%A1%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%98%E6%98%A5&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fblog.canpan.info%2Fjuon%2Farchive%2F437
http://gifumori.blog55.fc2.com/blog-entry-434.html
http://juon.or.jp/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDzP1Fb5fKqD5ko5IB5kjhbdre-GG7opB5F5hUiKnfoe3v8A/viewform?usp=sf_link
http://blog.canpan.info/juon/archive/438
http://blog.canpan.info/juon/archive/436
http://blog.canpan.info/juon/archive/422
http://blog.canpan.info/juon/archive/423
http://blog.canpan.info/juon/archive/419
http://blog.canpan.info/juonnetwork/
http://blog.canpan.info/juon/category_0/
http://blog.canpan.info/juon/archive/437


http://blog.canpan.info/juon/archive/437
 

トラックバック

ご利用前に必ずご利用規約（別ウィンドウで開きます）をお読みください。
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この記事へのトラックバックURL
 ※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

 http://blog.canpan.info/tb/1317878 
 

コメントする

フォームを開く

コメント

http://blog.canpan.info/juon/archive/437
http://canpan.info/term/canpan.html
https://blog.canpan.info/_pages/comment/input?article_url=http%3A%2F%2Fblog.canpan.info%2Fjuon%2Farchive%2F437

