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第１６回ＮＰО法人日本平成村通常総会を６月３０日に開催しました。今年の総会は、新型コロナウイル
ス感染防止のため、郵便による表決で行いました。 
関係者のみで投票結果を審議する総会で、第１号議案「令和２年度事業報告並びに収支決算について」
第２号議案「令和３年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について」第３号議案「監事の選任について」
いずれも原案どおり可決されました。 
投票結果は、第１号議案、第２号議案、第３号議案とも正会員１１８名中、賛成６９名、理事長委任４９名、
反対０名でいずれも可決されました。議案の内容は以下のとおりです。 

第１号議案 令和２年度事業報告並びに収支決算について 

 
・令和 2年 4月～令和 3年 3月 武儀生涯学習センターの維持管理 ・令和 2年 6月30日 ＮＰＯ法人日本平成村総会 

・令和 2年 4月～令和 3年 3月 グラウンド等運動施設の受付業務 ・令和 2年 7月 1日 日本平成村通信発行 

・令和 2年 4月～令和 3年 3月 関市立図書館武儀分館の維持管理 ・令和 2年 7月 5日 しあわせの気の森草刈り実施 

・令和 2年 4月～令和 3年 3月 津保川地域巡回バスの運行    ・令和 2年 8月 1日 日本平成村通信発行 

・令和 2年 4月～令和 3年 3月 福祉有償運送の運行       ・令和 2年 9月 1日 日本平成村通信発行 

・令和 2年 4月 1日 日本平成村通信発行            ・令和 2年 9月 8日 産業経済委員会開催 

・令和 2年 4月23日 産業経済委員会書面による表決開催     ・令和 2年 9月17日 津保川巡回バス運営協議会開催 

・令和 2年 5月 1日 日本平成村通信発行            ・令和 2年10月 1日 日本平成村通信発行 

・令和 2年 5月 8日 生涯学習委員会書面による表決開催     ・令和 2年11月 1日 日本平成村通信発行 

・令和 2年 5月 8日 生活安全委員会書面による表決開催     ・令和 2年11月17日 チャレンジ講座 

・令和 2年 5月25日 生活安全委員会開催            ・令和 2年12月 1日 日本平成村通信発行 

・令和 2年 5月19日 ＮＰＯ法人日本平成村総務委員会開催    ・令和 3年 1月 1日 日本平成村通信発行 

・令和 2年 5月19日 ＮＰＯ法人日本平成村三役会開催      ・令和 3年 1月16日 成人式集合写真プレゼント 

・令和 2年 5月30日 ＮＰＯ法人日本平成村監査開催       ・令和 3年 1月13日～19日 子供服等不用品譲渡会開催 

・令和 2年 6月 1日 日本平成村通信発行            ・令和 3年 2月 1日 日本平成村通信発行 

・令和 2年 6月12日 保健福祉委員会書面による表決開催     ・令和 3年 3月 1日 日本平成村通信発行 

・令和 2年 6月15日 日本平成村理事会書面による表決開催 
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【Mail】npo-heisei@ccn.aitai.ne.jp TEL：0575-49-2855 FAX：0575-49-3735 
▲川島京子さん画 

第 16回ＮＰО法人日本平成村通常総会を開催しました 

令和２年度事業報告 

令和２年度収支決算 
収入の部 （単位：円）

項　　　　　　　目 金　　　　額 明　　　　　　　　　　　　　　　　　細
前期繰越金 10,098,596
正会員会費収入 230,000 １１５名
賛助会員会費収入 858,000 ８５８名
特別会員会費収入 310,000 （株）ｴｺﾋﾟｱ平成300,000円、三輪プレス工業10,000円
福祉有償運送収入 1,582,500 年間利用回数１，２８２回
福祉サービス事業収入 20,000 ＡＥＤ保証金返納
利用者負担金収入 16,000 各種講座等利用者負担金
学習センター委託料収入 24,277,000 管理委託料

学習センター使用料収入 365,200
施設使用料収入283,519円、冷暖房使用料収入62,900円、コピー使用
料18,781円

図書館管理委託料収入 2,739,216 管理委託料
グラウンド管理委託料収入 967,560 管理委託料

補助金収入 33,620,534
巡回ﾊﾞｽ補助金30,068,414円、地域づくり支援交付金2,552,120円、
魅力ある町づくり事業補助金1,000,000円

寄付金収入 3,286,725
(株)エコピア平成1,000,000円、（株）こぶし街道1,000,000円、元
号しあわせの架け橋の会650,000円、タイム技研(株)500,000円、自
治会連合会武儀支部116,000円、社協武儀支部20,725円

その他事業収入 461,800
教育の森管理料198,000円、チケット販売手数料5,900円、くらしの
カレンダー代行業務257,900円

雑収入 262 貯金利息262円
前期損益修正益 62,020 自動車保険払戻金62,020円

合　　　　　　　　計 78,895,413
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第２号議案 令和３年度事業計画(案) 
並びに収支予算(案)について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

第３号議案 監事の選任について 
特定非営利活動法人日本平成村定款第 26 条第 4 号の規定 

により幹事を選任する。 
監事 多治見正彦 丹羽政則 若田鉄三 いずれも留任。 

支出の部 （単位：円）

項　　　　　　　目 金　　額 明　　　　　　　　　　　　　　　　　細

福祉有償運送事業 3,612,269 福祉有償運送運行経費

福祉サービス事業費 54,882 乳幼児学級1,680円、リサイクル活動30,987円、見回り隊経費22,215円

巡回バス運行事業費 30,068,414 津保川地域バス運行経費

まちづくり活動費 3,149,195

事務人件費397,690円、武儀体験プログラム経費42,863円、子育てファミ
リーサポート10,342円、ＮＰＯ通信印刷代224,020円、くらしのカレンダー
委託経費282,900円、しあわせの架け橋通路改修工事1,650,000円、令和の道
標経費500,000円、ホームページ維持経費41,380円

生活環境保全事業費 223,302
しあわせの気の森借地料10,000円、しあわせの気の森草刈り等事業9,522
円、ササユリ保護育成会23,780円、しあわせの気の森除草代180,000円

文化の伝承活動費 55,371 伝説ロマンウォーキング55,371円

生涯学習センター
管理費

23,429,381 生涯学習センター管理運営経費

図書館管理費 1,574,924 関市立図書館武儀分館運営経費

グラウンド管理費 654,038 武儀地域内屋外運動施設受付業務

青少年育成活動費 98,605 成人式集合写真代24,745円、青少年健全育成協議会補助金73,860円

ＮＰＯ管理費 926,507

人件費238,608円、法定福利費54,502円、通信費43,600円、会議費3,393円、
消耗品・事務費34,890円、法人県民税22,000円、諸会費負担金7,000円、支
払手数料2,513円、法人税等申告書作成業務手数料220,000円、退職給付引当
金繰入金300,000円、車両運搬具減価償却額1円

合　　　　　計 63,846,888

令和３年度収支予算（案） 

科目 金   額 

経常収入   

正会員 会費 230,000 

賛助会員 会費 850,000 

特別会員 会費 300,000 

寄付金収入 198,000 

有償運送事業収入 1,600,000 

地域づくり支援交付金 3,090,000 

巡回バス補助金 29,790,000 

生涯学習センター委託料収入 23,800,000 

運動施設委託料収入 808,000 

図書館委託料収入 2,769,000 

生涯学習センター使用料収入 792,000 

その他事業収入 448,000 

受取利息収入 1,000 

物品販売収入 1,000 

雑収入 1,000 

経常収入合計 64,678,000 

事業費   

有償運送事業費 3,500,000 

福祉サービス事業費 100,000 

地域内バス運行事業費 29,790,000 

まちづくり活動活性化事業 665,000 

生活環境保全事業費 170,000 

地域安全活動費 520,000 

文化の伝承活動費 260,000 

生涯学習推進費 50,000 

スポーツ振興費 10,000 

生涯学習センター管理事業費 23,800,000 

図書館管理事業費 2,769,000 

グラウンド管理費 808,000 

青少年健全育成活動費 190,000 

事業費 計 62,632,000 

管理費 計 746,000 

予備費 1,000,000 

経常収支差額 300,000 

退職給付引当金 300,000 

次期繰越収支差額 15,048,000 

当期正味財産増加額 0 

前期正味財産額 15,048,000 

当期正味財産 合計 15,048,000 

 

令和３年度事業計画（案） 
生涯学習委員会 

NPO 通信の発行 
武儀人材バンク（講座開催） 
情報基地武儀の設置と活用 
「武儀のむかし話ロマンウォークの会」運営 
スポーツの仲間づくり支援（補助金） 
「ムーンライトコンサート」の開催支援 
武儀青少年育成協議会支援 
成人式写真プレゼント 
食と文化の祭典の開催支援 

産業経済委員会 
武儀のイベント開催 
武儀体験プログラムの検討 
「しあわせの気の森」の整備 
農業・林業の支援 

生活安全委員会 
見守り隊パトロール 
武儀見守りネットワーク 
人の力を伸ばして生かそう 
要援護者家庭の除雪、通学路の除雪 
ササユリ保護育成 
花の寄せ植え等成人講座 

保健福祉委員会 
むぎファミリーサポート事業 
乳幼児学級応援事業 
買い物支援事業 
クリスマスグッズを作ろう 

事務局事業 
福祉有償運送の運行 
津保川地域巡回バスの運行 
ほがらかサロンの実施 
武儀生涯学習センターの維持管理 
関市図書館武儀分館の業務委託 
武儀地域内運動施設の受付業務 
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関市あんしんメールの配信登録について 

Step１ ＱＲコードをスマホや携帯電話のカメラで読み

取りwebページへアクセスしてください。表示さ

れるページで「緊急メール」をクリックします。 

Step２ 「登録・変更・解除」を選択し、空メール送信画

面を開きます。 

Step３ 「メールを送信する」をクリックし、メール作成画

面を開きます。開いたメール画面で、変更を行

わずにそのまま送信します。 

Step４ 「仮登録完了のお知らせ」という件名のメール

が届きますので、メールを開きます。 

今年度の武儀支部自治会敬老会について 

第１回自治会長会（6月）での確認事項 

① 新型コロナ感染対応として武儀地域全体で

は実施しません。 
② 今年度より 76才以上が対象となります。 

③ 単位自治会として実施しない場合は、1 人

当たり 1,500 円相当の記念品を配布しま

す。（武儀敬老会実行委員会で対応） 

また、新型コロナ感染対策をとっていただ

いたうえで単位自治会として申請すること

により1人当たり3,000円以内で実施する

ことができます。ただし、補助金申請及び実

施報告までを行っていただきます。 

 ・申請期限は 7月 31日まで。 

自治会武儀支部情報伝達訓練について 

７月７日（水）午後７時から武儀支部全自治会

長を対象とした情報伝達訓練を実施しました。この

訓練は、災害及び緊急時に各自治会長に正確に

支部長からの連絡、指示、各種情報の伝達ができ

るよう訓練するものです。 

今回は、電話による伝達訓練を実施しましたが、

概ね開始から１５分程度で伝達が完了し、問題なく

終えることができました。今後とも、地区の安全安

心のために様々な訓練を開催し日頃から意識を高

めていきます。 

今回の訓練に参加していただいた各自治会長さ

んにお礼を申し上げます。 

防 災 ア レ コ レ 

「天災は忘れたころにやってくる」と言ったのは昔

の事。今は「天災は忘れないうちにやってくる」と言い

換えたほうが良いと思うほど毎年のように大きな自

然災害に見舞われています。 

今月初めの、静岡県熱海市での土砂災害におい

ては、目を疑う光景でした。このような自然災害には、

いくつかの要因が重なって大きな災害につながるケ

ースがあります。例えば、梅雨前線を台風が刺激して

大雨を降らすなどがよく起こります。 

そのような私たちの日常を守る安全対策を皆さん

は行っていますか？様々な災害情報を入手することも

その一つです。難を逃れる、命を守る行動に繋がりま

す。 

例えば、新聞やＴＶ、インターネットなどを通して情

報を入手するなど、手段は溢れています。 

しかしながら、情報過多の時代であるが故に、得る

情報が信ぴょう性の高い情報でなければなりませ

ん。そうした情報の中で、地域の身近な情報元として

「関市あんしんメール」があります。関市役所ホーム

ページ 総合メニューの「関市あんしんメール」をクリ

ックしてください。登録画面に進みますので試してみ

てください。あんしんメールではこんな情報が入手で

きます。 

防 災 情 報 地震、台風、大雨、大雪に関する情報、避難情報 

気 象 情 報 関市に警報が発表・解除された場合にお知らせ 

防 犯 情 報 不審者情報、ニセ電話詐欺などの防犯に関す情報  

生活安全情報 
行方不明者捜索、感染症、食中毒、公共交通、クマ

出没（有害鳥獣情報）など 

イ ベ ン ト イベント・行事、各種募集など 

リ サ イ ク ル 

環 境 
資源回収やごみ収集など  

子育て支援情報 検診や子育てに役立つ情報など 
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空には入道雲が広がり、川では鮎釣りや川遊

びをしている姿を多く見かけ、夏本番を感じてい

ます。 

４月頭に種を蒔いたキヌアがたくさんの実をつけ、７月の２週目に初め

ての収穫を行うことができました。 

田んぼで栽培しているキヌアも順調に成長しているので、８月頭に収穫

したいと考えています。 

収穫したキヌアは、しっかりと乾

燥させ、町内の方からお譲りいた

だいた足踏み脱穀機と唐箕を使

い、丁寧に選別をしていこうと思い

ます。 

この工程も少しずつ紹介してい

く予定です。 

津保川中学校２年生 津保川で鮎の友釣り体験 

6月 30日（水）、津保川中学校 2年生 23名が地元の津保川漁業

協同組合の鮎釣り名人 32名の指導のもと、１人１本の釣り竿を持ち

マンツーマン指導で鮎の友釣り体験を行いました。 

おとり鮎の付け方や竿の持ち方、おとり鮎の泳がせ方など色々聞き 

ながら２時間半の体験で 28 匹の鮎を

釣り上げました。1人で最高 5匹釣り

上げた生徒もいました。 

地元の年配の方と話す機会がない上に鮎釣りをする機会がない子

供たちにとって、とても貴重な体験であり、思い出に残る時間を過ご

せたことと思います。（三村） 

むぎっこ 
武儀にかわいい仲間が増えました 

お名前 福田 咲子
さ こ

ちゃん 

性 別 女の子 

生れ月 ５月 

地 域 下之保轡野 

父 拓人さん 母 晴香さん 姉 梨子ちゃん   

☆お子様へのメッセージ☆ 

 咲子ちゃん、元気に産まれてきてくれてあり

がとう。梨子ちゃんにもたくさん可愛がられて

ます！ 

岡田
お か だ

 丈
じょう

太郎
た ろ う

 

１月から武儀地域協力隊として活動。現在、

八滝ウッディランドの手伝いや武儀の新しい

特産品としてキヌアの栽培に挑戦中！ ▲乾燥させたキヌア 



 NPO法人日本平成村通信 令和 3年 8月 1日 

-5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日龍峯寺で両面宿儺の 

特別開帳が挙行されます！ 

日 時：令和 3年 8月 2日（月）～8月 8日（日） 

午前 9時から午後 5時まで 

場 所：日龍峯寺（高澤観音） 

連絡先：0575-49-2892 

 

津保川中学校１年生に武儀の名所を案内しました！ 

津保川中学校１年生の校外学習にて、水成地区の「南宮神社」と「八大竜

王」を案内しました。 

当日は、NPO 法人日本平成村から可児と江坂が

ナビゲート。 

南宮神社では、その歴史や昔話（牛抱き六兵衛、

のんのアン）を紹介。八大竜王では、生徒たちと大滝

まで登りました。 

ふるさとには、必ずと言ってよいほどに、その土地の言い伝えがあります。 

過ぎ去った「ふるさと」のどの場所に、いつ、どのようなできごとがあったのでしょう

か。改めてふるさとを見つめてみると、新しい発見がいっぱいありそうですね♪(江坂) 

高澤観音の色鉛筆画をいただきました！ 

愛知県の岩田裕年さんから高澤観音の色鉛筆画

をいただきました。 

岩田さんは自分で撮影した写真をもとに色鉛筆

画を描いており、その際に NPO 法人日本平成村の

ホームページにある多宝塔の俯瞰写真を参考にさ

れたため、ＮＰＯ法人日本平成村が色鉛筆画の複製

をいただきました。 

武儀生涯学習センターのエン

トランスに４枚飾ってありますの

で、ご来館の際はぜひご観覧く

ださい。 

除草活動にご協力いただき 

ありがとうございました 

 ７月４日（日）、「しあわせの気の森」の除草

作業を行いました。 

２７名の方にご参加

いただき、整備する

ことができました。 

ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

「風鈴に絵を描こう！」開催！ 
真っ白な風鈴に絵を描いて 

自分だけの風鈴を作ろう！ 

■方法 

・参加される方は図書館受付までお願いします。 

・受付後、風鈴とペンをお渡しします。 

・完成した風鈴は期間中、学習センター内で展示し

ます。（希望者は持ち帰ることもできます） 

・展示期間終了後、風鈴を引き取りにお越しください。 

■作成・展示期間 

７月２１日(水)から８月３１日（火）までの図書館開

館日 

受付：10時～１７時 
ＮＰＯ法人日本平成村のホームページ
にある写真をもとに描かれた多宝塔の
色鉛筆画 

2019年度いなかっこクラブで 
作られた風鈴 

無料 
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社会福祉協議会からのお知らせ 

社会福祉協議会武儀支部総会を終えて 

令和 3 年度関市社会福祉協議会武儀支部総会は、昨年度に引き続き書面表決で実施いたしました。書面

表決は、令和 3年 5月 10日必着で、令和 2年度の事業及び決算報告、令和 3年度の事業計画及び予算案

について、評議員 53 名全員の同意をいただき決定いたしました。まだまだ各活動が大きく制約されます

が、新型コロナウイルスに負けない支えあいの地域福祉活動に取り組んでまいります。 

なお、女性会代表並びに日赤の代表者が交替されましたので、下記の方に理事をお引受けいただきまし

た。任期は、令和４年３月３１日までです。 

理  事 長 尾 史 乃 多々羅 49-3256 女性会代表 

〃 猿 渡 康 子 岩山崎 49-2524 日赤代表 

令和３年度の事業計画 

実施事業 

◇メニュー事業の実施 

配食サービス、友愛訪問、見守りネットワーク事業を実施します。なお、配食サービスは、調理の必要がないパン等

を配食し実施します。ふれあいいきいきサロンの開催に向けての検討会と運営者を対象に研修会を開催します。 

◇本部社協実施事業の協力 

おせち料理の配膳を行います。法人会員・個人会費募集事務への協力を行います。 

◇見守り支援体制の整備 

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯が多くなっております。この地域でいつまでも安心して安全に暮らしていただく

ためには、３６５日２４時間、誰かが気に留めているといった態勢が必要です。日本平成村生活安全委員会と連携

して見守り支援態勢づくりに努めます。 

◇ふくし懇談会の開催 

規模を縮小し９月に開催する予定です。 

予算 

収入の部 支出の部 

項  目 予算額  項  目 予算額 

運営費助成金 678,500円 運営費 545,000円 

内訳  内訳  

均等割 50,000円  会議費等 370,000円 

 会費の実績割 200,000円 手数料 10,000円 

福祉委員割 92,500円 保険料 15,000円 

 事務局助成金 336,000円 事務報酬 150,000円 

支部社協事業助成金計 687,000円 事業費計 917,000円 

内訳  内訳  

配食・会食サービス 240,000円 配食・会食サービス 320,000円 

支部社協だより 30,000円 支部社協だより 40,000円 

ふれあいサロン 300,000円 ふれあいサロン 360,000円 

友愛訪問  70,000円 友愛訪問  150,000円 

見守りネットワーク 47,000円 見守りネットワーク 47,000円 

懇談会助成金 15,000円 事業支出 210,000円 

事業収入等 51,000円 負担金支出 60,000円 

前期繰越金 771,811円 予備費等 471,311円 

合  計 2,203,311円 合  計 2,203,311円 
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支部長からごあいさつ 

コロナ禍での支部活動 

支部長 打田 克弘 

昨年度における各種の支部活動は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、やむを得ず中止、規

模の縮小や制限をしなければならない状況となりました。 

今年度は、新型コロナウイルスのワクチン接種もようやく始まっていますが、変異株の拡大等依然として

感染の脅威が続いています。このような状況の中で、地域福祉に関して各人が様々な工夫や知恵を出し合

い、「今できることや方法」を見つけ出し、昨年度よりも少しでも「ステップアップ」ができればと思いま

す。そして、当支部の活動計画の目的でもあります「誰もが安心して快適に生活できる『共生』のまちづく

り」を目指し、各種の地域団体や組織との協力関係を一層深めながら支部活動に取り組んでまいりたいと考

えております。 

今後とも皆様のご理解、ご支援を何卒宜しくお願いいたします。 

令和２年度収支決算の状況をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

収支差引 771,811円を 令和３年度に繰り越しました。 

実施した主な事業 
①会食・配食サービス 

◇内容 ７５歳以上のひとり暮らし高齢者で希望する方に月１回弁当をお届けするサービスです。 

◇実績 ８３２食配食しました。（前年度対比１７食の増）。利用者は月によって変動しますが、令和３

年３月の利用者は、70人でした。利用を希望される方は、申請が必要となります。支部役員や

民生委員、福祉委員さんにご相談ください。 

②ふれあいいきいきサロン 

◇内容 ６５歳以上の高齢者を対象に高齢者が家に閉じこもらないよう社会参加を目的に開催しました。 

◇実績 ３地区で開催。１１９人が参加されました。 

③見守り活動 

◇内容 ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、障がい者を対象に民生委員と福祉委員が連携して見守る活

動です。 

◇実績 対象延人数は７９２人（前年度対比３９０人の減）、見守り回数は６５２回（前年度対比８１８

回の減）でした。コロナ禍で活動の制限を大きく受けました。 

 

支出総額 

896,605円で内訳は、下記のとおりです。 

 

運営費 231,258円 

事業費 604,347円 

事業支出 0円 

負担金支出等 61,000円 

収入1,668,416円

運営助成金 事業助成金 事業収入 繰越金等

722,843 円円 

550,568 円 

334,005 円 

支出896,605円

運営費 事業費 負担金等支出等

604,347円

231,258 円 

収入総額 

1,668,416円で内訳は、下記のとおりです。 

 

支部社協運営助成金 ７２２，８４３円 

事業助成金 ５５０，５６８円 

事業収入 ６１，０００円 

懇談会助成金 ０円 

繰越金等 ３３４，００５円 
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〈コラム武儀〉 

今回２年４か月ぶりに「むぎ

っ子」の赤ちゃん紹介の取材

に行きました。 

昨年ペンギンクラブに遊び

に来ていた女の子に妹ができ

て、すっかり「小さいママ」にな

って妹をあやしていたのが、と

ても可愛かったです。（三村） 

武儀地域の人口 （単位：人） 
地域名 男 女 計 

対前月比較 3 -1 2 

富之保 517 554 1071 

対前月比較 -3 1 -2 

中之保 417 431 848 

対前月比較 -2 2 0 

下之保 530 538 1068 

対前月比較 -2 2 0 

小計 1,464 1,523 2,987 

令和 3年 7月１日現在 

住民基本台帳人口 

（関市ホームページより） 

サロンについて 

新型コロナウィル

ス感染防止のため、

当分の間、中止とさ

せて頂きます。 

再開できるように

なりましたら、お知

らせします。 

休館日のお知らせ 

8月 2、16、23、30日(月)、１０日(火)は休館い

たします。新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、ご来館の際はマスクの着用、入場同意書の

記入をお願いいたします。 

課題図書の貸出について 

【期間】６月１９日(土)～８月２9日(日) 

※８月３１日(火)からは通常の本と同じ

扱いになります 

【貸出期間】１週間 

【予約】受取館のみ対象（武儀で借りる場合、

本館にある本は取り寄せできません） 

【予約取置】３開館日 

【返却】必ず借りた館に直接返却してください 
「はじめてのテン
ト山行 登る＆泊
まる徹底サポート
BOOK」栗山祐哉 

テント泊登山の
事前準備～当日
の動きを解説。 

「あした、山へ行こ
う！日帰り「山女子」
のすすめ」鈴木みき 

山に登ったことの
ない女性に向け
た気軽な登山を
提案するコミック
エッセイ。 

「身近にある毒植
物たち」森昭彦 

身近だけど意外
と知らない雑草・
野菜・園芸植物
たちの毒を知って
正しく付き合いま
しょう。 

「人狩り熊」米田
一彦 

登山やタケノコ採
りで熊と遭遇しな
い・対処するため
に、実際に起きた
事例を学びましょ
う。 

「子どもと一生の
思い出をつくる星
空キャンプの教
科書」松尾真里
子(監修) 

天体観測をテー
マにしたキャンプ
を紹介。 

「ステップアップ
友釣り仕掛け」ア
ユ釣りマガジン編
集部(編) 

友釣りの基本的
な解説・名人オリ
ジナルの仕掛け
を紹介。 


