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屋久島環境保全募金へのご協力
ありがとうございました

１９４，４５０円(令和２年度)
皆様からいただきました募金は、屋久島の自然環境保全活動への支援・指導、山岳部保全のた
めの普及活動、屋久島の子どもたちへの環境教育などに利用させていただきました。

島内の募金箱設置協力店（敬称省略）
Ａ コープ宮之浦店 Ａ コープ安房店 Ｊ Ｒ ホテル屋久島 鹿児島県屋久島事務所（2 カ所） グリーング
ラス 公民館(永田･一湊･宮之浦･安房) コミュニティショップわたなべ ふれあいプラザやくしま館 sankara
hotel&spa 屋久島 THE HOTEL YAKUSHIMA（R3.3.16 名称変更）しいば 縄文の宿まんてん ショッピング
プラザコスモ永田店 杉匠 田代別館 たなか屋 寺田屋 泊書店 ドライブイン屋久杉縄文 お食事処
はちまん ビジネスホテルかしま ヒュッテフォーマサンヒロ 文昌堂 ペンションアクティブ ホテルオー
ベルジュ ホテル屋久島山荘 ぽんたん館 本坊酒造 松田商店 マリンブルー屋久島 丸高水産 民
宿山水 民宿前岳荘 民宿水明荘 民宿たけすぎ 民宿八重岳本館 民宿やくすぎ荘 屋久島いわさき
ホテル（2 カ所） 屋久島衛生社 屋久島ガス 屋久島観光センター（５ カ所） 屋久島グリーンホテル 屋
久島警察署 屋久島高等学校 屋久島サウスビレッジ 屋久島森林管理署 屋久島森林生態系保全セン
ター 屋久島世界遺産センター 屋久島町役場本庁・各出張所 屋久島電工 屋久島特産品協会屋久島
ショップ 屋久島トラベル 屋久島パイン 屋久島八万寿茶園 屋久島ふるさと市場 屋久島料理・御宿鶴
屋 屋久杉自然館 ヤクスギランド売店 ライフセンターヤクデン 旅荘美山 ロッジ八重岳山荘 わいわ
いらんど

『まるごと屋久島研修講座 里編・森編』
（担当：渡邉・小泉）
屋久島に初めて赴任された方々を対象に、
「屋久島の
みどころ」を里編、森編に分けてご紹介します。
『里編』
日 時：4 月 17 日（土）9:00～17:00
内 容：バスで島内一周、自然観察
参加費：2,500 円（昼食代・保険料・研修費込）
申 込：４ 月 13 日（火）まで
『森編』

ファンクラブ会員
は 250 円引き

日 時：4 月 24 日（土）9:00～15:00
内 容：ヤクスギランド自然観察
参加費：2,500 円（昼食代・保険料・研修費込）
申 込：４ 月 15 日（木）まで
☆申込先：
（両編共）
：研修センター ℡46－2900

島のはくぶつかんめぐりスタンプラリー
実施期間延長
3 月末で終了予定のスタンプラリーを下記のとおり延
長します。
期
間：令和 3 年 6 月 30 日（水）まで
対象施設：屋久島環境文化村センター
（土日祝日は小・中・高校生無料）
屋久杉自然館（島民無料）
歴史民俗資料館（島民無料）
☆3 館すべてのスタンプを集めると景品をもらえるよ!！
5 月セミナー案内

『親子キャンプ in 屋久島』

（担当：小泉）

世界自然遺産屋久島の自然の中でトレッキングや野
外炊飯、テント宿泊体験などを行います。
日 時：5 月 2 日（日）～4 日（火）
対 象：小学生以上の子どもとその保護者
参加費：中学生以上 21,000 円
小学生 18,000 円（宿泊費・保険料等込）
募 集：限定 6 組（先着順）※合計 20 名まで
申 込：4 月 21 日（水）まで

焚火の時間

インストラクターだより

インストラクター 中村 幹（かんちゃん）

野外活動や自然環境について専門の学校で学んでいた頃、いの一番に教わったのが刃物の使い方と焚火について
でした。野外で活動する中で、最低限これだけ覚えておけば、だいたいの環境で活動ができること、いざというとき命を守る
ことにもつながること、というのがその理由の大きなものでした。
命を守るためにどうしても火を焚かなくてはならない！というような差し迫った状況下に置かれることはそうそうありませんが、
お こ

ちょっとした時間に火を焚いて楽しむのはいいものです。燃料を集め、火を熾し、薪に燃え移らせ、ちょっとずつ大きくしていく
……その過程が楽しくもあり、何よりも火を熾していくことは、ものを育てているような感覚がして、じっくり手をかける楽しみがあ
ると感じます。焚火での調理も楽しいです。火加減に苦労しながら、煙にまみれて自身も燻されながらでやっと完成した一
品の味は、普段ガスや電気からつくるものにはない何かがあるように思います。
下の計画表にもご紹介がありますが、5 月２日から４日にかけて、ご家族を
対象に、様々な野外活動の体験ができるセミナーを企画しております。焚火
をしたり、ドラム缶で炊いたお風呂に入ったり、ヤクスギの森を歩いたり、テント
に泊まったりと、日ごろはなかなかできない・しない体験をしていただけるセミ
ナーになる予定です。
ご家族で、普段の生活とはちょっと違った時間を過ごしてみませんか。

屋久島環境文化研修センター 自主事業年間計画（内容は予告なく変更になる場合があります）
【自然文化体験セミナー】
第1回

４月 17 日(土)

まるごと屋久島研修講座～里編～

対象：一般

第2回

４月 24 日(土)

まるごと屋久島研修講座～森編～

対象：一般

第3回

５月 2 日(日)～4 日(火・祝)

親子キャンプ in 屋久島

対象：親子

第4回

７月 11 日(日)

海辺 de デイキャンプ

対象：親子

第5回

９月 18 日(土)～20 日(月・祝)

やくしま水旅

対象：一般

第6回

11 月 14 日(日)

秋のトレッキング

対象：一般

第7回

１月 23 日(日)

冬季セミナー 生活×環境編

対象：一般

第8回

３月 6 日(日)

冬季セミナー 自然×ものづくり編

対象：一般

【ふるさとセミナー】
◯星空観察会 対象：一般

◯屋久島子どもエコ隊 対象：子ども

第1回

４月 30 日(金)

in 宮浦小学校

第1回

7 月 3 日（土）～4 日(日)

第2回

９月 24 日(金)

in 永田小学校

第2回

11 月６日(土)～７日(日)

第3回

２月 22 日(火)

in 八幡小学校

第3回

2 月 5 日(土)～６日(日)

○幼児環境教育 対象：親子

○その他

第1回

10 月 24 日(日)

６月 20 日(日)

研修センターオープンデー

第2回

12 月 5 日(日)

２月 20 日(日)

forest day

第3回

１月 16 日(日)

未定

自然に親しむ集い

第4回

２月 26 日(土)～27 日(日)

休館日
村センター

ゴールデンウィーク（4/29(木)～5/5(水)）は無休
4/5(月)、12(月)、19(月)、26(月)、5/10(月)、17(月)、24(月)、31(月)

研修センター 4/5(月)、12(月)、19(月)、26(月)、5/10(月)、17(月)、24(月)、31(月)

