
発行：特定非営利活動法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ
〒059-0021　北海道登別市鉱山町8番地3　TEL:0143-85-2569　FAX:0143-81-5808
e-mail: kouzan@npo-momonga.org 　公式HP: http://npo-momonga.org/
公式FB: https://www.facebook.com/npo.momonga

１p　kouzan山セレブ

２p　ふぉれすと鉱山スタッフ解体新書

３p　ふぉれすと鉱山の鉱山暮らしのネタ帖

４p　リレーコラム

49

49 April 2015

５p　鉱山自然情報

６p　ふぉれぼらこら

７p　ＫＯＵＺＡＮ ＥＶＥＮＴs ＆ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

　　　＆応募コンちゃん

5月GW期間中、毎日いろいろイベントやってます！

いいお湯です。
川又温泉



自然を暮らしの中に。様々なヒントを山セレブ（自
然を上手に活用する達人たち）に聞いてみました。

鉱山でどうやって過ごしているのか、鉱山での楽しみ方や、ご自
宅に帰った後の楽しみ方も無理を言って教えてもらいました！

生息地：北海道
全長：10㎝前後
体重：約 40～ 50g

エゾヤチ
ネズミ

（上）壁大好き姉弟：舞うように貼り付く、が信条
※保護者また指導者の下、装備装着などをして実施しています。写真は、
ボルダリングの様子です。
（左下）魚道点検：ながれん魚道清掃の翌週、無償潜水点検実施中。
（右下）どこでも登る：壁があったらしがみ付け！ ( カンチョー禁止 )

（右）野鳥調査から影響
を受けて始めた、鳥の
ファイル。

（左）木を拾ってきて、
木工室で作ったクワガタ
のマグネットは宝物。  右
は木と森のあそび場の際
に作った、木の笛。  色ん
な物を作ることが出来る
のも魅力の一つです！

山セレブのみなさまへ　「私の山セレブライフ」　記事投稿を募集しております。お問い合わせは、0143-85-2569 まで。
募　集

室蘭市在住、Kさん室蘭市在住、Tさん

　ウチの鉱山歴始まりは
鉱山町？行き止まり？ナニソレ
2001 年～、キトピロ・コクワ
を渉猟し、当時流行りの兆しの
デジカメ、腕試しついでに野鳥
を覚え、車で河原に行けたカマ
ンベツ～ダム流入口、深い緑の
渓相に、誘われ潜るし流される
し ( 魚増えたよね、どうでしょ
う）。その間ふぉれすと鉱山は、
チラ見・かすって・そそくさ通
過。当方がまるで、鹿か狸かモ
モンガか。

それが今じゃ、妻と子ども達のお陰、増えたママ友両手で足
らず、今年は何泊したっけな？
そろそろ山へ帰ります。
※「DJ みそしるとMCごはん」風に読んでね。

　友人に誘われ、初めて『森のサロン』に参加したのが７年前。生き物
が大好きな息子にとって、とても楽しい場所の発見でした。春はエゾサ
ンショウウオやカエルの卵から始まり、夏から秋にかけては虫の宝庫！
冬には動物の足跡を辿って住処を探したり、足跡から動物の種類を調べ
たりと年中楽しみは尽きません。
　野鳥調査に参加してからは、鳥にも興味を持ち、鳥のことが書いてあ
る記事を見つけると、ファイリングするようになりました。また、夏の
川遊びは子どもにも私にとっても、なかなか個人ですることの出来ない
貴重な体験で、水生昆虫探しに夢中な長男のみならず、妹や弟もとても
楽しんでいます。自然に囲まれ癒され、色んな楽しみ方の出来る鉱山が
大好きです！

登別市在住、Tさん

（上）家の階段下の扉の取っ手は
鉱山で拾った枝です
（中）鉱山ではじめて参加した森
ちょこっひろば。記念すべき第 1

回目に集まった５組の
友人たちとは今で
も仲良しです！
※写真は鉱山
でのある一コ
マです。

　私とふぉれすと鉱山のつながりは、上
の娘が２歳の時に参加した森ちょこっから
始まり７年になります。森ちょこっ以外でも

鉱山で出会った友だちは、子育てのいろいろな
場所で再会し仲良くなることも多いです。「鉱山で会いまし
たよね～」と会話が始まり、子育ての笑い話や苦労話、趣味
の話などに発展しだんだん仲良くなれます。ふぉれすと鉱山
は、長野県から１人登別にお嫁に来た私に、ステキな友だち
を紹介してくれた大切な場所です。
　上の娘は小さい頃裸足で土の上や草の上を歩くことや泥遊
びを嫌がり、人見知りで私の背中にべったりくっついている
子でした…その子が森ちょこっや森サロに通ううちに自然の
中で裸足で泥だらけになり、友だちと駆け回って遊ぶ子ども
になっていました。仕事を始め鉱山に行く回数は減りました
が、鉱山への想いは増すばかりです ( 笑 )

　わたし、エゾヤチネズミのヤチコ。
　ネズミと聞いて、「キャー」と言う人もいるけれど、結構可愛いの。
　大きさは10cmくらい、まるっこいの。住んでいるのは森の中。草っ
ぱらが好きよ。ちょこちょこ動くわたしに運がいいと会えるかもね！

　それでは、山セレブのみな
さんに「山」で仕入れた
ワザを暮らしにどう活か
しているか教
えてもらいま
しょう！



ふぉれすと鉱山スタッフ解体新書
今から17年前。小学生の私と鉱山の出会い。
　私が鉱山町にはじめて来たのは小学校4年生の時、市の主催のサマーキャンプで

のことです。この当時の鉱山町には、まだふぉれすと鉱山はなく、現在の旧棟部分の

建物があるのみ。鉱山閉山から今よりも時間が経っていないのに、ずっと寂れて閑散

とした印象がありました。このサマーキャンプは自分にとっての初アウトドア体験で、

テントも釣りも目につくものは全部試したい！あおぐと勢いが増すたき火もその一つ

でした。火に近づき、力いっぱい風を送り続けていると…。パチン！はぜた炭の破片が

足首につきました。突然の痛み。状況が分からず混乱している私に駆け寄ってきたの

は、一人の若いスタッフさんでした。「痛くない？冷やせば大丈夫だからね。」スタッフ

さんの落ち着いた対応にほっとして、そこではじめて涙が出てきたのを覚えていま

す。

中学生になって、ふぉれすと鉱山が誕生しました。
　そのスタッフさんの姿が印象に残っていて、中学生での職業体験では当時、オープ

ンして2年目のふぉれすと鉱山を訪れました。巣箱の調査をさせてもらうことになり、

ハシゴを担いで山神社裏の林へ。はじめの緊張もスタッフさんの声掛けのおかげで

薄れ「モモンガが巣箱使っているかもよ？」という言葉に気合いが入りすぎてハシゴ

からずり落ちた位、最後には夢中になっていました。この職業体験の時、館内の案内

はＥさんがしてくれました。

社会人になる頃、あの鉱山に「スタッフ募集」が。
　こうした出会いがきっかけで自然の中での活動に興味を持ち、高校卒業後はそれ

を学ぶことのできる大学へ進学しました。そこで環境教育を学ぶうちに「自分がはじ

めてアウトドアを体験した場所で、今度は自分が！」という思いが芽生え、私はモモン

ガくらぶ（※）の採用試験を受けることを決めました。面接当日、訪れた鉱山町はふぉ

れすと鉱山を中心に活気づいて見え、この10年間でこんなに変わるものなのかと驚

かされました。自分もその一員としてこの活気を作るのだ。スタッフとなった今もそう

思っています。

スタッフになって。　　
　スタッフとなった今では、参加者の皆さんと一緒に、夏には川に飛び込み、冬には

（大人も子どもも本気の）雪合戦に燃え、春の花々や秋の紅葉など散策を通して季節

を感じ、美味しい季節の味を堪能しています。なんだか、今も昔もやっていることが変

わっていないような気も…。ですが、今は自分がスタッフです。「どうすればこの体験

がその人にとって素敵なものになるか？この体験で何を伝えるか？」を考えて活動し

ています。また、ふぉれすと鉱山に関わってくださる方々の「こうならいいな！こんなこ

としたい！」を実現させるために、プログラムづくりから草刈りなどの営繕まで様々な

ことをおこなっています。自然が相手ですので、自分の思ったようにいかないことの

方が圧倒的に多いのですが、その中でも、自然の面白さや活動する楽しさを参加者

のみなさんと一緒になって感じられる瞬間が、私の喜びです。

DATA 東谷 美優
ふぉれすと鉱山歴5年目、26歳
得意分野　　昆虫

最近のはまりごと　各種スキー

（歩くスキー、ネイチャーハイク、山スキー）

２０１３年にリニューアル

２００２年、オープン当初

２００8年、手づくり改装

２００8年、改装前は市民展示
室でした。

ふぉれすと鉱山の今昔
館　内　編

カウンターの裏側から

　3月19日 16:20

受付嬢山ぴぃこと、山田悠香はマンガを描きました。



今日のアウトドア用語
ご存知ですか？
『防水加工ファスナー』

ふぉれすと鉱山の
ふぉれすと鉱山の活動をもっと楽しくするため

のいろいろな情報をご案内します。

「かまや」で石窯ピッツァを
作ってみませんか？

　レインウェアを着てい
たけどファスナーのテー
プ部分から水が浸みて
きた！なんてことは昨日
の話。最近は防水加工が
施されたファスナーを使
用したウェアが増えてき
ました。徹底して防水に
こだわったウェアもある
んですね。

vol.09

山の恵みでスタミナＵＰ！
春は栄養がたっぷり。

▲ 少々匂いがきついので、外出しない日
に食べるのがおススメかも！？

　恵みの春♪ふきの煮物、ウドの天ぷら、タラの芽のおひたし、コ
ゴミの酢味噌和えなど、春の味覚を堪能できる季節の到来です。
スーパーなどではいち早く栽培された山菜も見かけますが、森の栄
養をじっくりと吸い上げた地の物は、風味や香りが格段に違いま
す。中でも多くの方が好んで食べるギョウジャニンニクは、北海道
では代表的な山菜のひとつですが、本州では標高の高い限られた地
帯でしか自生しない貴重な山菜なのです。寒冷地北海道だからこそ
の、森のめぐみとの出あいがまっているわけですね。食べておいし
く体にも良い！春の美味を探しに森の中へ出かけてみてはいかがで
しょうか？

おすすめレシピ！　
滋養強壮健康増進

ギョウジャニンニクの醤油漬け
【材料】

ギョウジャニンニク・・・適量
醤油・・・適量

【作り方】

外遊びの必需品！
レインウェア！！

ギョウジャニンニクの茎の赤い皮の部分を剥き、水
で良く洗って、キッチンペーパーでしっかりと水分を
拭き取る。

ギョウジャニンニクを食べやすい大きさに切り、ビ
ン等の容器にいれ、浸る程度の醤油を入れる。

半日～1日漬けておくだけで、完成！

1.

2.

3.

　鉱山にドーム型の石窯があるのをご存知ですか？
　少しの手間はかかりますが、使い方はいたってシンプル。まずは
ドームの中に薪を入れて、ガンガン燃やします。薪の量にもよりま
すが、窯の内部が暖まるまで約2時間（冬は+30分ほど）。この間
に、ドーム内の薪が燃え尽きてしまわぬように、適宜ドームの中を
覗く必要あり。窯が暖まったら、いよいよピザ生地を投入！ここか
らが勝負です！ピザが焦げないように中でくるくる回しながら焼き
加減を見極めます。最後に取り出すと、手作りピザの完成です！石

窯で作るだけあって、絶
品ですよ！是非これから
の季節にご活用下さい。

※利用の際には予約が必要で
す。電話等で空き状況をご確
認ください。

▲ピザ焼きが終わったら…安定した温度になった窯で、
パンやお菓子などを焼くのがおすすめです！

　これからの季節、快適な外遊びをするための
アイテムのひとつはレインウェア！
　ひと口にレインウェアといっても様々な種類
があります。アウトドアメーカーが製造してい
るレインウェアは価格が高いですが、その高さ
の訳は「高機能」だから。代表的なのは
GORE-TEX。世界最高水準！の防水透湿素材を使
用しており、厳しい環境の中でも快適な外遊び
ライフをサポートしてくれます。

▲雨の日だけ
でなく、ウィン
ドブレーカー
の代わりや、寒
さ対策の防寒
具としても大活
躍間違いなし！
年中着ている
人も多い？！

　しかし、実のところ「高い」レインウェアを
着るのは登山の時だけ…こまめに着替えができ
たり、短時間の活動にはそこまで高機能でなく
ても良い場合が多かったりします。普段の鉱山
の活動ではもう少し手頃なものを使っていると
いうユーザーも多いのではないでしょうか。活
動用途に見合ったウェア選びがおすすめです。

選ぶ時のポイント
①防水性と透湿性　
　ビニール性のカッパは防
水はばっちりですが、ウェ
アの内部が汗で蒸れてびっ
しょりなんてことも…。こ
れは、不快なだけでなく体
温低下も招きます。ウェア
内の蒸れを放出する機能<透
湿性>に着目してみて。

②生地の丈夫さ
　外遊びは全身を使って動
き、また小枝などの突起物
で服などを引っかけやすい
環境でもあります。擦れや
ひっぱりに強い素材、生地
同士の縫い目加工などを
チェック！！

水浸み
ストップ！



4カマンペツ〔Kama（岩盤） un（そこにある） pet（川）〕：ふぉれすと鉱山のすぐ近くを流れる清流

ワタナベ　ケンジ
鉱山町在住
木も知チームリーダー

おいしいもの大好き。ワタナベさん
の作るイタリアン料理は美味だと
か。自宅には自作の木工インテリア
が並ぶ。

鉱山プチネタ
ご存知ですか？
　　鉱山のクラフトルーム

「答えをださない面白さ」

　ネットで見つけた鉱山町の丸太小屋に引っ越して来て、早くも8年がたちました。
　それまで街の中での生活しかしたことがなく、よもや山の中で生活するなど思ってもいなか
ったのが、ある時「雪景色のなかで住んでみたらどんなだろう」という思いにいきあたって、ちょ
うど仕事の変わり目にそれを実現することにしました。
　いろいろ探してなかなか思ったのがなく、探し飽きて先のことを充分考えず半ばあてずっぽ
うで決めました。そして、すぐそばにふぉれすと鉱山があるのを知って、木工教室に参加したの
がお付き合いの始まりです。

　タケノコもキノコも、食べるのは好きですが採るのには興味がなく、釣りも狩猟もするつもり
がなく、なのに山の中。とにかく、生活の場をすっかり変えてみたらどうなるか試してみたかっ
たわけです。

　実際に暮らしてみたら、カメムシが冬の間じゅう家の中に出るし、雪が沢山降ったときは3時
間雪かきしてもまだ車が通れるようにならなかったり。車といえば、買い物には車で15分が一
番近い店なのですが、20年間ペーパードライバーで、いざ運転席に座ってみたら右と左のペダ
ル、どちらがブレーキかアクセルかも忘れていました。だから最初は買い物に出るのも決死の
覚悟で、家に戻ったらぐったり疲れて一時間の昼寝が必要でした。

　

　それでも、山道を散歩するのは楽しいもので、植物の名前などほとんど知らないですが、と
ても不思議な形をしているものや、さも希少植物然としているものなど、本当にそうなのかわ
かりませんが、発見があり感覚を刺激してくれるものに出合うのです。
　ラクな事って、面白みが不足している場合が多いし、便利なことは慣れてしまえば当たり前に
なってしまう、と負け惜しみ半分ですが。

　今やっている木工はどうなるか不明ですが、役に立たない不思議なものほど魅力のあるも
のはありません。そういう意味で続けています。無駄で怪しげなものに囲まれている生活こそ
が人間を豊かにしてくれます。もっとも豊かさが何か、ひとによって違うでしょうが…。

　ふぉれすと鉱山には、クラフト
ルームがあります。のこぎりや木
工用ナイフ、グルーガンが置いて
あり、森の散歩で持ち帰った思い
出の材料を形に残して持ち帰る
ことや、糸鋸やボール盤などを
使って本格的な工作ができる環
境です。
　木工室は、当日でも空いてい
れば利用することができます。お
友達など声を掛け合ってご利用
いただく場合には、予めご予約
をいただくのが確実です。ただ
し、個人・団体に限らず電気工具
などの貸出はプログラム以外は
行っていませんのでご了承くだ
さい。

　ひげ工房や木も知チームが実
施するプログラムは、木のおも
ちゃや木のカトラリーなど日用品
まで幅広く企画していますので、
是非遊びにいらしてくださいね！



鉱山自然情報

今どき・春どき・花どき
　春の感触は、地面が凍れから解放され、暖かい風が頬

をなでるころ。いよいよ木の芽も膨らみ、野鳥の渡が頻繁

となるころ。山肌の雪が日々消えていき、フキノトウが芽を

吹き、フクジュソウが黄金色であたりを飾るころ。真っ白な

冬のときから解放され生命の息吹を感じるころ。

　季節の移ろいはいつでも劇的である。それは五感のす

べてを動員して感じるものであると思う。

　

　花は道具であり、開花は生命を繋ぐための手段で、どん

な植物も繰り返し行うものである。あるものはド派手に、あ

るものは密かに、そしていつの間にかその行為はおわり、

種子になっているものもいる。それはいつも春が頻繁であ

り、あらゆる方法で命はつながれていくものである。「花」

は「華」と言うように、その姿は可愛かったり、美しかった

り、色とりどりなものが普通である。しかし、「花」は「華」で

ないものもある。それは胞子植物たちである。シダ類の動

きは遅く、大分暖かくなってからであるが、もう一つの胞子

植物コケ類は雪がかぶっている時から、本体はまだ縮れて

も蒴をあげて、条件が整えば胞子を撒く種もいる。植物は

あらゆる手段を使って命をつなぐ、とてもしたたかで、強

いものであると感じる春どき・花どきである。そしてどんな

時でも生命はつながり続けていくものであると・・。

2015年3月27日   記MJ

森に流れる時間
米 美知子著　文一総合出版

森に流れる時間は異空間なのかと錯覚してしまうよ
うな、幻想的で神秘的な写真集です。しかも、全て日
本の森。ジブリじゃないですが、何かがいるかも...。
様々な森で自然が創り上げる情景をお楽しみ下さ
い。

kozan field note
「鉱山のフットパス、幌別鉱山跡を旅する」

松原昇平（しょーん）
最近はまっていることは、

GoPro（※）で好きなアウトドア

活動のムービーを撮ることで

す！新しいムービーの撮影方法

を模索中。

（※）GoPro:小型アクションカメラ

KoNGのぶらりさんぽ #04

　森のほんやさんの蔵書の中から、森ぶっくチームが選んだおすすめの一冊をご紹介します。
　この本は、森ぶっくチームが企画する古本市の収益金から購入・寄贈されたものです！

  ▲おいしい季節の到来ですね。

森ぶっくのおすすめモリBOOK
　今年は例年より雪が少なかったせいか春の兆しが早く

感じられます。3月に入ってすぐ鉱山の道端で小さな春を見

つけました。フキノトウです。摘み取りさっそく、フキノトウ

味噌を作りました。口の中が春いっぱいになり、植物からの

エネルギーをも感じられました。

　これから鉱山も山菜摘みのできる時期になりますが、山

菜にはあく（植物の中に含まれる渋み、えぐみ）の強いもの

があり、腹痛・下痢を起

こしたり、又毒草も少な

くないので、十分に気を

付け乱獲・多食せず季

節感を楽しむ程度にし

ましょう。　

（文・福澤恵子）

　今回ご紹介するフィールドはカマンベツへ向かうフットパスです。

　つな環チームのみなさんが笹刈りから看板に至るまでフィールドに足を運び

つくり上げた努力の結晶ともいえる道です。フットパスという言葉を最近よく聞く

ようになりましたが、実のところ本来の意味を知っている人はまだまだ少ないの

ではないかと思います。

　フットパスとは、イギリス発祥の「森林や田園地帯、昔からある風景を楽しみな

がら歩くための小路」のことです。特徴としては自然の中にそのまま道をつけるの

で、その土地の地形を生かしたコースになります。鉱山のフットパスでも昔からあ

る風景、ありのままの自然を楽しむことができるのです。川から水を引いていた水

路や水門の跡、銅を精錬する際に出たスラグを利用した橋など、道のところどころ

に鉱山の歴史を感じとれるポイントが点在しています。雪解けの進むこれからの

時期、鉱山のフットパスには野鳥がやってきますし、花も咲き始めます。雪解けが

進んだ日当たりの良いところにはもうフキノトウが顔を出し、春の始まりを感じさ

せてくれます。途中には小休憩できるベンチや休憩スペースもあるので、天気の

いい日にはお弁当を広げてくつろいでみてはいかがでしょうか？川のせせらぎを

横に歩けるこのフットパスからは視界の開けたカマンベツの河原にもアクセスす

ることもできます。

　ぜひ、お弁当と双眼鏡を片手にフットパスで鉱山の歴史と春の訪れを感じてみ

てください！

森ぶっく
サブリーダー
坂倉女史。

最近、本を読むのが苦手、眠くなる…という悲しい話
を耳にします。OH MY GOD!!勿体な～い（涙）
きっと、読書の定義を難しく捉えているのでしょうね。
絵本だって、写真集だって、お料理本だって、全然Ｏ
Ｋ。好きなジャンルで、楽しい本の世界にトリップして
下さい。

K O Z A N
N A T U R E
G U I D E

最近、野菜を
食べて快調
です！



momonga TEAM

内容も大人と同じテーマだけ
ど、子ども向けにわかりやすく
おしえてくれるし、みんなと一
緒だから楽しく勉強できる！

板垣陽太くん、小学校 4年生
はじめて鉱山に来たのは、幼児
向けプログラムの「森のようち
えん」にお父さんと来たのが
きっかけ。それからしばらくし
て「カジカの学校」へ参加。そ
の後、はじまった CoKoNG 養
成講座もあいまって、再び定期
的に鉱山に来るようになったそ
う。

木幡純くん、小学 4年生。
はじめて鉱山に来たのは、これ
またやっぱり「森のようちえん
」。その後、「森ン子くらぶ」や「な
がぐつレンジャー」などに参加
し、どっぷり鉱山で活動してい
るそう。

受講してみて、どうだった？

山崎です。

待ってる
よ♪

子ども対象のガイド養成講座が
できたのをご存知ですか？

2014年度に新設された子ども・コーザンネイチャー
ガイド（CoKoNG:ココング）養成講座、第一期認定者
のふたりに聞きました！
CoKoNGを受講することになった
きっかけを教えて！

（陽太くん）自然のことをもっと知りたかったか
ら。「カジカの学校」で鉱石や川について学ん
で、面白くてもっと色々な自然のことについて学
べるCoKoNGがあるって聞いて参加しました。

（純くん）お父さんお母さんがKoNGでボランテ
ィアしている姿をずっと見ていて、僕たち子ども
も何かやりたいねって話して、3人くらいで“子
KoNG”っていう名前で宿泊棟の掃除したり片付
けしたりしてた。それで、吉元さんに子どもバー
ジョンのKoNG養成講座をやってほしいってお
願いしたら、ちょうど4年生の時にCoKoNGがで
きてもちろん受講しようと思いました。

（陽太くん）一番楽しかったことは、両生類、爬虫
類の回。幼体と成体で形が違ったり、不思議な
ことがわかったこと。

（純くん）楽しかったことは、水生昆虫の回。ずっ
と水中で生活してたのに成虫になるとなんで
地上にでてくるのかとか、不思議でおもしろか
った。

逆に、大変だったことは…？

（陽太くん）（演習プログラムに向けて）ガイドの
時の説明の仕方とか、資料の準備が大変だっ
た。人に伝える前にまず自分が勉強しなきゃい
けなかったことも大変だったけど楽しかった。
受講したあと「山の学校」とかに参加したら、ス

タッフの人たちの大変さがわかるようになったのも印象に残っている。

（純くん）ガイドの仕方が難しかった。自分が勉強したことを人に伝える力が
なくて、どうやったらうまく人に伝わるのか、難しかった。

楽しかったり、大変だったり…いろんな苦労もあった講座が修了し、認定式、
「最後にみんなの前で賞状をもらってすごくうれしかった。」と語ってくれた
二人からは、充実した日々とこれからの活動への意気込みや期待が伝わっ
てくるのでした。お次は、「これから」のお話です。

Ｑ．今後どんなことを勉強したい？
（陽太くん・純くん）また授業を受
けたい！卒業しちゃって最近は
CoKoNGであんまりやってないか
ら何かやりたいよね！

（陽太くん）野鳥とか。まずは勉強
して詳しくなりたい。

（純くん）シダ植物とか。そして、また人前でガイドして、人に伝えたい。

Ｑ．卒業した今、2015年度の目標は？次に何がしたい？
（陽太くん）色々な分野に詳しくな
って子どもから大人まで、色々な
人に伝えたい。

（純くん）もっと人前でちゃんと話
せるようにうまく説明できるように
なりたい。

（陽太くん・純くん）次の2期生の講義の中で僕たちが登場して、アイスブ
レイクを提供したり、何かガイドして見本を見せたり、実際お客さんを相
手にガイドしてみて気をつけたこととか、大変だったことを教えたい！

講座を終えて…自然の不思議をどんどん発見して
いく姿はとても頼もしいです。今後は子どもたち
の活躍にも乞うご期待ください！

・3 3 3

・鉱山はいろんなことが学べて楽しい！と語る陽太くんは、勉強
してきたことを活かしてお客さん相手にガイドをすることが楽
しみだったらしい。
・純くんが3年生の時、一つ年上の友達がK o N G養成講座を大
人と一緒に受講している姿を見て憧れていたらしい。
※2 0 1 4年度までは、小学4年生以上は大人と一緒にK o N G養
成講座に受講していた）

豆ネタ

　CoKoNGってなぁに？
小学4年生～中学3年生を対象としたガイド養成講座
にて発行される鉱山独自の認定資格です。
植物・動物・野鳥・水生昆虫・歴史・救命救急・川の
    　リスクマネジメント・ガイド概論などの講座

を受講後、実際に参加者を募集しての演習
プログラムを企画・運営します。

2014年度は第一期生として、7名が認定を受け
ました。2015年度は5月から開講します！

　コーザン・ネイチャーガイド養成講座は、
2002年からはじまり、これまで100名以上のガ
イド認定者を輩出してきました。そんな中、多く
の要望を受けて子ども向けガイド要請講座が
誕生したのです。

　今回は、第一号で認定を受けたCoKoNGの
お二人にいろいろお話を聞きましたよ！



■シリーズ編
森のサロン
こうざんちょう森のようちえん
もりもり森ン子くらぶ
里山づくりの日

■どなたでも！イベント
みんなよろしくパーティー
KoNG主管 春のワンディハイク
春の里山まつり
GWスペシャルウィーク
こどもの日スペシャル

5 月 22 日、6月 17 日

5月 17 日、6月 21 日

5月 10 日、6月 14 日

5月 23 日、6月 27 日

4月 5日

4月 26 日

4月 29 日

5月 2・3日

5月 5日

コーザン・ながぐつレンジャー
山の学校
子どもコーザンネイチャーガイド養成講座

5 月 16 日、6月 20 日

5月 24 日、6月 28 日

5月 10 日、6月 14 日

■シリーズ編
コーザンネイチャーガイド養成講座
ガイドウォーク
mamaのためのサロン
たまにはアウトドアライフ

5 月 10 日、6月 14 日

4月 18 日、5月 4日

5月 8日、6月 26 日

5月 29 日、6月 19 日

　　　　　　詳細情報はこちら！
　　　　　　　  http://npo-momonga.org/

カレンダーはこちら！
http://npo-momonga.org/2013google_calendar/google_calendar.html

※各主催プログラムは、事前にお申し込みが必要となります。
※やむを得ず、予定を変更する場合がございます。
　不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合せください！

応募作品
コンちゃん

ONLY

コンちゃんを描いて投稿しませんか？
たくさんのご応募お待ちしております！

〒059-0021　北海道登別市鉱山町8番地3　

TEL:0143-85-2569　FAX:0143-81-5808

Mail: kouzan@npo-momonga.org
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開 館

入館料

休館日

ご宿泊

ご宿泊
場 所

備 品
貸 出

販 売

KOUZAN  INFORMATIOIN

ふぉれすと鉱山
利用のご案内

9:00 ～ 17:30

無料

毎週月曜日（月曜日が
祝日の場合はその翌日
が休館）、 年末年始（12
月 31 日～ 1月 5日）
※7・8月は休館日なし

チェックイン 14:00
チェックアウト 11:00

館内（80 人定員）
テント
ログハウス
　・森のおうち
　・モモンガハウス
　・森トンハウス

バーベキュー台
マウンテンバイク
卓球台
かまや（石窯）
歩くスキー
ネイチャーハイク
スノーシュー
プロジェクター
スクリーン

まき（1束 5～ 6本）

KOUZAN＆MOMONGACLUB 4 ～ 6 月 EVENTs

利用料金等の詳細はこちら

http://npo-momonga.org/2011syuk
uhaku_page/ryokin.html

　　■SEASON企画
　　　　KoNG主管 春の野鳥観察会
　　　　KoNG主管 春の野点
KoNG主管 登山・沢登り机上教室
鉱山町バードソン
KoNG主管 春の登山会
鉱山町フラワーソン
教員向け川のリスクマネジメント講座
KoNG主管 沢登り教室

5 月 4 日

5月 5日

5月 16 日

5月 16 日

5月 30 日

5月 31 日

6月 20 日

6月 28 日


