森10 年

2019
▼

2029

１月
東京

これまでとこれから

プレ講座

森と木材製造流通の10 年
2019

1 25 地球環境パートナーシッププラザ

17:00 Open /17:30 Start /20:30 End

fri.

基調講演
トーク
セッション

公共施設の木造木質化
を支援︒第 回木の建
築賞大賞受賞︒

﹁村岡小学校幼稚園﹂完成

13

赤堀 楠雄
井上 淳治
安田 哲也

30 名

渋谷区神宮前５-5370 国連大学ビル1 階

/ NPO法人西川・森の市場 代表理事
/ NPO法人サウンドウッズ 代表理事

AKAHORI Kusuo

プレ講座

森と林業の10 年
2019

2 15 近畿中国森林管理局１F

17:00 Open /17:30 Start /20:30 End

参加費

3,500 円/ドリンク軽食付き

レストラン杣 soma

都道府県が主催する建
築士・木材事業者向け
講座の企画運営︒

﹁ひろしま木造建築塾﹂
開講

「絶望の林業から希望の林業へ」

トーク
セッション

「この先 10 年に求められる森を育てる人」

聞き手
進行

田中 淳夫
中島 彩
安田 哲也

定員

大阪市北区天満橋 1-8-75

/ 森林ジャーナリスト
/ 有限会社ウッズ森林管理部
/ NPO法人サウンドウッズ代表理事

TANAKA Atsuo

丹波森のオフィスと合
わせて︑森とまちをつ
なぐ拠点設置︒

大阪まちのオフィス開設

記念シンポジウム

森と環境保全活動の10 年
2019

次の世代を担う子供た
ちに森と木に触れる機
会を提供︒
木の施設整備を企画構
想から支援︒全国で多
数の施設が建設中︒

森と木を知る自由研究講座 ﹁にしあわくらほいくえん﹂
完成

3 10 エル・おおさか 709号室

13:00 Open /13:30 Start /17:00 End

sun.

基調講演

参加無料

コメン
テーター
進行

定員

100 名

大阪市中央区北浜東 3-14 大阪府立労働センター

「森に関わる活動の10年〜これまでとこれから〜」川北 秀人

パネル
ディスカッション「森を救う市民活動はどこに向かうか」
パネラー

30 名

田中 淳夫

基調講演

スピーカー

大阪

定員

/ 林材ライター

fri.

３月

3,000 円/ドリンク軽食付き

「木材需要喚起は日本の森を育てているか」

進行

大阪

参加費

「森林国から林業国へ」 赤堀 楠雄

聞き手

２月

anniversary forum

にかかわる

▼

sound woods NPO

﹁誰 が 日 本 の 森 を 救 う
のか﹂をタイトルに全
国を巡回開催︒

2018

2009

スピーカー
サウンドウッズフォーラム

2017

３か年に渡り︑文化財
修復のための森林調査
実施︒

2016

京都・文化の森調査

2015

体験を通して森と木を
学ぶ︑市民向け講座を
毎年企画︒

2014

森の達人チャレンジコース

2013

木材コーディネート基礎講座

2012

今年度で第九期︒森と
まちをつなぐ人材育成
を毎年開催︒

2011

森林所有者と建主をつ
なぐ家づくり︒森林調
査や見学ツアーを展開︒

2010

立木販売による家づくり

2009

サウンドウッズ 設 立10 周年記念フォー ラ ム

井上 有加
竹垣 英信
山本 博
能口 秀一
川北 秀人

安田 哲也

/ 林業女子会＠高知、井上建築
/ 森のライフスタイル研究所 代表理事所長
/ NPO法人日本森林ボランティア協会
/ 有限会社ウッズ 代表取締役
/ IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所] 代表者
/ NPO法人サウンドウッズ代表理事

KAWAKITA Hideto

赤堀 楠雄

聞き手

/ 林材ライター

AKAHORI Kusuo

講

師

田中 淳夫

聞き手

/ 森林ジャーナリスト

3 10

師

川北 秀人

/IIHOE

代表者

[人と組織と地球のための国際研究所]

KAWAKITA Hideto

（日）

パネラー

大阪

竹垣 英信

/ 森のライフスタイル研究所
代表理事所長
TAKEAGKI Hidenobu

能口 秀一

/ 有限会社ウッズ 代表取締役

井上 有加

/ 林業女子会＠高知、井上建築

INOUE Yuka

大学院在学中の 2010年に「林業女子会＠京都」を
立ち上げ。㈱古川ちいきの総合研究所で林業木材
業のコンサルテンィグに携わり、現在は高知県安
芸市で嫁ぎ先の工務店に勤務。林業女子会は国内
外 24か所に展開し、2018年には「＠高知」が設立
した。女性目線から林業の PR や交流、提言活動を
行っている。
パネラー

山本 博

/NPO法人
日本森林ボランティア協会
YAMAMOTO Hiroshi
1955年大阪府出身。
大学卒業後、林業会社に就職。
高知県内の事業所で現場作業と森林管理計画立案、
造林補助事業担当などの管理部門に携わる。1996
年自己都合による退職を機に森林インストラクタ
ー、林業技士（林業経営）の資格を取得。
1997年数
名の仲間と「日本森林ボランティア協会」を立ち上
げ、
2000年法人格を取得し現在に 至る。

1971 年千葉県出身。大学を卒業後、会社員を経て
自営業。2003年５月、森のライフスタイル研究所
を設立。若い世代と一緒に大型バスで出掛ける、植
林や草刈り、間伐などの作業を行なう森づくり体
験ツアーや、企業の CSR 事業の支援など、森とま
ちを繋げる活動を多彩に展開。

パネラー

/ 有限会社ウッズ森林管理部

2007年より林業に従事する。広島や長野など各地
の林業地で修業の後、森を育てる木づかいのため
には分業化した業界をつなぐ木材コーディネータ
ーの重要性を感じ ( 有 ) ウッズに入社。素人山主の
ための立木評価法の開発や、山仕事研修の講師を
務める。

1964 年大阪府生まれ。87年大学卒業後、
（株）リク
ルート入社。国際採用・広報等を担当し、91年に退
職。その後、国際青年交流 NGO 代表や国会議員政
策秘書を経て、94年 IIHOE 設立。NPO のマネジメ
ントや、企業・自治体の社会責任（CSR・LGSR）
への取り組み推進を支援している。

パネラー

中島 彩

NAKASHIMA Aya

1959 年大阪府生まれ。大学卒業後、出版社や新聞
社勤務を経て、日本でただ一人の森林ジャーナリ
ストとして、人と森林をテーマに林業や山村問題
などに取り組む。著書に「森林異変」
「森と日本人の
1500 年」
（平凡社新書）、
「森は怪しいワンダーラン
ド」
（新泉社）、「鹿と日本人 野生との共生 1000
年の知恵」
（築地書館）等、多数

講

/NPO法人西川・森の市場
代表理事

1960 年生まれ。西川林業地の林業経営者。大学卒
業後、奈良県の製材工場での製材見習いを経て、
1984 年 4 月から家業の林業に従事。1997年きま
ま工房「木楽里」を開設。林業から建築・木工まで、
木材コーディネーターとして活動。

TANAKA Atsuo

（金）

井上 淳治
INOUE Junji

1963 年東京都生まれ。大学卒業後、林材新聞社勤
務を経て 99 年よりフリーライターとして林業・
木材に関する取材に従事。著書に、「林ヲ営ム」( 農
山漁村文化協会 )「図解入門 よくわかる最新木材
のきほんと用途」（秀和システム）、「有利な採材・
仕分け実践ガイド」
（編著 全国林業改良普及協会）
など。長野県上田市在住。

大阪

が必要です

師

（金）

2 15

参加予約

講

東京

周年記念フォーラム

10

NPO法人サウンドウッズ 代表理事 安田哲也

1 25

法人 サウンドウッズ 設 立

N
P
O

sound（＝健全な）wood(s)（＝森づくり）の名を掲げ、2009 年に丹波で立ち上げた森とまちを繋ぐ活動は、多くの賛同と
協力を得て、まもなく 10 年を迎えます。10 年という時間は、数十年、数百年の時間を相手にする森林・林業の世界では、
ほんの瞬間にすぎません。しかしこの間、森林林業と木材産業は構造の変革にさらされ、木をつかう社会の意識も大きく変
化しました。まさに、森にかかわる活動にとって、次なるステージが到来したことを実感しています。
節目となるフォーラムでは「森林林業」
「木材産業」
「市民活動」の３つのテーマで 10 年を振り返り、ポスト 2020 年のビジ
ョンを描くことを試みます。未来を考えるこの機会に、皆様のご参加をお待ちいたします。

全体進行

NOGUCHI Shuichi

安田 哲也
YASUDA Tetsuya

1965 年石川県生まれ。大学卒業後、フォトグラフ
ァー・製材会社勤務を経て、2004年に地域産木材
販売と建築設計・デザイン業務を行う有限会社ウ
ッズを兵庫県丹波市内に共同設立し代表取締役。
NPO 法人サウンドウッズ副代表理事、NPO法人丹
波グリーンパートナー代表理事、京都府立林業大
学校客員教授、高知県立林業大学校特別教授。

/ NPO法人サウンドウッズ
代表理事

1970年兵庫県生まれ。大学で建築とデザインを学
び、設計事務所勤務、青年海外協力隊参加を経て、
2004年に有限会社ウッズを共同設立。
2009年より
NPO 法人サウンドウッズ代表理事。
木の建築の魅力
と社会的意義を広める活動を展開。
大学・林業大学
校などの非常勤講師や、建築士や木材関連実務者向
けの講座の企画運営を全国で展開。
一級建築士。

サウンドウッズ HP ▶10 周年記念フォーラムお申込フォームからお申込ください
パソコンやスマートフォンでのお申込みが難しい方は FAX にてお申込ください。
①参加を希望される講座名、
②参加者全員の氏名、所属、専門分野
（林業 or

製材流通 or 建築 or 木製品 or その他であればその内容）
、
③代表者の連絡先
（電話番号、
FAX 番号、
メールアドレス）
をご記入のうえ、
下記まで FAX ください。

※ 事務局からの返信をもって、申込完了となります。お申込後 2 営業日以内に事務局から連絡が無い場合は、
お手数ですがお電話にてお問合せください。

主

催

NPO法人サウンドウッズ

HP
Mail

http://www.soundwoods.net
info@soundwoods.net

Tel/Fax

06-6360-4465

大阪 まちのオフィス

〒540-0037大阪市中央区内平野町2-1-2 アイエスビル5A

N P O自立 強 化 助 成を受けて実 施いたします

