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18：00～20：00（各県報告、伝統芸能） 
※一般参加可能な交流会です。※各巨樹めぐりツアー参加者、指定宿泊所でお泊まりの方に送迎バスを用意しています。 

巨樹めぐりツアー（エクスカーション） ※詳しくは4、5ページへ 

交流会（会場　慶生殿たにがわ） ※詳しくは5ページへ 

A-1　つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー【定員40名】 10：00～17：30

つるぎ町役場 蛯 久藪・阿弥陀堂（登山開始） 蛯 シャクナゲの群落地（昼食） 蛯久藪・阿弥陀堂（バス乗車） 蛯 つるぎの
宿岩戸（温泉入浴） 蛯 つるぎ町役場帰着 

B　津志嶽のシャクナゲ群落地をめざして【定員20名】 8：30～17：30

つるぎ町役場 蛯 貞光二層うだつの町並み 蛯 巨樹展 蛯 加茂の大クス 蛯 つるぎ町役場帰着 

C　貞光二層うだつの町並みと加茂の大クス【定員80名】 14：10～17：30

�月��日［土］ 

エノキじいさん 

昔より、巨樹王国・一
宇に暮らす日本一の
長老。今では、「赤羽
根大師」信仰の対象
として人々の暮らし
を見守っている。物
静かで、物知り。 
巨樹のみんなに暮ら
しのアドバイスをす
ることも。オオムラ
サキ（蝶々）と仲良し。 

アカマツ親分 

面倒見がよく、頼りに
なる。巨樹王国で、一
番の力持ち。 
ハチマキの角度にう
るさい。自分に厳しく、
人にやさしい、巨樹
王国のリーダー的存
在。 
近くに生えている松
茸は親分の栄養をも
らって暮らしている。 
 

トチノキひめ 

優しくて、かわいい、
巨樹王国のお姫様。
人気者でトチの実が
チャームポイント。 
寂しがり屋でリスと
暮らしている。 
リスはトチの実が大
好物。 

つるぎ巨樹組

つるぎ町役場 蛯 鳴滝・土釜 蛯 赤羽根大師のエノキ 蛯 蔭・白山神社のモミ 蛯 つるぎの宿岩戸（昼食） 蛯 葛籠のヒノキ  
蛯 桑平のトチノキ・桑平堂のスギ 蛯 王太子神社のスギ、ケヤキ 蛯 奥大野のアカマツ 蛯 つるぎ町役場帰着 

つづろ 

つるぎ町役場 蛯 葛籠のヒノキ 蛯 桑平のトチノキ・桑平堂のスギ 蛯 ラ・フォーレつるぎ山 蛯 見ノ越 ＝ 西島駅 蛯 剣山
山頂（昼食） 蛯 西島駅 ＝ 見ノ越 蛯 つるぎ町役場帰着 

D　剣山と巨樹をめざして【定員40名】 8：30～17：30
つづろ 

つ  し だけ 
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A-2　つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー【定員40名】 9：30～17：00

つるぎ町役場 蛯 鳴滝・土釜 蛯 赤羽根大師のエノキ 蛯 蔭・白山神社のモミ 蛯 つるぎの宿岩戸（昼食） 蛯 葛籠のヒノキ 
蛯 桑平のトチノキ・桑平堂のスギ 蛯 王太子神社のスギ、ケヤキ 蛯 奥大野のアカマツ 蛯 つるぎ町役場帰着 

柳生真吾さんと巨樹っ子づくり（会場　貞光中学校校門前広場） ※詳しくは6ページへ 

巨樹めぐりツアー（エクスカーション） ※詳しくは4ページへ 

第17回全国巨樹・巨木林の会総会（会場　貞光中学校体育館） ※詳しくは6ページへ 

10：00　受付開始 

10：30　「巨樹っ子」づくり 

モリゾー、キッコロと考えよう、木のいのちと森づくり（特別ゲスト、モリゾー、キッコロ［予定］） 

12：00　終了 

  9：30　受付開始 

10：00　第17回全国巨樹・巨木林の会総会（一般見学可能。発言権は会員のみ） 

○総会議事 

○基調講演　全国巨樹・巨木林の会　副会長　平岡忠夫 

12：00　終了 

※昼食（半田そうめん、団子ほかつるぎ町ならではの昼食をお楽しみください。） 

第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会 ※詳しくは7、8ページへ 

12：15　受付開始　 

13：00　第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会（第１部） 

①主催者あいさつ、来賓祝辞 

②巨樹王国紹介及び事例報告 

盧「つるぎ巨樹王国紹介」 

……………………… つるぎの達人　佐藤輝子 

盪「日本一のエノキじいさん」 

………………………………… 古見小学校児童 

蘯「剣山国定公園の巡視」 

………………NPO法人剣山クラブ　橋本範文 

盻「津志嶽のシャクナゲ群落」 

………………………………… 徳島森林管理署 

眈「自然から学ぶ」 

………………………………タレント　高木美保 

休　憩 

 

15：10　第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会（第2部） 

③徳島交響楽団によるアンサンブル 

④パネルディスカッション 

　演題「豊かな自然と時の番人から学ぶ」 

　〈パネラー〉 

　元一宇村長…………………………………立道里見 

　全国巨樹・巨木林の会  副会長……………平岡忠夫 

　園芸家、タレント……………………………柳生真吾 

　タレント …………………………………… 高木美保 

　〈コーディネーター〉四国放送アナウンサー…保岡栄二 

⑤大会宣言 

　第23回巨木を語ろう全国フォーラム 

　実行委員会委員長（つるぎ町長）………兼西　茂 

⑥大会旗引継ぎ（茨城県常陸太田市） 

⑦閉会 

16：40　終　了 

16：50　フォーラム記念アトラクション（モリゾー、キッコロ出演予定） 

お茶の接待やその他イベント ※詳しくは9ページへ 
10：00～17：00 ※30日のみ9：00～18：00

巨樹展および半田漆器展 ※詳しくは9ページへ 
10：00～17：00 ※30日のみ9：00～18：00

�月��日［日］ 

�月��日［月］ 

�月��日［金］～��日［月］ �月��日［土］～��日［日］ 
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つ　し　だけ 

　巨樹王国を代表する巨樹をめぐり、地元ガイドにしか聞けないとっておきの話を聞けたり、巨樹はもちろん地域文化も楽
しめる内容になっております。みなさまのご参加をお待ちしております。 
※全国巨樹・巨木林の会員を優先した巨樹めぐりとなっており、一般参加者は抽選での巨樹めぐりとなっております。前日宿泊者のために、指定宿泊所（詳しくは12
ページのトラベルセンターまでお問合せください。）からバスは出発します。ツアー終了後に交流会会場までお送りし、交流会終了後、指定宿泊所までお送りいたしま
す。ツアーの特性上、途中棄権ができません。あらかじめご了承ください。 

※初級程度の登山装備が必要になります。 
※最後に訪れる奥大野のアカマツは急な斜面を登りますので登山に適した靴をご用意ください。  
※基本的にバスで移動しますが、ツアー中延べ50分程度徒歩移動を行います。  
※その他「申し込み方法と共通の注意点」をお読みください。 

　定番の巨樹めぐりは日本一のエノキをはじめとして多くの巨樹達を訪れます。人間よりはるかに長い
寿命を持つ巨樹。それらを目の前にしたら、悠久の昔からの時間の流れや生命の神秘・力強さを感じず
にはいられません。コースの途中では、景勝地である滝の見学や巨樹を育んだ一宇集落の歴史や生活
を学び、昼食では地元食材をふんだんに使った滋味あふれるふるさと料理を楽しんでいただきます。
そんな感動を案内人の「つるぎの達人」がご案内いたします。 

つるぎ町役場 蛯 バス20分　　 蛯 鳴滝・土釜 蛯 バス20分　　 蛯 赤羽根大師のエノキ 蛯 徒歩10分　 蛯 蔭・白

山神社のモミ 蛯 バス10分　　 蛯 つるぎの宿岩戸（昼食） 蛯 バス20分 　　、徒歩5分　 蛯 葛籠のヒノキ 蛯 バ

ス 　　、徒歩10分　 蛯 桑平のトチノキ・桑平堂のスギ 蛯 バス20分　　 蛯 王太子神社のスギ、ケヤキ 蛯 バス

10分　　 、徒歩上り急斜面25分　 蛯 奥大野のアカマツ 蛯 バス40分　　 蛯 つるぎ町役場帰着 

巨樹めぐりツアー（エクスカーション）のご案内 

一宇集落をめぐり、巨樹から生命力と癒しをもらって気分リフレッシュ！ 

つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー A-1
●開催日時 �月��日［土］10：00～17：30 ●定員：40名　●参加費：1,000円（昼食代、保険料） 

注意事項 

申込み方法は11ページへ 

つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー A-2
●開催日時 �月��日［月］9：30～17：00 ●定員：40名　●参加費：1,000円（昼食代、保険料） 

※開催時間が異なりますのでご注意ください。 

申込み方法は11ページへ 

※健脚向きで、中級登山程度（登山高低差約780ｍ）の体力と装備が必要になります。 
※急な斜面を登りますので登山に適した靴や装備をご用意ください。 
※登山口までバスで移動しますが、ツアー中延べ5時間半程度徒歩移動を行います。  
※その他「申し込み方法と共通の注意点」をお読みください。 

　久藪集落（標高約580ｍ）を出発点に津志嶽（標高1492.5ｍ）の東斜面、シャクナゲの群落地（標
高約1360ｍ）を目指します。長く続く登山道を登り、国有林でもある新緑に包まれた原生林に入り、
心洗われます。途中の小川ではサンショウウオと出会い、最後に見上げるほどの大きなシャクナゲ群落
地を歩きます。 
　津志嶽のシャクナゲ群落地（3.3ha）ほど自生地が広く、本数も多いのは全国的にも珍しく、幹周90
ｃｍを超えるものは樹齢推定300年とされています。 

つるぎ町役場 蛯 バス40分 　　 蛯 久藪・阿弥陀堂（登山開始） 蛯 徒歩180分　 蛯 シャクナゲの群落地（昼食） 蛯 徒歩

150分　 蛯 久藪・阿弥陀堂 蛯 バス15分 　　 蛯 つるぎの宿岩戸（温泉入浴） 蛯 バス25分　　  蛯 つるぎ町役場帰着 

片道3時間の急斜面を登り、新緑の森と、シャクナゲの大樹に出会う。 

津志嶽のシャクナゲ群落地をめざして B ●開催日時 �月��日［土］8：30～17：30 ●定員：20名　●参加費：1,000円（昼食代、保険料） 

注意事項 

申込み方法は11ページへ 

津志嶽のシャクナゲ 

赤羽根大師のエノキ 

コース 

コース 
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※舗装された平地の道を歩くので革靴でも参加できます。　※町並み歩きの行程（約2ｋｍ）の移動は徒歩移動になります。 
※その他「申し込み方法と共通の注意点」をお読みください。 

　生活感あふれる貞光二層うだつの町並みをガイドと共に歩きます。貞光のうだつは今も現役の商店
街にあり、生活の中にうだつが溶け込んだ町並みとなっています。また、つるぎ町の巨樹を巨大パネル
で展示する「巨樹展」もご覧いただき巨樹めぐりを疑似体験していただきます。最後にバスで国の天然
記念物である加茂の大クスを訪れます。 

つるぎ町役場 蛯 徒歩　 蛯 貞光二層うだつの町並み 蛯 徒歩　 蛯 巨樹展 蛯 バス

20分 　　 蛯 加茂の大クス 蛯 バス20分 　　 蛯 つるぎ町役場帰着 

古今が入り交った貞光の町歩きと加茂の大クスを眺め、地域生活文化に触れる。 

貞光二層うだつの町並みと加茂の大クス C ●開催日時 �月��日［土］14：10～17：30 ●定員：80名　●参加費：無料 

注意事項 

申込み方法は11ページへ 

※初級登山程度（登山高低差約200ｍ）の体力と装備が必要になります。 
※斜面を登りますので登山に適した靴や装備をご用意ください。  
※剣山登山リフトを使用しますが、ツアー中延べ2時間程度徒歩移動を行います。  
※その他「申し込み方法と共通の注意点」をお読みください。 

　春に始まる新緑は初夏にようやく剣山山頂まで達します。空気清らかで一年を通じて最も剣山が緑
に輝く季節にゆっくり、のんびり山頂を目指しませんか？ 
　ツアーでは四国第一位のトチノキなどを見た後、標高1955ｍの剣山頂上を目指します。見ノ越から
剣山観光登山リフトを利用するため、約40分の登山時間で山頂までたどり着くことができ、登山初心者
でも気軽に登山を楽しむことができます。また、地元のNPO法人剣山クラブの会員が剣山周辺の山々
や伝説をご案内します。 

つるぎ町役場 蛯 バス40分　　 蛯 葛籠のヒノキ 蛯 バス20分　　 蛯 桑平のトチノキ・桑平堂のスギ 蛯 バス30

分　　 蛯 ラ・フォーレつるぎ山 蛯 バス10分　　 蛯 見ノ越（標高1420ｍ） ＝ 剣山登山リフト15分　 ＝ 西島駅

（標高1750ｍ） 蛯 徒歩40分　 蛯 剣山山頂（標高1955ｍ）昼食 蛯 徒歩80分　 蛯 西島駅 ＝ 剣山登山リフト

15分　 ＝ 見ノ越 蛯 バス90分　　 蛯 つるぎ町役場帰着 

初夏の風に心あらわれ、 
西日本第2の高峰剣山を登頂し、達成感を味わう。 

剣山と巨樹をめざして D ●開催日時 �月��日［土］8：30～17：30 ●定員：40名　●参加費：1,000円（昼食代、保険料） 

注意事項 

申込み方法は11ページへ 

交流会 交流会交流会 交流会 
全国巨樹・巨木林の会員や 
巨樹有識者との交流会で、 
もっと巨樹について語り合おう！ 

●開催日時 �月��日［土］18：00～20：00（予定） 
●会場：慶生殿たにがわ　●参加費：3,000円※一般参加可能です。 

　一般参加者も可能な交流会です。巨樹関係者の各県報告や当日行われる巨樹めぐりツアー
の様子をスライドで報告します。最後は徳島の阿波踊りで参加者全員の心を一つに、手を上げ、
輪になり、踊りましょう。 

※参加費3,000円は会場受付でお支払いください。 
※指定宿泊所（詳しくは12ページのトラベルセンターまでお問合せください。）で泊まら
れるお客様は送迎バスを用意しております。 
※その他「申し込み方法と共通の注意点」をお読みください。 

注意事項 

加茂の大クス 

剣山リフトから見た剣山 

コース 

コース 
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●会　　場　貞光中学校校門前広場 
●参 加 費　大人 1,500円（高校生以上） 

子供 500円（中学生以下） 
※親子で1つの巨樹っ子を作る場合は親子で1,500円になります。 
小学３年生以下の参加は保護者同伴での参加を推奨します。 

●巨樹っ子づくり協力　つるぎ町商工会女性部一宇支部 
●特別ゲスト　モリゾー、キッコロ［予定］「考えよう、木のいのちと森づくり」 

柳生真吾さんと巨樹っ子づくり 

●開催日時 �月��日［日］10：30～12：00

10：00　受付開始 
10：30　あいさつ 蛯 材料配布 蛯 作り方説明 蛯 「巨樹っ子」づくり 蛯 柳生真吾さんがテ

ーブルをまわって皆さんにアドバイス 蛯 柳生真吾さんを囲んで皆さんで記念
撮影（写真はフォーラム終了時に総合受付でお渡しします） 

12：00　終了 

事前申込み必要 見学自由 

「巨樹っ子」とは？ 
　赤羽根大師のエノキの種子から育てた苗木や、自生するリュウノヒゲ、イワマツ、セイヨウナンテン、モミジ
など10種類以上使い、根を土で包んで根鉢を作り、表面をコケで覆ったコケ玉です。 
　つるぎ町商工会女性部一宇支部（旧一宇村商工会女性部）の皆さんが巨樹の里一宇を全国のみなさんに
知ってもらおう、巨樹の素晴らしさと自然の豊かさを知ってもらおうと作ったのがはじまりで、都会からの観
光客らが、「いちうの巨木たちを連想させてくれる」「800年生きた巨樹のこどもと生活するのは楽しい」と
いった感想が寄せられています。 
　「巨樹っ子」の収益金は赤羽根大師のエノキの看板や、地区の貞光川にある土釜（滝）に観光案内板を設
置するなどし、巨樹王国の発信と地域振興を行っています。 

　山梨県北杜市大泉町にある園芸施設、八
ヶ岳倶楽部の代表。東京都生まれ。 
　幼いころから祖父や父・柳生博の影響で
植物や動物などの自然に魅力を感じ、その後、
園芸家を志す。玉川大学農学部を卒業後、
花の生産農家で3年間修行。 
　1999年にNHKの園芸番組『趣味の園芸』
のキャスターとなる。2007年よりNHK教
育テレビ「モリゾー・キッコロ　森へいこうよ！」
に出演。八ヶ岳から季節の便りを写真で送っ
ている。 

園芸家・タレント 

柳生 真吾 
（やぎゅう しんご） 

第17回全国巨樹・巨木林の会総会 

　9：30　受付開始 
10：00　第17回全国巨樹・巨木林の会総会 

・総会議題　平成21年度事業報告及び収支決算 
平成22年度事業計画及び収支予算・その他 

・基調講演　全国巨樹・巨木林の会　副会長　平岡忠夫 
12：00　終了 

当日参加可能です※発言権は会員のみ。 

全国巨樹・巨木林の会とは？ 
　環境庁（現：環境省）が昭和63年度より開始した第4回自然環境保全基礎調査の「巨樹・巨木林調査」を
契機として、巨樹・巨木林の会は平成5年10月環境庁自然保護局自然環境調査室の主導のもと第6回巨木
を語ろう全国フォーラム（和歌山県高野町）に併せて設立総会が開かれました。巨樹・巨木林に関する調査
研究および資料の収集整理を行い、国民的財産としての自然史的基礎資料の蓄積を図っています。また巨
樹・巨木林に関心のある個人・団体の交流や相互の情報交換を促進し、自然環境の保全に資するとともに、
現在および将来の国民の健康で文化的な生活の創造に寄与することを目的としています。 
　会員約310名を擁し、会誌「巨樹・巨木林」や巨樹カレンダーの発行、巨樹・巨木林調査、巨樹観察会など
を行っています。巨樹・巨木に興味のある方は事務局までご連絡ください。 
 
全国巨樹・巨木林の会事務局 
〒110-8676　東京都台東区下谷3-10-10 
ＴＥＬ03-5824-0955 
財団法人　自然環境研究センター内 

　共栄大学教授。1972年東京大学農学部
卒業、環境庁入庁。JICAインドネシア生物
多様性プロジェクトリーダー、南関東地区自
然保護事務所長、国立環境研究所環境情報
センター長などを歴任。2001年米国東西
センター客員研究員。2002年共栄大学教授。
専門分野は自然環境政策。特に生物多様性
国際関係論、保護地域政策論、自然と地域開
発など。 

全国巨樹・巨木林の会　会長 

高橋　進 
（たかはし　すすむ） 

全国巨樹・巨木林の会　副会長 

平岡 忠夫 
（ひらおか　ただお） 

●開催日時 �月��日［日］10：00～12：00
●会　　場　貞光中学校体育館 
 

8ページをご覧ください 

 

申込み方法は11ページへ 
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第23回 巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会（第1部）

●開催日時 �月��日［日］13：00～16：40

12：15　受付開始 （当日参加可能ですが事前申込者には記念品をプレゼントいたします。） 
13：00　第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会（第１部） 

①主催者あいさつ、来賓祝辞　実行委員会会長　兼西　茂 
②巨樹王国紹介及び事例報告 
1.「つるぎ巨樹王国紹介」　つるぎの達人　佐藤輝子 
2.「日本一のエノキじいさん」　古見小学校児童 
3.「剣山国定公園の巡視」　NPO法人剣山クラブ　橋本範文 
4.「津志嶽のシャクナゲ群落」　徳島森林管理署 
5.「自然から学ぶ」　タレント　高木美保 
休　憩 

●会　　場　貞光中学校体育館 

申込み方法は11ページへ 

　全児童数13名のつるぎ町立古見小学校。旧一宇村唯一の小学校
で校舎からは日本一のエノキである「赤羽根大師のエノキ」を見る
ことができる。総合学習の一環として一年を通してエノキの観察や
自然環境の学習に取り組む。 

古見小学校児童 
　農林水産省の外局である林野庁四国森林管理局徳島森林管理署。四国第二の霊峰剣
山をはじめ、四国山地周辺に分布する16,287haの国有林と2,123haの官行造林を
管理経営している。平成21年度に津志嶽北側斜面に広く分布しているシャクナゲ群落
を調査。同シャクナゲ群落は国有林内、約3.3haに広がり、つるぎ町の天然記念物に指
定されている。 

徳島森林管理署 

　徳島県つるぎ町出身。平成19年に行われた国民文化祭とくしま2008につるぎ町が募集した観光ガイド養成講座に
応募。修了後、つるぎ町観光ガイドである「つるぎの達人」として巨樹や町並み案内人として活躍。平成20年度からは
貞光二層うだつの町並みにある町観光施設「織本屋」「旧永井家庄屋屋敷」で勤務。 

「つるぎ巨樹王国紹介」 

「自然から学ぶ」 

つるぎの達人　佐藤 輝子（さとう　てるこ） 

　東京都葛飾区出身。1984年、映画『Ｗの悲劇』でデビュー後、ドラマ「華の嵐」の主演をはじめ、ＮＨＫ大河ドラマ等
に出演。またバラエティー番組にも挑戦し、お茶の間の人気者となる。1998年11月、自然と共にある生活を求めて、
栃木県那須高原に住まいを移し、農業にも取り組む。　 
　現在は、芸能生活のみならず、講演や執筆業など幅広い活動を展開。フジテレビ「とくダネ！」レギュラー（水曜日）に
コメンテーターとして出演中。著書は、那須での暮らしぶりをまとめたエッセイ集『木立のなかに引っ越しました』（幻冬
舎文庫）や毎日新聞連載「高木美保のうふふナチュラルライフ」をまとめたエッセイ集「生かされている私　ナチュラリ
ストの幸せ」（集英社）ほか。 

タレント　高木 美保（たかぎ　みほ） 

　徳島県石井町在住。元徳島県高校地理・歴史科教員、登山部・山岳部顧問。日本国際地図学会会員。全国巨樹・巨木林の
会会員。巨木を語ろう全国フォーラムには、鹿児島県蒲生大会、秋田県角館大会に参加。現在、木地師・木地屋について研
究。特に阿波国内の廻国人のルートを踏査中。NPO法人剣山クラブ会員として剣山国定公園内の巡視活動を行っている。 

NPO法人剣山クラブ　橋本 範文（はしもと　のりふみ） 

「剣山国定公園の巡視」 

「日本一のエノキじいさん」 「津志嶽のシャクナゲ群落」 

撮影／鍋島徳恭 
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地元徳島県つるぎ町出身。 

保岡 栄二（やすおか えいじ）　 四国放送アナウンサー 

第23回 巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会（第2部）
15：10　③徳島交響楽団によるアンサンブル 

④パネルディスカッション 
　演題「豊かな自然と時の番人から学ぶ」 
　〈パネラー〉　　　　　　　元一宇村長……………………………立道 里見 

全国巨樹・巨木林の会　副会長……平岡 忠夫 
園芸家、タレント……………………柳生 真吾 
タレント………………………………高木 美保 

　〈コーディネーター〉　　　四国放送アナウンサー………………保岡 栄二 
⑤大会宣言 
　第23回巨木を語ろう全国フォーラム実行委員会委員長（つるぎ町長）　兼西　茂 
⑥大会旗引継ぎ（茨城県常陸太田市） 
⑦閉会 

16：40　終　了 
16：50　フォーラム記念アトラクション（モリゾー、キッコロ出演予定） 

申込み方法は11ページへ 

コーディネーター コーディネーター コーディネーター 

徳島交響楽団 
　1971年、徳島市民管弦楽団として発足。1982年、徳島交響楽団と改称。毎年、多くの演奏会を開催し、徳島県の音楽文化

の発展や青少年の育成に寄与している。2007年に徳島で開催された国民文化祭では開会式、第九の祭典、オーケストラの祭

典、閉会式に出演した。今回巨木フォーラムに合わせ巨樹の持つ生きる力と癒しの力をアンサンブル演奏で表現します。 

フォーラム記念アトラクション（モリゾー、キッコロ出演予定） 
　愛・地球博で大活躍したモリゾー・キッコロが巨木フォーラムにやってきます。 

　モリゾーは、森のおじいちゃん。キッコロは、森のこども。ふだんは人間の目には見えませんが、気をつけているとその存在を感じることができま

す。疲れている人の心に木漏れ日をとどけたり、そよ風をおこしたり…彼らはたくさんの不思議なちからで、私たちを元気にしてくれます。 

　今回はみなさんのエコ活動を応援したり、森づくりを一緒に考えたりするために、徳島県つるぎ町に登場してくれます。フォーラム最後のイベント

として明日からできるエコ活動を考えたり、記念撮影を予定しています。 

　徳島県つるぎ町出身。旧一宇村役場に勤務し、助役を経て昭和63年から平成12年まで3期にわたり一宇村村長を務める。任期

中の平成9年秋、NHK番組である“ドキュメンタリー日本の巨木二千本”を視聴。『これなら一宇村にもある』と思い、テレビに出演

していた巨樹・巨木林の会副会長の平岡忠夫氏を一宇村に招き、巨樹の調査に力を注いだ。 

立道 里見（たつみち さとみ）　元一宇村村長 

　東京都出身。林野庁「森の巨人100選」選定委員。巨樹の会＆日原巨樹ギャラリー主宰。平成5年に当時の環境庁主導のもとで、

環境庁の任意団体として、全国巨樹・巨木林の会が設立され、その副会長を務める。平成8年に東京都奥多摩町日原に移住。その

後、日原を拠点として巨樹ギャラリー・巨樹資料館を開設。平成10年に旧一宇村を訪れ、2週間にわたる巨樹調査を実施し、巨樹や

種類の多さに驚き「一宇村は全国的に見ても例がない巨樹の里である」と評価した。 

平岡 忠夫（ひらおか ただお）　全国巨樹・巨木林の会　副会長 

…6ページをご覧ください。 

柳生 真吾（やぎゅう しんご）　園芸家、タレント 

…7ページをご覧ください。 

高木美保（たかぎ みほ）　タレント 

パネラー パネラー パネラー 

撮影／鍋島徳恭 
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▲剣山剣山 ▲剣山剣山 
1955m1955m

▲ 
津志嶽津志嶽 
1492.5m1492.5m

つるぎ町就業改善町就業改善センター 

貞光中学校体育館学校体育館・つるぎ町役場町役場 

巨樹王国巨樹王国の標識標識・土釜土釜 

つるぎの宿岩戸宿岩戸 
ふるさと料理料理バイキング 
温泉入浴温泉入浴 

鳴滝鳴滝 

王太子神社王太子神社の森 

葛籠葛籠のヒノキ 

赤羽根大師赤羽根大師のエノキ 
（日本一本一のエノキ） 

奥大野奥大野のアカマツ 

ラ・フォーレつるぎ山 

於安於安パーク 貞光二層光二層うだつの町並町並み 
（旧永井家庄屋屋敷旧永井家庄屋屋敷・織本屋織本屋） 

吉良のエドヒガンザクラ 

剣山木綿麻温泉剣山木綿麻温泉 
ゆ　う　ま 

慶生殿慶生殿たにがわ（交流会交流会） 

▲剣山剣山 ▲剣山 
1955m

蜻池田 

（有）小坂塗装小坂塗装 （有）小坂塗装 

ＪＲ貞光駅光駅 ＪＲ貞光駅 

徳島蜷 
▲香川 

美馬IC

▲ 
津志嶽 
1492.5m

つるぎ町就業改善センター 

貞光中学校体育館・つるぎ町役場 

巨樹王国の標識・土釜 

つるぎの宿岩戸 
ふるさと料理バイキング 
温泉入浴 

津志嶽津志嶽のシャクナゲ群落地群落地 
約1360m1360m
津志嶽のシャクナゲ群落地 
約1360m

鳴滝 

王太子神社の森 

葛籠のヒノキ 

赤羽根大師のエノキ 
（日本一のエノキ） 

奥大野のアカマツ 

桑平桑平のトチノキ・スギ 桑平のトチノキ・スギ 

ラ・フォーレつるぎ山 

見ノ越 
1420m1420m
見ノ越 
1420m

於安パーク 貞光二層うだつの町並み 
（旧永井家庄屋屋敷・織本屋） 

吉良のエドヒガンザクラ 

剣山木綿麻温泉 
ゆ　う　ま 

津志嶽登山口津志嶽登山口 
約580m580m

津志嶽登山口 
約580m

慶生殿たにがわ（交流会） 

A

B

C

A

BA D

B

B

A

A

A

A

D A D

D
D

D

ヤマト運輸運輸譁 ヤマト運輸譁 

加茂加茂の大クス 加茂の大クス C

N

半田手延手延べそうめん 
協同組合協同組合 
半田手延べそうめん 
協同組合 

㈱リブドゥ 
コーポレーション 
㈱リブドゥ 
コーポレーション 

貞光食糧工業光食糧工業譌 貞光食糧工業譌 

貞光駅 
158

JR
徳島
線 

ビジネスホテル 
ふじ 

スーパー 

郵便局 

貞光中学校体育館貞光中学校体育館 貞光中学校体育館 
つるぎ町役場町役場 つるぎ町役場 
○巨樹○巨樹を語を語ろう全国全国フォーラム 
○巨樹○巨樹・巨木林巨木林の会総会会総会 
○柳生真吾○柳生真吾さんと巨樹巨樹っ子づくり 
○巨樹○巨樹めぐりツアー発着所発着所 
○シャトルバス発着所発着所 

○巨樹を語ろう全国フォーラム 
○巨樹・巨木林の会総会 
○柳生真吾さんと巨樹っ子づくり 
○巨樹めぐりツアー発着所 
○シャトルバス発着所 

総合案内所 

南建設㈱ 

譌伊庭建設 

銀行 

銀行銀行 銀行 

双葉旅館双葉旅館 双葉旅館 

旧永井家庄屋屋敷 
○お茶のお接待 
　などのイベント 

つるぎ町就業改善町就業改善センター つるぎ町就業改善センター 
○巨樹展 
○半田漆器展 

ガソリン 
スタンド 

つるぎ町商工会町商工会 つるぎ町商工会 

薪おじさん㈱ 薪おじさん㈱ 

剣山観光登山剣山観光登山 
リフト㈱ 

剣山観光登山 
リフト㈱ 

貞光二層うだつ 
の町並み 

その他 
イベント 

 会場図 

協賛団体 
及び企業 

○（社）国土緑化推進機構 
○（社）ゴルファーの緑化促進協力会 
○つるぎ町商工会 
○半田手延べそうめん協同組合 
○ヤマト運輸（株） 
○（有）小坂塗装 
○剣山観光登山リフト（株） 
○南建設（株） 
○薪おじさん（株） 
○（有）伊庭建設 
○貞光食糧工業（有） 
○（株）リブドゥーコーポレーション 

●開催日時 �月��日［金］～�月��日［月］10：00～17：00
●開催場所　つるぎ町就業改善センター　●入 場 料　無料 
●概　　要　　巨樹展はつるぎ町内に点在する約30点の巨樹を巨大写真パネルとプロジェクターで展示し、巨樹めぐりを疑似体

験していただきます。巨樹から生きる力と癒しの力をもらい、集落の人々と共存して生き続いた時間の長さを体感し
てください。 
　半田漆器展は漆を幾重にも塗り重ねた高級漆器である半田漆器をご紹介します。江戸中期に生産が始まり、最盛期
の明治20年代には年間百万個以上の生産量を誇っていた半田漆器。その後、一時衰退の危機も高級漆器として受け
継がれている半田漆器をお楽しみください。 

巨樹展および半田漆器展 

※5月30日のみ9：00～18：00

●開催日時 �月��日［土］～�月��日［日］10：00～17：00
●開催場所　旧永井家庄屋屋敷 ※二層うだつの町並みのなか　●入 場 料　無料 
●概　　要　巨木を語ろう全国フォーラムに合わせ風情あふれる旧永井家庄屋屋敷でお茶のお接待

やその他イベントを計画しています。フォーラムでつるぎ町を訪れた際にはぜひお立ち
寄りください。 

お茶の接待など 

※5月30日のみ9：00～18：00

第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町
大会の主旨にご賛同頂き、様々なご支援を頂
いている団体及び企業の皆様です。 
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催し物の一覧 

�月��日［土］ 
巨樹めぐりツアー（エクスカーション）及び交流会 詳しくは4、5ページへ 

時　間 集合場所 内容（コース） 定員 参加料 

10：00～17：30

8：30～17：30

14：10～17：30

8：30～17：30

18：00～20：00

つるぎ町役場 

つるぎ町役場 

つるぎ町役場 

つるぎ町役場 

慶生殿たにがわ 

Ａ－１　つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー【要申込み】 

Ｂ　津志嶽のシャクナゲ群落地をめざして【要申込み】 

Ｃ　貞光二層うだつの町並みと加茂の大クス【要申込み】 

Ｄ　剣山と巨樹をめざして【要申込み】 

交流会（各県報告、伝統芸能）【要申込み】 

40名

20名

80名

40名

なし 

1,000円

1,000円

無料

1,000円

3,000円 

�月��日［月］ 
巨樹めぐりツアー（エクスカーション） 詳しくは4ページへ 

時　間 集合場所 内容（コース） 定員 参加料 

9：30～17：00 つるぎ町役場 Ａ－2　つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー【要申込み】 40名 1,000円 

�月��日［土］～��日［日］ 
お茶の接待など 詳しくは9ページへ 

時　間 集合場所 内容（コース） 参加料 

10：00～17：00
※30日のみ

9：00～18：00
旧永井家庄屋屋敷 お茶の接待やその他イベント 無 料 

�月��日［金］～��日［月］ 
巨樹展および半田漆器展 詳しくは9ページへ 

時　間 集合場所 内容（コース） 参加料 

10：00～17：00
※30日のみ

9：00～18：00

つるぎ町 
就業改善センター 

巨樹写真展および半田漆器展 無 料 

�月��日［日］ 
総会・巨樹っ子づくり・フォーラム 詳しくは6、7、8ページへ 

時　間 会　場 内　　容 定員 参加料 

10：00～12：00

10：30～12：00

13：00～14：40

15：10～16：40

貞光中学校体育館 

貞光中学校校門前広場 

貞光中学校体育館 

貞光中学校体育館 

第17回全国巨樹・巨木林の会総会【当日参加可能】 

柳生真吾さんと巨樹っ子づくり【要申込み】【見学自由】 

第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会（第１部）
【要申込み、当日参加可能】 

第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会（第2部）
【要申込み、当日参加可能】 

なし

100名

なし

なし 

無 料

大人1,500円
子供　500円

無料

無料 
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郵便はがき 

徳島県美馬郡つるぎ町 
貞光東浦1-3

第23回巨木を語ろう 
全国フォーラム 
つるぎ町大会事務局　行 

①申込みイベント名 
　（例：5月29日（土） 
　  A-1 つるぎクラブ定番 
　　　　巨樹めぐりツアー） 

②郵便番号 
③住所 
④氏名 
⑤年齢 
⑥電話番号 
※参加者全員の住所・氏名・ 
　年齢・電話番号をお書き 
　ください。 

7 7 9 4 1 0 1

●表面 ●裏面 

○巨樹めぐりツアー（エクスカーション） 
○交流会 
○柳生真吾さんと巨樹っ子づくり 
○第23回巨木を語ろう全国フォーラム  ※（当日参加可能ですが事前申込者には記念品をプレゼント）
これら4つのイベントには事前申込みが必要となります。下記の注意事項を確認のうえ事務局までお申込みください。

各イベントの参加券（整理券）および当選の発表は5月10日に一斉発送で行います。

■お申込み方法と共通の注意事項
○官製はがきに①申込みイベント名（例：5月29日（土）　Ａ－１つるぎクラブ定

番巨樹めぐりツアー）②郵便番号③住所④氏名⑤年齢⑥電話番号をお書き

の上お申込みください。第二希望がある方は、第二希望もお書き下さい。

○1通のはがきで5名までの応募ができます。参加者全員の住所、氏名、年齢、

電話番号をお書きください。

○交流会参加料および柳生真吾さんと巨樹っ子づくり、巨樹めぐりツアー（エク

スカーション）の支払い方法については当日会場受付にてお支払ください。

○4月30日（事務局必着）までにお申込みください。

　定員に満たない場合のみ5月20日より電話で受付いたします。

○提供いただいた個人情報は、つるぎ町イベント情報発信の目的にも使用い

たします。

■巨樹めぐりツアー（エクスカーション）における注意事項
○巨樹･巨木林の会員優先の巨樹めぐりツアーとなります。一般応募者多数の場合は抽選となります。当選者への発送は5月10日の予定です。

○第二希望がある方は、第二希望もお書き下さい。当選者には当日の詳しい案内をお送りします。

○主催者に責任のない参加者のけがや事故、他に与えた損害については、主催者は一切責任を負いません。

○小雨でも決行しますが、悪天候によりコースの変更又は中止する場合があります。

○コース内容に適した服装、靴、帽子、手袋、ステッキ、雨具等の装備を整えてご参加ください。

○体調を整えてご参加ください。当日体調がすぐれない方はご遠慮ください。

○ごみは各自必ずお持ち帰りください。

○係員の指示は必ず守ってください。 

◆服装と持ち物について～自然の中を安全に歩くためには、次のような装備が必要です。～ 
●帽子…直射日光、木の枝などから頭や首を守るつば付きの物がおすすめ。

●服…気温差の大きい登山は、上着に着脱しやすく、通気性がよくあたたかいものを用意。

●靴・靴下…はき慣れたトレッキングシューズや登山靴。くるぶしまであるものがおすすめ。靴下は通気性のよい厚手の登山用を着用。替

え用を持っておくとなおよい。

●ザック…荷物は背負うのが原則。日帰りの小型ザックで十分。Ｂ津志嶽とＤ剣山コースでは各自お弁当を入れて登ります。

●雨具…上下セパレートで防水加工素材のもの。晴天のときでも必ずご持参を。

●水筒…水分補給のため必携。早めの補給を。

●杖…足の疲れを軽減する。登山用のものがよい。

●手袋…手を保護する。軍手でも可。

●ゴミ袋…環境保全のため、野外で出したごみは持ち帰りが原則。

■交流会における注意事項
○申込者全員交流会にご参加いただけます。

○巨樹めぐりツアー参加者はツアー終了後、つるぎ町役場（貞光中学校体育館）から交流会会場までお送りします。

○交流会終了後、指定宿泊所までお送りし、翌日は指定宿泊所からフォーラム会場のつるぎ町役場（貞光中学校体育館）までお送りします。

○指定宿泊所のお問合せはフォーラムトラベルセンター美馬市観光有限会社（0883-63-2066）へお問合せください。

■柳生真吾さんと巨樹っ子づくりにおける注意事項
○小雨でも決行しますが、悪天候により会場の急な変更又は中止する場合があります。

○手袋等は事務局で用意しておりますが作業のできる服装でご参加ください。

○応募者多数の場合は抽選となります。当選者への発送は5月10日の予定です。

■第23回巨木を語ろう全国フォーラムにおける注意事項
○申込者全員フォーラムにご参加いただけます。

○当日参加可能ですが事前申込者には記念品をプレゼントいたします。ぜひご友人お誘いあわせの上、お申し込みください。

4月30日貊 事務局必着 締切日 

各イベントお申し込みについて 
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●指定宿泊先・シャトルバス・旅行乗車券に関して ●フォーラム内容、イベント申込みに関して 

お問合せ・申込み先 

アクセス 

トラベルセンター 

■徳島阿波おどり空港、高速バス、ご利用の方へ 

5月29日（土）は徳島阿波おどり空港と徳島とくとくターミナル（松茂）からつるぎ町役場（貞光中学校）まで、シャトルバスを運行します。（要予約） 

5月30日（日）はフォーラム終了後、つるぎ町役場（貞光中学校）から徳島とくとくターミナル（松茂）および徳島阿波おどり空港まで、シャトル

バスを運行します。（要予約）…………申込み方法は上記（フォーラムトラベルセンター美馬市観光有限会社）へ 

○5月29日（土）　徳島阿波おどり空港12：30　　徳島とくとくターミナル（松茂）12：40　　つるぎ町役場（貞光中学校体育館）13：30 

○5月30日（日）　つるぎ町役場（貞光中学校体育館）15：20　　徳島とくとくターミナル（松茂）16：10　　徳島阿波おどり空港16：20 

　　　　　　　　 つるぎ町役場（貞光中学校体育館）17：00　　徳島とくとくターミナル（松茂）17：50　　徳島阿波おどり空港18：00 

 

■ＪＲでお越しの方へ 

・ＪＲ徳島線貞光駅からつるぎ町役場（貞光

中学校）まで600ｍ、約10分。 

 

 

■お車でお越しの方へ 

・徳島自動車道美馬インターから国道438

号線を剣山方面へ約10分。 

※30日のフォーラム開催日は貞光中学校

運動場をご利用ください。29、31日はつる

ぎ町役場駐車場をご利用ください。 

フォーラムトラベルセンター 
美馬市観光有限会社 
〒771-2106　徳島県美馬市美馬町字寺ノ下2-2
TEL.0883-63-2066　FAX.0883-63-3338
〈営業時間〉平　日 9：00～18：00　

土曜日 9：00～13：00
〈定 休 日〉日・祝

第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会事務局 
（つるぎ町役場　地域創造課内） 
〒779-4101　徳島県美馬郡つるぎ町貞光東浦1-3
TEL.0883-62-3114　FAX.0883-55-1051
【E-mail】chiikisouzou@town.tokushima-tsurugi.lg.jp
【HP】http://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/kyojyu/index.html

巨樹王国 検索検索 検索 
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28

岡山岡山 岡山 神戸神戸 神戸 

大阪大阪 大阪 

鳴門鳴門 鳴門 

板野板野 板野 

高松高松 高松 坂出坂出 坂出 多度津多度津 多度津 

阿波池田阿波池田 阿波池田 

阿波加茂阿波加茂 阿波加茂 

穴吹穴吹 穴吹 鴨島鴨島 鴨島 徳島徳島 徳島 

阿南阿南 阿南 

徳島徳島自動車道動車道 徳島自動車道 

山陽山陽自動車道動車道 山陽自動車道 

瀬戸中央瀬戸中央 
自動車道動車道 
瀬戸中央 
自動車道 

高松高松自動車道動車道 高松自動車道 

山陽山陽自動車道動車道 山陽自動車道 

神戸淡路鳴門神戸淡路鳴門 
自動車道動車道 
神戸淡路鳴門 
自動車道 

神
戸
神
戸 

大
阪
大
阪 淡路島淡路島 

吉野川吉野川 

瀬戸大橋瀬戸大橋 

倉敷倉敷 倉敷 岡山岡山 岡山 三木三木JCTJCT三木JCT 中国池田中国池田 中国池田 

明石海峡大橋明石海峡大橋 明石海峡大橋 
神
戸 

美
馬
ICIC

美
馬
IC

高
松
西

高
松
西
ICIC
 

高
松
西
IC
 

高
松
中
央

高
松
中
央
ICIC
 

高
松
中
央
IC
 

坂
出
坂
出
Ｊ
Ｃ
Ｔ 

坂
出
Ｊ
Ｃ
Ｔ 

池
田
池
田 

池
田 

大
阪 

小豆島小豆島 小豆島 

淡路島 

鳴門鳴門ICIC鳴門IC

徳島徳島ICIC徳島IC

吉野川 

▲剣山剣山 ▲剣山 

徳島阿波徳島阿波おどり空港空港 徳島阿波おどり空港 

坂出坂出ICIC坂出IC
瀬戸大橋 

川
之
江

川
之
江
ICIC
 

川
之
江
IC
 

川之江東川之江東 
JCTJCT
川之江東 
JCT

192

438

55

貞光貞光 貞光 

会場 

脇
町
脇
町
ICIC
 

脇
町
IC
 

つるぎ町役場及町役場及び 
貞光中学校体育館貞光中学校体育館 
つるぎ町役場及び 
貞光中学校体育館 徒歩10分

シャトルバス シャトルバス 

東京 

福
岡 

名古屋
 

大鳴門橋大鳴門橋 大鳴門橋 

徳島とくとくターミナル 
（高速バスターミナル） 

停留所名：松茂 

凡例  

高速道路高速道路 
主要道路主要道路 

新幹線新幹線 
JRJR線 

JR線 
高速道路 

一般道路 
徒歩 

〈営業時間〉平日 9：00～18：00・土曜日 9：00～13：00　〈定休日〉日・祝 

フォーラムトラベルセンター美馬市観光有限会社 

■指定宿泊所・シャトルバス・各種旅行乗車券のお問合せは下記までお願いいたします。

TEL.0883-63-2066／FAX.0883-63-3338
〒771-2106　徳島県美馬市美馬町字寺ノ下2-2

会場周辺図は9ページをご覧下さい。

シャトルバス運行のお知らせ 


