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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概要

「第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会」は、「巨樹王国宣言～豊かな自然と時の番人から

学ぶ～」をテーマに、平成22年5月29（土）～5月31（月）までの3日間にわたり徳島県つるぎ町で開催され

ました。

29、31日の巨樹めぐりツアーでは「つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー」「津志嶽のシャクナゲ群落地を

めざして」「貞光二層うだつの町並みと加茂の大クス」「剣山と巨樹をめざして」の4つのコースに分かれ、

巨樹を探訪しました。ツアーガイドとしてつるぎ町観光案内人「つるぎの達人」の活躍や、ツアー途中では

地域住民による田楽やお茶の接待など住民の方々にご協力頂きました。30日の貞光中学校体育館で行わ

れたフォーラムでは巨樹関連の報告やパネルディスカッションなど、子供から高齢者の方々まで幅広い世

代の方々にご傾聴頂きました。そのほか「柳生真吾さんと巨樹っ子作り」「巨樹展」「半田漆器展」「交流会」

などさまざまなイベントが開催され、会期中に町内外からの来場者は約2,000人にも上り、つるぎ町「巨樹

王国」を全国に発信しました。フォーラムの最後に次期開催地である茨城県常陸太田市に大会旗を引き継

ぎ、盛会のうちにその幕を閉じました。

○内容

１．名 称 第２３回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会

２．テーマ 主題 巨樹王国宣言 副題 ～豊かな自然と時の番人から学ぶ～

３．趣旨 日本一のエノキをはじめとして多くの巨樹が存在する徳島県つるぎ町で「巨木を語ろ

う全国フォーラム」を開催するとこにより、自然環境の指標である巨樹・巨木の存在意義

への意識を高め、ひいては人間を含む多様な生物と共生する社会の存続について考え

る。これらの活動を通じ、巨樹に象徴されるつるぎ町の豊かな自然を、共に暮らしを重ね

てきた人々の営みとともに誇りを持って全国へ発信する。

４．開催日 平成22年5月29日（土）～31日（月）

５．開催場所 つるぎ町貞光中学校体育館ほか

〒779-4101

徳島県美馬郡つるぎ町貞光字中須賀52 Tel0883-62-2104

６．主 催 第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町実行委員会

７．共 催 全国巨樹･巨木林の会・つるぎ町・つるぎ町教育委員会

８．後 援 林野庁・文化庁・環境省自然環境局生物多様性センター・四国森林管理局・徳島県・徳島

県教育委員会・徳島県森林組合連合会・社団法人とくしま森とみどりの会・にし阿波観光

圏協議会・東みよし町・四国放送・徳島新聞社・（社）国土緑化推進機構

９．協 賛 （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）リブドゥコーポレーション



○各イベント参加者数

イベント名 県内 県外 合計

ツアー 58 102 160

交流会 34 126 160

総会 48 72 120

巨樹っ子 25 10 35

フォーラム 421 179 600

巨樹展 219 94 313

半田漆器展 197 84 281

ツアー 23 38 61

巨木の端午 240 60 300

小計 1,265 765 2,030

宿泊者 0 194 194

合計 1,265 959 2,224

第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会参加者一覧表

開催期間内の宿泊者（5施設） ※内訳は下記の表参照

「会音の和」主催によるイベント ※参加者数は予想

備考

「交流会」参加者数（巨樹巨木林の会員、一般者、来賓者、招待者含む）

巨樹めぐりツアーの参加者数

巨樹めぐりツアーの参加者数

※色つきセルは予想で記入しています。その際、県内7：県外3の割合で記入しています。

「半田漆器展」参加者数 ※県内外比率は7：3で予想案分

「総会」参加者数 ※一般参加者数は予想

「柳生真吾さんと巨樹っ子づくり」参加者数

「巨木を語ろう全国フォーラム」参加者数

「巨樹展」参加者数 ※県内外比率は7：3で予想案分
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○成果

１．「巨樹王国」の魅力を再認識

つるぎ町の巨樹は多種多様で他地域にはない独自の魅力を持ち、また古くから地域住民は巨樹を

信仰の対象とし、安らぎや心の豊かさをもらっていた歴史もありました。一宇地区の日本の原風景を

思わせる独特の風景も他にはない独自性を持ち、フォーラムでは多くの方々がつるぎ町を訪れ「巨

樹王国」を語って頂きました。「多種多様性」「信仰の歴史」「一宇の風景」など、これら総合的な「巨樹

王国」の魅力が再認識されました。

２．「巨樹王国」を全国へ発信

全国巨樹・巨木林の会員をはじめ多くの巨樹有識者や愛好家がつるぎ町へ一堂に会し、「巨樹めぐ

りツアー」「交流会」「巨樹・巨木林の会総会」「フォーラム」など期間中いろいろな場面で討論や交流

が行われました。またこれら活動は新聞、テレビなど多くの報道機関にも取り上げられ、巨樹の町「巨

樹王国」として全国へ発信されました。

３．森林環境教育の促進

フォーラムでは「古見小学校の事例発表」「柳生真吾さんと巨樹っ子作り」「半田公民館絵画教室」

「貞光工業高校の巨樹調査」「徳島森林管理署の木工クラフト、森作り活動」など、多くの森林教育活

動を行い、つるぎ町「巨樹王国」に代表される自然から青少年への緑の大切さや自然環境保護への

意識啓発を行い、自然と人間の共存社会を考えました。

４．地域住民の巨樹意識の向上

フォーラムに地元住民の方も多くご参加頂き、巨樹に関わるさまざまな報告や講演に耳を傾けまし

た。古見小学校児童の地域を学ぶ学習として巨樹に関わる方々の調査発表や、有識者のつるぎ町の

巨樹の貴重さやすばらしさなどの報告は町民が普段見慣れている巨樹の意識向上に繋がりました。

また「巨樹めぐりツアー」では地域住民からお茶や田楽の接待、フォーラムの記念品作りなど多くのイ

ベントに町民が携わり、巨樹への意識向上が図られました。

５．着地型観光としての巨樹めぐりツアーの開催

フォーラムで行われた巨樹めぐりツアーＡコース「つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー」は人気が

高く、フォーラム開催を機に民間旅行会社主催の着地型観光ツアーとして継続開催しています。つる

ぎ町が観光案内人として認定している「つるぎの達人」がガイドを行い、「貞光二層うだつの町並

み」、岩戸の「ふるさと料理バイキング」など、地域観光施設を活用した他にはない巨樹めぐりツアー

を開催しています。
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大会プログラム

日 時 内 容

5 月 2 9 日 会員・一般参加者(町内外)

（土） 受付・オリエンテーション

10：00～ ①つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー【定員40名】

17：30 つるぎ町役場 → 鳴滝・土釜 → 赤羽根大師のエノキ → 蔭・白山神社のモミ

→ つるぎの宿岩戸（昼食） → 葛籠のヒノキ → 桑平のトチ・桑平堂のスギ

→ 王太子神社のスギ、ケヤキ → 奥大野のアカマツ → つるぎ町役場帰着

8：30～ ②津志嶽シャクナゲの群落地をめざして【定員20名】

17：30 つるぎ町役場 → 久藪天日神社（登山開始） → シャクナゲの群落地（昼食） →

久藪天日神社（バス乗車） → つるぎの宿岩戸（温泉入浴） → つるぎ町役場帰

着

14：10～ ③貞光二層うだつの町並みと加茂の大クス【定員80名】

17：30 つるぎ町役場 → 貞光二層うだつの町並み → 巨樹展 → 加茂の大クス →

つるぎ町役場帰着

8：30～ ④剣山と巨樹をめざして【定員40名】

17：30 つるぎ町役場 → 葛籠のヒノキ → 桑平のトチノキ・桑平堂のスギ → ラ・フォー

レつるぎ山 → 見ノ越 ＝ 西島駅 → 剣山山頂（昼食） → 西島駅 ＝ 見

ノ越 → つるぎ町役場帰着

18：00～ 交流会 （各県報告、伝統芸能） 会場 慶生殿たにがわ

日 時 内 容

5月28日（金）～31日（月） 会員・一般参加者(町内外)

10：00～17：00

巨樹展及び半田漆器展

日 時 内 容

5月29日（土）～31日（月） 会員・一般参加者(町内外)

10：00～17：00

巨木の端午（お茶の接待など）
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日 時 内 容 会 場

5 月 3 0 日

（日） 受付 受付

10：00 【第17回全国巨樹・巨木林の会総会】 【柳生真吾さんと巨樹っ子づく 貞光中学校体

～12：00 （発言権は会員のみ） り】 育館

・総会議事 「巨樹っ子」製作 貞光中学校玄

・基調講演 関

全国巨樹・巨木林の会 （つるぎ町貞

副会長 平岡忠夫 光）

12：00 昼食（仮設テントにおいて半田そうめん、団子ほか） 分館前駐車場

12：00～ 受付

【第23回巨木を語ろう全国フォーラム】司会【立木加奈子】

13：00～ ①主催者あいさつ、来賓祝辞 貞光中学校体

13：20～ ②巨樹王国紹介及び事例報告 育館

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 柏木喜代幸

5「自然から学ぶ」 タレント 高木美保

休 憩

15：10～ ③徳島交響楽団によるアンサンブル

15：20～ 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 元一宇村教育長 廣澤政文

全国巨樹・巨木林の会 副会長 平岡忠夫

園芸家、八ヶ岳倶楽部代表 柳生真吾

タレント 高木美保

コーディネーター

四国放送アナンサー 保岡栄二

16：30 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 兼西 茂

⑥大会旗引継ぎ（茨城県常陸太田市）

16：40 ⑦閉会

日 時 内 容

5 月 3 1 日 会員・一般参加者(町内外)

（月） 受付・オリエンテーション

9：30～ ①つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー【定員40名】

17：00 つるぎ町役場 → 鳴滝・土釜 → 赤羽根大師のエノキ → 蔭・白山神社のモミ

→ つるぎの宿岩戸（昼食） → 葛籠のヒノキ → 桑平のトチ・桑平堂のスギ

→ 王太子神社のスギ、ケヤキ → 奥大野のアカマツ → つるぎ町役場帰着
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推進体制

第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町企画委員会

第２３回巨木を語ろう全国フォーラムの概要、テーマ、会期など事業の基本計画案を策定する

ため、つるぎ町役場職員の各課の若手職員を中心に「第23回巨木を語ろう全国フォーラムつる

ぎ町大会企画委員会」を平成20年12月22日に設立しました。

第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町実行委員会

第２３回巨木を語ろう全国フォーラムを開催における事業計画及び収支計画、重要案件事項の

協議など、企画委員会から提出された案件の承認機関とすることを目的に各関係機関・団体等

で「第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会実行委員会」（会長：兼西茂）を、平成21年2

月19日に設立しました。

○全国巨樹・巨木林の会
○つるぎ町・つるぎ町教育委員会

○実行委員会
・会則の制定
・事業計画、事業予算の承認 連絡・調整
・事業重要事項の承認

○事務局（地域創造課）
企画委任 企画案 ・各委員会の事務

実施方法案報告 ・各委員会の連絡と調整
・関係者との交渉

○企画委員会（下部組織）
・具体的な企画の審議 連絡・調整
・実施方法の審議
・実行委員会への報告

○後援団体
○協賛団体・企業
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準備経過報告

年月日 件名

平成20年度

7月2～3日 第21回巨木を語ろう全国フォーラム秋田県角館大会

（この大会で23回フォーラムをつるぎ町で開催することが決定される。）

9月～12月 つるぎ町プロジェクトチームに（TPT）による概要会議

10月 懸垂幕完成（貞光ゆうゆう館）

11月 巨樹モニュメント完成（JR貞光駅構内）

12月22日 第１回企画委員会設立

1月8日 第２回企画委員会

1月29日 第３回企画委員会

2月19日 第１回実行委員会設立

3月9日 パンフレット、ポスター完成・発送

3月11日 第４回企画委員会

3月末 第5回企画委員会

平成21年度

4月23日 第６回企画委員会

5月29日 第２回実行委員会

6月18日 第７回企画委員会

9月2日 第８回企画委員会

10月10～11日 第22回巨木を語ろう全国フォーラム鹿児島蒲生町大会

12月15日 第９回企画委員会

1月2日 第１０回企画委員会

1月28日 第３回実行委員会

2月 木道完成（赤羽根大師のエノキ）

3月末 巨樹マップ（出かけよう、巨樹の里へ）完成

平成22年度

4月15日 第１１回企画委員会

4月23日 貞光工業高校看板設置（ゆうゆう館前）

5月5.6日 各種イベント当選結果発送

5月～ 各種予行演習及び会議

5月29～31日 第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会開催
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A-1 つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー
●開催日時５月２９日［土］10：00～17：30 ●定員：40名 ●参加費：1,000円（昼食代、保険料）

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！

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。

○集合場所

徳島県つるぎ町役場 総合受付

〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光東浦1-3 TEL0883-62-3114

○集合時間 10：00 ※集合時間までに受付をお済ませください。

○駐車場 つるぎ町役場駐車場 ※参加者の駐車場を用意しています。当日係員の指示に従って下さい。

○コース

9：30 指定宿泊所（油屋美馬館、マツカホテル） ※前日から宿泊している方はこちらから乗車できます。

↓ バス20分

10：00 つるぎ町役場 ※一般の集合場所はこちら。総合受付でスケジュール等を確認ください。

↓ バス20分

10：30 鳴滝・土釜 ※鳴滝は車窓、土釜は川岸からの見学。注：川岸は滑りやすいのでご注意ください。

↓ バス20分

11：00 赤羽根大師のエノキ ※巨樹近くまでバスが入ります。トイレあり。

↓ 徒歩10分

11：30 蔭・白山神社のモミ ※エノキから徒歩移動。ほぼ全て下り坂。風景をお楽しみ下さい。

↓ バス10分

12：00 つるぎの宿岩戸（昼食） ※地域食材を使った「ふるさと料理バイキング」をお楽しみください。

↓ バス20分、徒歩5分

13：30 葛籠のヒノキ ※徒歩5分は全て車道。

↓ バス10、徒歩下り5分

14：00 桑平のトチノキ・桑平堂のスギ ※トチノキからの帰り道、徒歩下り5分は獣道です。ご注意ください。

↓ 徒歩下り5分、バス20分

15：00 王太子神社のスギ、ケヤキ ※王太子神社を訪れる前にトイレ休憩あり。

↓ バス10分、徒歩上り急斜面15分

16：00 奥大野のアカマツ ※アカマツへは急斜面を登ります。足に自信のない方はバスでお待ちいただきます。

↓ 徒歩下り急斜面10分、バス40分

17：30 つるぎ町役場帰着 ※解散となります。交流会参加者、宿泊者は送迎します。

↓ バス10分

17：45 交流会（慶生殿たにがわ）

↓ ↓

18：30 20：30指定宿泊所（油屋美馬館、マツカホテル、ビジネスホテルふじ、双葉旅館、つるぎ町役場などへ送迎）
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B 津志嶽のシャクナゲ群落地をめざして
●開催日時５月２９日［土］8：30～17：30 ●定員：20名 ●参加費：1,000円（昼食代、保険料）

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

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90ｃｍを超えるも

のは樹齢推定300年とされています。

○集合場所

徳島県つるぎ町役場 総合受付

〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光東浦1-3 TEL0883-62-3114

○集合時間 8：30 ※集合時間までに受付をお済ませください。

○駐車場 つるぎ町役場駐車場 ※参加者へ駐車場を用意しています。当日係員の指示に従って下さい。

○コース

8：00 指定宿泊所（油屋美馬館、マツカホテル） ※前日から宿泊している方はこちらから乗車できます。

↓ バス20分

8：30 つるぎ町役場 ※一般の集合場所はこちら。総合受付でスケジュール等を確認ください。

↓ バス45分

9：30 久藪集落・阿弥陀堂（着） ※登山準備、案内者あいさつ、準備体操、班分けを行います。トイレあり。

↓

9：45 久藪集落・阿弥陀堂（登山開始） ※3時間の登山を行います。

↓ 徒歩1分

9：46 天日のエドヒガンザクラ ※つるぎ町天然記念物。サクラの巨樹をご紹介します。

↓ 登山180分（集落の抜け、約100分は杉林を歩きます。その後原生林が現れ、緑豊かな尾根道を歩きます）

12：45 シャクナゲの群落地（着） ※小川のサンショウウオや見上げるほどのシャクナゲの風景をお楽しみ下さい。

↓ 昼食45分（臨時トイレ設営、携帯トイレを用意していますので有料でお買い求めください。）

13：30 シャクナゲの群落地（下山開始） ※下りが危険ですので注意して下山してください。

↓ 下山150分

16：00 久藪集落・阿弥陀堂（着） ※少々ご休憩ください。トイレあり。

↓

16：20 久藪集落・阿弥陀堂（発）

↓ バス20分

16：40 つるぎの宿岩戸（着） ※汗をお流しください。入浴時間が少なくて申し訳ございません。

↓ 入浴30分（入浴用具は各自ご持参ください。）

17：10 つるぎの宿岩戸（発）

↓ バス20分

17：30 つるぎ町役場帰着 ※解散となります。交流会参加者、宿泊者は送迎します。

↓ バス10分

17：45 交流会（慶生殿たにがわ）

↓ ↓

18：30 20：30指定宿泊所（油屋美馬館、マツカホテル、ビジネスホテルふじ、双葉旅館、つるぎ町役場などへ送迎）
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C 貞光二層うだつの町並みと加茂の大クス
●開催日時５月２９日［土］14：10～17：30 ●定員：80名 ●参加費：無料

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。

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。

○集合場所

徳島県つるぎ町役場 総合受付

〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光東浦1-3 TEL0883-62-3114

○集合時間 14：10 ※集合時間までに受付をお済ませください。貞光駅13：56着の列車で間に合います。

○駐車場 つるぎ町役場駐車場 ※参加者へ駐車場を用意しています。当日係員の指示に従って下さい。

○コース

13：30 指定宿泊所（油屋美馬館、マツカホテル） ※前日から宿泊している方はこちらから乗車できます。

↓ バス20分

14：10 つるぎ町役場 ※一般の集合場所はこちら。総合受付でスケジュール等を確認ください。

↓ 徒歩10分

14：30 旧永井家庄屋屋敷 ※三代にわたり続いた旧庄屋屋敷。鶴亀蓬莱庭園（座視観賞式）の庭や、樹齢約400年といわれる

御所柿も一見の価値があります。町指定文化財。

↓ 徒歩5分

14：45 貞光二層うだつの町並み ※各所で案内人がつるぎ町の二層うだつをご紹介します。

↓ 徒歩5分

14：50 織本屋 ※元造り酒屋のつるぎ町を象徴する商家をお楽しみ下さい。またDVDで二層うだつを紹介する予定です。

↓ 徒歩10分

15：30 巨樹展（就業センター）着 ※つるぎ町巨樹王国を代表する巨樹を巨大写真パネルでご紹介します。

↓ 徒歩5分

16：10 つるぎ町役場 ※スタート地点に戻り、バスに乗車。

↓ バス20分

16：40 加茂の大クス（着） ※国指定の天然記念物。幹経 16.72m 樹高 26m の巨樹をお楽しみください。

↓

17：00 加茂の大クス（発）

↓ バス20分

17：30 つるぎ町役場帰着 ※解散となります。交流会参加者、宿泊者は送迎します。

↓ バス10分

17：45 交流会（慶生殿たにがわ）

↓ ↓

18：30 20：30指定宿泊所（油屋美馬館、マツカホテル、ビジネスホテルふじ、双葉旅館、つるぎ町役場などへ送迎）
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D 剣山と巨樹をめざして
●開催日時５月２９日［土］8：30～17：30 ●定員：20名 ●参加費：1,000円（昼食代、保険料）

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。

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。

○集合場所

徳島県つるぎ町役場 総合受付

〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光東浦1-3 TEL0883-62-3114

○集合時間 8：30 ※集合時間までに受付をお済ませください。

○駐車場 つるぎ町役場駐車場 ※参加者へ駐車場を用意しています。当日係員の指示に従って下さい。

○コース ※天候等の事情によりスケジュールが大きく変更になる場合がございます。ご了承ください。

8：00 指定宿泊所（油屋美馬館、マツカホテル） ※前日から宿泊している方はこちらから乗車できます。

↓ バス20分

8：30 つるぎ町役場 ※一般の集合場所はこちら。総合受付でスケジュール等を確認ください。

↓ バス40分、徒歩5分

9：15 葛籠のヒノキ ※徒歩5分は全て車道です。

↓ バス10分、徒歩下り5分

9：30 桑平のトチノキ・桑平堂のスギ ※徒歩は車道です。木の周辺は一部山道です。

↓ 徒歩登り10分、バス40分

10：20 ラ･フォーレつるぎ山 ※登山準備、弁当配布を行います。トイレあり。

↓ バス10分

10：30 見ノ越 ※トイレあり。

↓ 剣山観光登山リフト15分

11：00 西島駅 ※準備体操、班分けを行います。トイレあり。

↓ 登山60分（途中で山々の説明、大剣神社の説明を行います。）

12：30 剣山山頂（登頂） ※平家の馬場と呼ばれる笹原で昼食をお楽しみ下さい。

↓ 昼食・休憩60分

13：30 剣山山頂（下山開始） ※下りが危険ですので注意して下山ください。

↓ 下山徒歩100分（途中で記念撮影や日本百名水をご紹介する予定です。）

15：30 西島駅 ※徒歩行程終了です。トイレあり。

↓ 剣山観光登山リフト15分

16：00 見ノ越 ※少々ご休憩ください。トイレあり。

↓ バス80分

17：30 つるぎ町役場帰着 ※解散となります。交流会参加者、宿泊者は送迎します。

↓ バス10分

17：45 交流会（慶生殿たにがわ）

↓ ↓

18：30 20：30指定宿泊所（油屋美馬館、マツカホテル、ビジネスホテルふじ、双葉旅館、つるぎ町役場などへ送迎）
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交流会

●開催日時５月２９日［土］18：00～20：00 ●定員：なし ●参加費：3,000円

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！

一般者も参加可能な交流会です。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。

○集合場所

慶生殿たにがわ

〒779-4104 徳島県美馬郡つるぎ町貞光太田西113-1 TEL0883-62-2732

○駐車場 慶生殿たにがわ

※慶生殿たにがわ周辺の駐車場は混雑が予想されます。つるぎ町役場周辺に駐車場を用意し、送迎バスを

発車しますのでご利用ください。

○送迎バス運行表

つるぎ町役場17：30 →→→ 17：40交流会会場20：20 →→→ 20：40指定宿泊所（油屋美馬館、マツカホテル）

（慶生殿たにがわ）

交流会会場20：20 →→→ 20：30つるぎ町役場（ビジネスホテルふじ、双葉旅館）

（慶生殿たにがわ）

※当日、つるぎ町役場から交流会会場（慶生殿たにがわ）まで送迎バスをご用意しています。また、交流会終了後、指定宿泊

所まで送迎いたします。

○スケジュール

17：00 受付け開始 ※会場入口で受付をお願いします。また参加料をお支払ください。（一般者のみ）

↓

18：00 交流会開始

↓

18：45 会員親睦 ※各団体があいさつや報告を行います。

↓

19：00 各ツアー報告 ※本日行った巨樹めぐりツアーを報告します

↓

19：30 阿波おどり ※地元阿波おどり連による演舞。皆さんもご一緒に…

↓

19：55 万歳三唱 ※来年の開催地常陸太田市もご紹介します。

↓

20：00 交流会終了

↓

20：20 各宿泊所に向けて出発（油屋美馬館、マツカホテル、ビジネスホテルふじ、双葉旅館、つるぎ町役場

などへ送迎）

○準備物、注意事項

※参加費3,000円は会場受付でお支払いください。（一般者のみ）
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柳生真吾さんと巨樹っ子づくり

●開催日時５月３０日［日］10：30～12：00 ●定員：100名 ●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。

赤羽根大師のエノキの種から育てた苗木で「巨樹っ子」をつくろう。

一昨年の秋に赤羽根大師のエノキの下で種子を拾って育ててきた苗木で、一宇特産の「巨樹っ子」を作りま

す。講師に柳生真吾さんを迎え、800年生きたエノキを育て、森作りを考えましょう。また特別ゲストにモリゾ

ー、キッコロが会場にあらわれます。

○集合場所

徳島県つるぎ町役場 総合受付

〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光東浦1-3 TEL0883-62-3114

○集合時間 10：30 ※集合時間までに受付をお済ませください。

○駐車場 つるぎ町立貞光中学校運動場

※参加者へ駐車場を用意しています。当日係員の指示に従って下さい。

○スケジュール ※天候等の事情によりスケジュールが大きく変更になる場合がございます。ご了承ください。

10：00 受付け開始 ※体育館前の総合案内で受付をお願いします。参加料をお支払ください。

↓

10：30 イベント開始 ※会場にパイプイスを用意しています。座ってお待ちください。

↓

10：35 柳生真吾さんあいさつ ※柳生さん「おはようございます～」

↓

10：40 作り方説明① ※柳生さんとつるぎ町商工会女性部一宇支部の皆さんが巨樹っ子の作り方を説明してく

↓ れます。

10：50 巨樹づくり① ※材料を選び、参加者皆さんで作りはじめます。柳生真吾さんとつるぎ町商工会女性部

↓ 一宇支部の皆さんか各テーブルをまわり、アドバイスを行います。

11：20 作り方説明② ※作り方の説明の続きを行います。座ってお聞きください。

↓

11：30 巨樹づくり② ※仕上げの作業になります。各テーブルをまわり、アドバイスを行います。

↓

11：45 記念撮影 ※柳生真吾さん、モリゾー、キッコロを囲んでグループごとに記念撮影を行います。

↓

11：55 袋詰め ※持ち帰りやすいように袋に詰めます。

↓

12：00 イベント終了 ※お疲れ様でした。半田そうめんなどつるぎ町特産品市がありますのでご利用くだ

さい。また、記念写真はフォーラム終了時に総合案内所でお受け取りください。
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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

●開催日時５月３０日［日］13：00～16：40

つるぎ町の巨樹を語り、つるぎ町ならではの素晴しさや巨樹王国のあり方を考える。

巨樹王国の成り立ちから未来の巨樹王国のあり方まで、つるぎ町の豊かな自然にかかわる人々が各種報告

や巨樹について語ります。報告を耳で聞いて理解し、スクリーン映像で目で楽しみ、アンサンブル演奏で体で

感じ、また癒されます。そしてつるぎ町独自の「巨樹王国」を考えます。

○開催場所

貞光中学校体育館（つるぎ町役場横）

〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字中須賀52 TEL0883-62-2104

○駐車場 貞光中学校運動場

※当日運動場を駐車場として使用します。駐車場入り口で係員の指示に従ってください。

※当日、空港シャトルバスを運行する都合上、フォーラム2部終了後、17：10頃まで貞光中学校運動場出口にて一時通行制

限を行います。空港シャトルバスの定時運行にご協力をお願いいたします。

○空港シャトルバス運行表

つるぎ町役場15：20 →→→ 徳島とくとくターミナル16：10 →→→ 徳島阿波おどり空港16：20

つるぎ町役場17：00 →→→ 徳島とくとくターミナル17：50 →→→ 徳島阿波おどり空港18：00

※フォーラム終了にあわせて徳島阿波おどり空港までシャトルバスを発車します。

○受付 貞光中学校体育館入口（予定）

※当日受付で参加券および招待券をご提出ください。第23回巨木を語ろう全国フォーラムつるぎ町大会の記念品と交

換いたします。巨樹・巨木林の会員様には総会受付時にお渡しします。一般の方には随時お渡しします。

○スケジュール

12：15 受付開始 ※会場入口で受付をお願いします。

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

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
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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

チェロ…………………………………………生駒元

ヴァイオリン…………………………………木戸洋子

ヴァイオリン…………………………………福田晶子

ヴィオラ………………………………………三ツ井政夫

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〉

元一宇村教育長………………………………廣澤政文

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）

茨城県常陸太田市長…………………………大久保太一

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）

※記念アトラクションは明日からできるエコ活動や森作り活動などの報告などを行う予定です。またモリゾーキ

ッコロと記念撮影ができますのでせひお越しください。

○フォーラムにおける注意事項

※当日、空港シャトルバスを運行する都合上、フォーラム2部終了後、17：10頃まで貞光中学校運動場出口にて一時通行制

限を行います。空港シャトルバスの定時運行にご協力をお願いいたします。

※一部関係者席を除いて自由席となっております。お早目の会場入りをおすすめします。

○会場周辺における産直市、協賛団体・企業ブースについて

※当日、体育館内の後ろのスペースにおいて協賛団体・企業が出店しています。フォーラム開催前や終了後にお立ち寄り

ください。

※当日、体育館外の周辺につるぎ町特産市を開催します。半田そうめんや団子、田楽、あたご柿等、様々な市が出ますの

でお早目の会場入りをおすすめします。

※「巨樹っ子」づくり終了後も昼の時間を利用してミニコンサートや午後からは木を使った体験コーナー等を設置しま

す。小さいお子様も楽しめる内容になっていますので、ぜひ起し下さい。
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巨樹展

●開催日時 ５月28日［金］～５月31日［月］10：00～17：00 ※30日のみ9：00～18：00

●入場無料

つるぎ町の代表的な巨樹約30点を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。

つるぎ町一宇地区に多く存在する巨樹約９０本のうち３０本を巨大パネルと、解説文で紹介し、体力に自信

のない方でも巨樹めぐりを楽しんでいただきます。一本一本の説明やプロジェクターでの鑑賞、実寸巨樹アー

など、巨樹たちをいろんな方法で展示します。開催時間を４日間と長く設け、国の天然記念物「赤羽根大師の

エノキ」はもちろんのこと、春に薄紅色の花を咲かせるエドヒガンザクラ、高山植物のシャクナゲの群生地など

数多くの巨樹をお楽しみください。

○開催場所

つるぎ町就業改善センター 大会議室

〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光宮下61 TEL0883-62-2331

○駐車場 つるぎ町就業改善センター

※約50台の駐車が可能です。

半田漆器展

●開催日時 ５月28日［金］～５月31日［月］10：00～17：00 ※30日のみ9：00～18：00

●入場無料

漆を幾重にも塗り重ねた高級漆器を展示、半田漆器の歴史に触れる。

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の歴史や現物を展示します。今は特産品の地

位をそうめんに譲った漆器ですが、ものづくりにかける漆器職人の心意気は、半田の土地で脈々と受け継が

れています。 竹内漆工房の竹内久雄さん所有の半田漆器を中心に展示します。

○開催場所

つるぎ町就業改善センター 中会議室

〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光宮下61 TEL0883-62-2331

○駐車場 つるぎ町就業改善センター

※約50台の駐車が可能です。














