平成２２年

ＮＰＯ法人ふらっと南幌

活動実績報告

■お問い合わせ■ フットパス窓口／ TEL090-3891-6675

2010.1～2010.12

FAX 011(378)0137
〒069-0237 空知郡南幌町栄町4-4-19 http://www.flat-nanporo.com/ E-mail：ichikawa@flat-nanporo.com

事業 フットパス・関連事業
月例パス＝毎月・第３日曜・10時/ビューロー集合）
16 火
温泉 南幌温泉かんじきフットパス
１月 17
日
月例 新春鶴沼跡をかんじきで歩く
23 土
江別 キラキラ雪原かんじき体験
8 月 東京より 大雪原をかんじき体験（三重湖）
２月 21 日 月例 三重湖・新夕張川をかんじきフッ
トパス
23 土
小樽 大雪原幌向運河かんじきフット
より パス
主催：NPO法人自然教育促進会

その他の事業

交流団体との関連事業

月

23 土

8
8月

15

キムチ実演講習会
講師 村松武司（食づくり名人：北海道登録）
主催：NPO法人ふらっと南幌
キムチ作り講習会
講師 村松武司（食づくり名人：北海道登録）
主催：NPO法人ふらっと南幌

25 月

1月

6 土

～

23 火

辻井先生と新春を語る
主催：NPO法人ふらっと南幌

8 月
21 日
26 金

３月

４月

5 金 大学生 ふらっと街中コースをフットパス

5金

21 日

月例 旧夕張川・鶴沼地跡をかんじき
フットパス

11

18 日

21

22 土

月例 白樺樹液とりフトパス（新企画）
にて
実験 防風林野草再生ウォーキング

29 祝

調査 泥炭地層と田

～

５月

8土

16 日

30 予定

６月

6日
中旬

20 日

観察 ワークショップ＋フットパス
早春防風林の草花と親しむフット
パス＋絵はがきを作ろう
指導者 井上すみ子
月例 りんごの花と農村景観フットパス
馬追山丘陵長沼町～南幌町
幌向原野をつなぐ13.5キロコース
小樽 アウトドアスクール：田植え体験
より 主催：NPO法人自然教育促進会
調査 北海道遺産北海幹線用水路ﾌｯﾄ
札幌 泥炭地層と田園景観を歩く
より 主催：ＮＨＫ文化教室
月例 幌向運河歴史コース

27
30 土

中旬
中旬

?

26 土

駅逓～防風林～田園～温泉（解散）

７月

18 日

月例 運河下りフットパス
北星橋～南幌温泉をつなぐ2.5㌔
子供参加可

47

3土

3土
18 日

1日

～

８月

14 土
8日

９月

３火
下旬

12
10

17 日

月例 馬追山丘陵紅葉コース

18

下旬

特別 大根抜きフットパス
会場：久保農園

４土

中旬
迄
26 日
中旬

17 日

中旬

11月

21 日

月例 南幌温泉と泥炭地層ｺｰｽ
南幌温泉～キムチ工場～湿原
千年前の地層をつなぐ10㌔

23

初旬

12月

19 日

月例 街なかふらっとコース
夕張鉄道跡～拝み小屋～歴史
通り～防風林～運河～駅逓

12

初旬

統

計

下旬

道産食材を使った子供のおやつ作り講習会
講師：布谷 武 （食づくり名人：北海道登録）
環境保全・普及啓発シンポジウム
講題 未定
講師：石 弘之氏 （東京農業大学教授）
親子かんじき作り ワークショップ
講師 金本 利春 主催：NPO法人ふらっと南幌
味噌作り体験会
豆腐作り体験会

初旬

夏の花みつけよう
主催:野幌森林公園自然ふれあい交流会

中旬

ナローボート学習会
テーマ 海上運送法規基礎学習
講師 北海道運輸局 （依頼中）

7水

下旬

調査船 弁天丸を活用した石狩川の
環境体験
江別防災センター～石狩湾
担当 石狩川開発建設部
美唄 北海幹線用水路フットパス
（北海道遺産）
主催：北海土地改良区

初旬

夏の花みつけよう
主催:野幌森林公園自然ふれあい交流会

28 土

フットパスの原点
～イザベラバードの道を辿る～
主催 イザベラバード道を辿る会

29 日
初旬
4土

5日

3日

16 土
～

月例 収穫祭フットパスin風蔵
北海幹線用水路（北海道遺産）
～鶴沼跡～風蔵収穫祭会場
昼食：南幌ジンギスカンと採りた
て新鮮野菜（参加費：未定）

春の花みつけよう
主催:野幌森林公園自然ふれあい交流会
24 土 ○シンポジウム北海道遺産「北海幹
線用水路」を活かした地域づくりと環
境保全のあり方を探る
講師：北海道環境財団理事長 辻井達
一氏
パネリスト／小林昭裕（専修大学教
授）小川巌（酪農大学教授）真野弘
15 土 （北海土地改良区理事長）
滝川菜花フットパス
主催：江部乙丘陵ファンクラブ
集合：滝川道の駅
29 土 第12回全道フットパスの集いin黒松内
主催：全道フットパス準備会
30 日 共催：黒松内ボランティア協議会
予定 「関連事業：キムチ実演講習会」
指導キムチ作り名人：村松武司

～

10月

19 日
予定

子供 ワークショップ＋フットパス
南幌の土でクレヨンを作ろう
指導 竹居田圭子
月例 新夕張川の歴史と稲穂の景観
コース（農村花ロードを巡る）

1日

中旬

～

15 日

状況 ホタルと星空観察会
みて

水環境学習会
テーマ：ホタルやどじょうが生息できる水環境水質調査
講師：酒井健司 （札幌国際大学観光学部教授）
主催：NPO法人ふらっと南幌
季節の果物を使ったスィーツ作り講習会
講師：布谷 武 （食づくり名人：北海道登録）
辻井先生と「日本一長い植物園構想を語る」夕べ
主催：NPO法人ふらっと南幌
南幌街づくり産業クラスター「心耕塾設立記念講演」
講演 木村 浩一氏
主催：NPO法人ふらっと南幌
どじょう捕獲実験（ペットボトルを利用した仕掛け）
（6ヵ所に設置）
主催：NPO法人ふらっと南幌
幌向運河にホタルの放流・自然観察実験
主催：NPO法人ふらっと南幌
第５回運河まつり
関連事業：キムチ講習会 講師／村松武司
主催：NPO法人ふらっと南幌
第２回どじょう環境学習会 会場 幌向運河・後藤橋
水田に放流したどじょうの成長観察・環境保全の
ための水質調査
ホタルの観察・調査
休有地活用まちづくりセミナー
～南幌コロニヘーヴの可能性～
「農都共生の架け橋 参加型農園コミュニティー」
講師 佐藤 誠氏（予定）
北海道大学観光経済学部教授
第３回どじょう環境学習会 会場／幌向運河：後藤橋
水田に放流したどじょうの成長観察・環境保全の
ための水質調査
旧夕張川・鶴沼周辺フットパス
看板・矢印設置作業
幌向運河 清掃
主催：NPO法人ふらっと南幌
近隣市町村アーティスト展＋太田暁雲書道展
江別・岩見沢・長沼・栗沢・栗山・北広島・他
主催：NPOふらっと南幌
キムチ作り講習会
講師 村松武司（食づくり名人：北海道登録）
主催：NPO法人ふらっと南幌

20 土

～

キムチ実演講習会
講師 村松武司（食づくり名人：北海道登録）
主催：NPO法人ふらっと南幌
13 土 白樺調査と樹液とり学習会
21 日 キムチ作り講習会
講師 村松武司（食づくり名人：北海道登録）
主催：NPO法人ふらっと南幌
初 旬 防風林の樹木調査
指導者 内田 健一（予定）
17 予定 第１回春のごぼう堀体験学習：久保農園
主催：NPO法人ふらっと南幌
29 祝 幌向運河ごみ拾いと清掃
主催：NPO法人ふらっと南幌
10 土 三重湖周辺フットパスコース
看板・矢印作業
30 金
8 土 第１回どじょう環境学習会
会場 幌向運河関連水域
どじょぷ稚魚を田んぼに放流：２箇所１０００匹
幌向運河水域の水田にどじょう用の網を仕掛ける

現場主義の森林学 私の林業遍歴
講師 内田健一（森の仕事人）
主催：北海道環境財団・ｴｺﾈｯﾄﾜｰｸ
わが村は美しく
講師 鈴木宏一郎
主催 開発局
第２回日本フットパス協会ﾌｫｰﾗﾑ
山梨県甲府勝沼フットパス
主催 全日本フットパス協会
NPO実務講座
主催：北海道立市民活動促進センター
NPO決算研修会
主催：北海道立市民活動促進センター
NPO会計基準研修会
主催：北海道立市民活動促進センター

17 日
23 土
3水

4土

秋の花みつけよう
主催:野幌森林公園自然ふれあい交流会
第13回全道フットパスの集い
in平取町ニセウ
主催：全道フットパス準備会
共催：ニセウ獣道フットパスの会
調査船 弁天丸を活用した石狩川の
環境体験 （親子学習）
担当 石狩川開発建設部
第３回日本フットパスフォーラムin北海
道黒松内フットパス
主催：全日本フットパス協会
共催：黒松内町
白老ウヨロ川フットパス
主催：白老ウヨロ川フットパスの会
恵庭フットパス
主催：NPOふらっと南幌

江別フットパス
主催：NPOふらっと南幌
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※ 平成２２年 「北海道」・「北海道コカ･コーラボトリング(KK)・(財)北海道環境財団による共同事業『北海道e-水プロジェクト助成金』を受けています。

