
 

 ろうきん森の学校広島地区 
利用ガイド  

ろうきん森の学校は、勤労者のみなさま、そしてそのご家族すべての方々に 
利用していただくためのフィールド・施設です。 

施設の利用、プログラムの実施については、それぞれの団体、組織の 
ニーズに合わせたご利用を提案して参りますので、お気軽にご相談ください。

特定非営利活動法人　ひろしま自然学校
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ろうきん森の学校

　ろうきん森の学校は、労働金庫連合会の創立50周年記念の社会貢献活動として2005年に開校しました。
豊かな森の再生・環境問題に取り組む人材育成を柱として、全国3地区（福島・富士山・広島）で活動を
展開してきました。2015年からは、新たに岐阜、新潟の2地区が加わり、全国5地区（福島・新潟・富士
山・岐阜・広島）での活動を展開しています。

　ろうきん森の学校広島地区は、「特定非営利活動法人ひろしま自然学校」が 
　受託運営しています。広島地区

ろうきん森の学校広島地区では、北広島町今吉田地区にある10haの里山を、 
里山再生ゾーン、生物多様性ゾーン、モデル林ゾーン、除間伐育林ゾーン、森林学習ゾーンなどに 

ゾーニングして整備しています。また、整備された里山を活用して、幼児からシニア世代までの方々に対して、 
環境教育、自然体験活動、人材育成のための多様なプログラムを提供しています。
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【福島地区】 
特定非営利活動法人 

いわきの森に親しむ会

【岐阜地区】 
特定非営利活動法人 

グリーンウッドワーク協会

【新潟地区】 
特定非営利活動法人 

かみえちご山里ファン倶楽部

【富士山地区】 
特定非営利活動法人 

ホールアース研究所

【広島地区】 
特定非営利活動法人 
ひろしま自然学校



 

森を育む

人を育む 森で遊ぶ

１　森を育む 
　　　　万代池を囲む里山10haのフィールドを整備しています。間伐、下草刈り、散策道づくり等を行うことで、 
　　　　里山の生き物が生息しやすい環境を保持しつつ、環境教育・自然体験を行うことができるフィールドを目 
　　　　指して活動を行っています。 
　　　　【キーワード】◇里山整備体験　◇フィールド整備　◇生き物調査 

２　森で遊ぶ 
　　　　自然豊かな里山のフィールドで「環境教育・自然体験」をテーマに、幼児～シニア世代まで多様な人々への 
　　　　プログラムを展開しています。自然を親しむ入口となる活動、地球のしくみを知り、自分たちの普段の暮 
　　　　らしを見つめ直す活動、自然の中で自分と向き合う活動等、その時々のニーズに合わせたテーマでプログ 
　　　　ラムを展開しています。 
　　　　【キーワード】◇森の活動　◇水辺の活動　◇木工クラフト　◇食育・野外料理　◇防災 
　　　　　　　　　　　◇リフレッシュ　◇生活体験　◇冒険教育　◇環境教育　◇自然とのふれあい 

３　人を育む 
　　　　自然の中で、自分、他者、社会、地球と向き合うきっかけとなるプログラムを提供することで、環境に 
　　　　配慮し、持続可能な暮らしが実践できる人づくりに貢献しています。また、里山の保全や環境教育、自然 
　　　　体験、持続可能な地域づくりなどを推進するための指導者養成活動も行っています。 
　　　　【キーワード】◇チームビルディング　◇自然体験活動リーダー　◇アウトドア　◇グループ運営　 
　　　　　　　　　　　◇コミュニティ・ワーク　◇ファシリテーション　◇コミュニケーション 

事業の概要

活 動 の  
３つのキーワード
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 こんな利用ができます

　家族で参加！ 

～大人は森で汗を流し、子どもは森で遊ぶ～　　

　広島県労働者福祉協議会では、2009年から森林ボラ
ンティア活動の一環として「環境保全・家族ふれ愛活
動」に取り組んでいます。 
　広島県内の各地から毎回多くの家族が参加し、大人
は散策道の整備や階段作りなどの森林ボランティア活
動を、子どもたちは自然学校のスタッフと一緒に、木
の枝を使った色鉛筆作りやアースウォーク(森の散歩)な
どを楽しんでいます。作業が終わった後は、自然に囲
まれた中でのバーベキューでお腹を満たしています。

　福屋労働組合では新入組合員に向け、一体感を高め
るセミナーとしてろうきん森の学校を利用しておりま
す。2011年5月に初めて自然学校を利用したのがきっ
かけで、2019年度の利用で9年目となります。カヌー
やハンモック体験など、一体感を醸成する中でとびっ
きりの自然を味わえるということで参加者の満足度が
向上しました。またチームビルディングでは、お互い
を知ることの大切さを学び、参加者同士が来た時より
も仲良くなっている様をうかがうことができます。

毎年利用させていただいて 
特に面白いのが、年々施設の様相が 

変わっていくことです。2011年のあたりは、 
ログハウスまでの階段がなかったものが、 
セミナーの中で草抜きをし、階段を作り、 

自然さながらに施設の成長を肌で感じることができます。 
参加者が新鮮に感じるのはもちろんのことですが、 
毎年開催している主催者側としても飽きを感じない、 

年を追うごとにワクワクを感じる点が 
9年間利用し続けている理由です。

福屋労働組合

広島県労働者福祉協議会

　森の中での新入組合員研修 

 ～リフレッシュ＆仲間と絆を深める～

「環境保全・家族ふれ愛体験活動」 
　実施日時：10:30～14:00（5月下旬） 
　実施対象：広島県労働者福祉協議会の会員と 
　　　　　　その家族 
　 
【主なスケジュール】 
　10:30　開会 
　10:45　大　人：里山保全活動 
　　　　　子ども：自然体験活動 
　12:45　昼食（バーベキュー） 
　14:00　閉会

「福屋労働組合新入組合員研修」 
　実施日時：10:00～17:00（5月下旬） 
　実施対象：福屋労働組合の新入組合員 
　 
【主なスケジュール】 
　10:00　開会・ひろしま自然学校の活動紹介 
　　　　　　　・福屋労働組合について 
　　　　　　　・中国労働金庫による研修 
　12:00　昼食（バーベキュー） 
　13:30　カヌー＆ハンモック、チームビルディング 
　17:00　閉会

家族と一緒に自然と 
触れ合う機会が少なくなって 

いますが、親子の会話も弾み楽しい 
１日を過ごしています。 

日頃は体験できない森の中で 
自然を満喫できる活動として 

定着しています。
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 　里山の整備活動！ 

 ～森で汗を流し、環境保全活動に参画～　　

　家族や友人と1日森でゆったり過ごす 

～様々な里山体験・自然体験を通して森を楽しむ～

　

　会員とその家族を対象として、自然の大切さやもの
づくりの楽しさを体験しながら学べる「体験型環境学
習教室」を実施していましたが、当初実施していた会
場が難しくなっていたところ、ろうきん森の学校での
活動を紹介していただきました。 
　カヌーやツリークライミング、アースウォークに加え、
石窯を使ってのピザづくりやクラフトなど、より充実
した内容の事業ができるようになりました。

一般財団法人広島県市町村職員共済互助会

「ろうきん森の学校一斉草刈り」 
　実施日時：9:00～11:30（6月下旬） 
　実施対象：コベルコ建機労働組合 
　 
【主なスケジュール】 
　  9:00　開会・作業内容や安全管理について 
　  9:30　作業開始（散策道づくり、下草刈り等） 
　11:30　閉会

ご協力いただいたみなさまありがとうございました。

「体験型環境学習教室」 
　実施日時：10:00～15:30（4月下旬） 
　実施対象：広島県市町村職員共済互助会会員と 
　　　　　　その家族180名程度 
　 
【主なスケジュール】 
　  9:30　受付開始（参加者は随時集合） 
　10:30　各コーナーでの体験スタート 
　　　　　クラフト、森のお散歩、ハンモック、 
　　　　　ツリークライミング、カヌー等 
　15:30　閉会（参加者は随時解散）

　コベルコ建機労働組合は、地域社会と共生する取り
組みとして、環境保全を目的とした「里山保全活動」
の取り組みに参加させて頂いています。 
　具体的には、ろうきん森の学校の整備活動に協力さ
せて頂いており、地域の方々が整備を行う際に、私た
ちは鎌を手に山道の草刈りを行っています。また、ひ
ろしま自然学校の皆様から自然における治水機能を維
持する上での里山の重要性や、里山に生息する貴重な
動植物の生態系を学ばせて頂き、里山保全の重要性や
活動の意義について学ぶことが出来ました。

コベルコ建機労働組合

私たち参加者は、普段オフィスや 
工場の中など、人工物に囲まれて過ごして 

いますが、ろうきん森の学校のような自然の中で 
過ごすことは、日々の雑踏を忘れ心身ともに 
とてもリフレッシュすることができます。 

さらに、作業を行う際には、チームに分れて作業を行う 
ことから、チーム内に一体感が生まれ、集団で活動する 
達成感を得ることができ、結束力や仲間意識の向上も 

図ることが出来ていると感じています。 
これからも、里山保全活動を通じて、 
環境保全を目指すとともに、 
地域の方々や仲間との交流を 
深めていきたいと思います。

自然に囲まれ安全な環境で 
できるカヌーやツリークライミングは 

抽選を行う程の人気で大変好評いただいています。 
また、家族で参加できるアースウォークや、 

クラフト、絵手紙などのものづくり体験を楽しまれて 
いる方、ハンモックやテントでのんびりされる方、 
参加者それぞれの時間を過ごされ、自然を満喫できたと 

みなさんに喜んでいただいています。 
ひろしま自然学校のみなさまのご尽力に 

大変感謝しております。
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 フィールド紹介

自然

こぞって 
ハウス

10haの里山を整備しています。 
散策道は、約4kmあり、森のお散歩や森の中での体験活動を楽しむことができます。 
また、フィールドの中心に2haの万代池があり、カヌー等の体験活動を行うことができます。

こぞってハウスは、すべてボランティアによる手作りの建物です。 
1階は30人収容可能な研修室、2階は10名程度が宿泊可能なスペースとなっています。 
整備された森の中にある木造の建物は、「落ち着いて研修ができる」と好評です。 
また、建物には薪ストーブや冷暖房を完備しており、夏は涼しく、冬は暖かく研修ができます。

【散策道】 【散策道】 【万代池のカヌー】

【こぞってハウス】

【１階研修室(30人収容可能)】

【２階宿泊スペース】【薪ストーブ】 【環境関連書籍・絵本】
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作業小屋

テント 
サイト

その他の 
施設

作業小屋は、クラフト等の様々な作業ができる場所となっています。 
石窯や調理器具等もあり、野外料理の体験やピザ・パン作りもここで行っています。 
万代池を眺めながら作業や食事ができるので、森の風を感じながら過ごすことができます。 
特に、石窯を使った「ピザ・パン」は絶品です。

こぞってハウス裏にはテントサイトがあります。 
3つのテントサイトには10人用テントと6人用テントを張ることができます。 
また、空中テントやハンモックでゆったり過ごすこともできます。 
※常設ではありませんので、必要な時に設置します。

2階建ての管理棟や環境教育専用施設として日本初の地球教育のプログラムを行う「アースエデュケー
ションハウス」が整備されているほか、森の中にはビオトープ池や焚き火ができる「あおぞら広場」
などがあります。 
また、敷地内には20台程度の駐車スペースもあります。(必要があれば第2駐車場もあります)

【作業小屋】 【羽釜】 【石窯】

【テントサイト】 【空中テント】 【ハンモック】

【管理棟】 【アースエデュケーションハウス】 【あおぞら広場】
６



ろうきん森の学校サポーター募集中！ 

「ろうきん森の学校広島地区」を応援する「サポーター」を募集しています。 
詳しくは、ひろしま自然学校のホームページをご覧いただくか、 
下記、中国労働金庫、ひろしま自然学校までお問い合わせください。 

みなさまのご協力お待ちしています。

特定非営利活動法人 ひろしま自然学校 

　　　 〒731-1221 
　　　広島県山県郡北広島町今吉田1197 

　　　TEL：080-4069-0786 
　　　FAX：050-3457-9921 
　　　E-mail：nkk5408@gmail.com 

　　【ホームページ】 
　　https://hs-gakko.wixsite.com/2005

ろうきん森の学校フェスティバル 

～年に一度の公開イベント！お気軽にご参加ください～ 

毎年秋にろうきん森の学校を多くの方に知っていただくため、 
里山での自然体験や森のコンサートが楽しめる 

“ろうきん森の学校フェスティバル”を行っています。 
カヌーやツリークライミング、アースウォーク、木工クラフト、昔遊びなどの 

体験コーナーを始め、地域の野菜を販売する“里山市場”や 
ゆったり過ごすことのできる“コーヒーコーナー”“ろうきん森の学校写真展”などもあります。 

年に一度の公開イベントですので、お気軽にご参加ください。 
（日程など詳細はひろしま自然学校のホームページに掲載します。）

中国労働金庫 

　　【お客さま相談窓口】 
　　　0120-86-3760 
         （受付時間：平日9時～18時） 
　　　　※休業日：土・日、祝休日、12/31～1/3 

　　　　※ろうきん森の学校サポーターについての 
　　　　　お問い合わせの旨をお伝えください。

mailto:nkk5408@gmail.com
https://hanal13014.wixsite.com/hirosimasizengakkou
mailto:nkk5408@gmail.com
https://hanal13014.wixsite.com/hirosimasizengakkou

