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第17回島根県中学校ものづくり競技大会 ～木工チャレンジコンテスト～
（令和元年8月20日　松江市）

山のおかげSUMMER 2019 in 吉田  ～ ㈱田部のみなさんによる紙芝居（ロボ木―と森）～
（令和元年8月11日　雲南市吉田町）

一般社団法人  田部謝恩財団
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田部謝恩財団では、令和元年度に実施した事業について、皆様のご理解、ご協力をいただくため、

取り組みの概要を書きました「田部謝恩財団だより」を作成しました。 

事業の内容をご理解いただき、より充実した財団事業となりますようご支援、ご協力をお願い申し

上げます。 

 

令和２年３月 

 

一般財団法人 田部謝恩財団 

 

令和元年度には、承認された事業計画と収支予算に基づき以下のような事業を実施しました。 

 

  １ 森林保全のための人材育成活動                                   

アセアン地域からは、かつて原木を輸入して合板製造を行うなど大きな恩恵を受けており、こう

したことに対する謝恩の念から、アセアン地域での人づくりに対して支援を行いました。 

（１） 奨学金支給                           

アセアン地域の森林・林業木材産業の将来を担う「人づくり事業」として、平成１１年度

から、インドネシアの６大学の林学部学生（４年生）を対象に奨学金を交付しています。 

令和元年度には、次のとおり奨学金を支給しました。 

〔支給状況〕                           （単位：円） 

  
申請者 支給者 

奨学金 奨学金総額 管理費 合 計 

円／人       

  ① ② ①✕②＝③ ④ ③＋④ 

Bogor Agric. Univ. 

（ボゴール農科大学） 
40 20 33,750  675,000  97,500  772,500  

Gajahmada Univ.   

（ガジャマタ大学） 
30 15 33,750  506,250  50,625  556,875  

Mulawarman Univ.  

（ムラワルマン大学） 
35 15 33,750  506,250  50,625  556,875  

Tanjungpura Univ.  

（タンジュンプラ大学） 
25 10 33,750  337,500  33,750  371,250  

Hasanudin Univ.  

（ハサヌディン大学） 
20 10 33,750  337,500  33,750  371,250  

Papua Univ.      

（パプア州立大学） 
25 10 33,750  337,500  33,750  371,250  

合    計 175  80    2,700,000  300,000  3,000,000  

       

（２） 研究費助成                             

アセアン地域の森林資源の有効活用を推進するため、インドネシアの上記６大学の林学部

教官を対象に、「木材加工等」の研究課題で公募し、研究費を助成しています。 

令和元年度には、２件の申請があり、次の１件を採択し助成しました。 
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研究課題  西パプア州マノクワリ地区における油があまり出ない樹齢のパームヤシから 

木材・合板を製造する研究 

研究責任者 Dony.Aristone Djitmau     Papua State University（パプア州立大学） 

 

  ２ 木材加工技術の調査研究                                                                       

 我が国と諸外国との民間林業技術協力の推進及び調査研究の推進の観点から、国産材及び海外植 

林木等の木材加工利用と合板の製造技術を習得するために行う調査研究事業に対して支援していま 

す。 

（１） 木材加工技術調査事業                           

令和元年度においては、島根県と鳥取県の合板会社の技術者がベトナムを訪問し、現地を視察 

するとともに意見交換を行うなど技術交流を計画していましたが、昨年末からの新型コロナウ 

イルスの感染拡大を考慮し事業を中止しました。 

 

 ３ 森林育成のための啓発活動                                               

木材を使うことは、森林の整備はもとより、地球温暖化の防止や大気・水・土壌などの環境の維持 

に貢献しますが、近年は、環境や健康に関心があっても、木材に触れる機会が減少していることか

ら、木材を使う意義についての認識が低い状況にあります。 

このため、市民や児童の皆さんが木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるため、材料とし 

ての木材の良さとその利用の意義を学ぶための「木育」活動の推進を図りました。 

 

（１） 山下名誉教授が指導する「木育」事業への支援             

木育活動の第一人者である山下晃功・島根大学名誉教授が指導する次の事業を支援すること

で、木育活動の推進を図りました。 

 

① 「第１７回島根県中学校ものづくり競技大会」への支援                

     令和元年８月２０日（火）に、松江市で開催された「第１７回島根県中学生ものづくり競技 

大会」の開催経費の一部を支援するとともに、木工チャレンジコンテストの部において、田部

謝恩財団・特別賞を設け表彰しました。 

〔実施状況〕 

    中学生７名が参加し、「与えられた材料を活用して、生活や社会の問題を木工の技術により

解決できる作品を設計・製作すること」をテーマに木工製作を行い、各参加者からのプレゼ

ンテーションの後、審査を行い表彰しました。 

〔審査結果〕 

  島根県知事賞      安来市立第一中学校 ２年 秦 一誠 郵便受け  

  田部謝恩財団・特別賞  安来市立広瀬中学校 ３年 樋野竜矢 避難生活楽々ボックス 

  島根県中学校技術・家庭科研究会会長賞   

              安来市立広瀬中学校 ３年 横路 葵 盗難防止ラック 

  審査員特別賞      雲南市立大東中学校 １年 永瀬智仁 スパイスラック  
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      当日の木工チャレンジコンテストの模様     田部謝恩財団・特別賞に輝いた 

広瀬中学校３年 樋野竜矢さんの作品 

避難生活楽々ボックス                   

②「第２０回全国中学生創造ものづくり教育フェア」への支援       

令和２年１月２５日（土）、２６日（日）に、東京で開催された「第２０回全国中学生創造 

ものづくり教育フェア（木工チャレンジコンテスト部門）」の開催経費の一部を支援するととも   

に、田部謝恩財団・特別賞を設け表彰しました。 

〔実施状況〕 

  木工チャレンジコンテスト部門では、ブロック大会からの推薦者や、全国１次審査により 

選抜された１６名が参加し、「与えられた材料を活用して、生活や社会の問題を木工技術によ 

り解決できる作品を設計、製作する」をテーマに木工製作を行い、各参加者からのプレゼン 

テーションの後、審査し表彰しました。 

   〔審査結果〕 

     文部科学大臣賞 長野県飯田市立緑ｹ丘中学校２年 桐生明空 

とっころトイレットペーパーボックス    

     厚生労働大臣賞 徳島県立城ノ内中学校２年   岡本彩夏  おじいちゃんのラック楽！ 

     林野庁長官賞  神奈川県立平塚市立春日野中学校２年 山崎光将 Wonder boxes 

      特許庁長官賞    児島県出水市立出水中学校１年 米澤 龍 引出し付本立て 

      田部謝恩財団・特別賞 北海道教育大学附属旭川中学校２年 高野 晴  一歩踏み出す靴箱                        

   

   

 

 

 

 

 

        田部謝恩財団・特別賞を受賞した高野君の受賞作品 

③ 島根県内の幼保園、小学校等の教育保育機関、小児科の医療機関、保育士・幼稚園教諭養成機関 

での木育啓発事業の推進                                                       

〔島根大学医学部附属病院小児センター １１月２７日〕 

山下名誉教授、等身大ロボ木―制作者の安来市の木製家具・おもちゃ作家の大谷俊行氏が、小 

児センターを訪問し、入院・通院している子どもたちが集まる中、等身大ロボ木―、ロボ木―セ 

ット、木育絵本、紙芝居を贈呈し、それぞれを話題にして木育のための啓発事業を実施しました。 
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贈呈式のでの山下名誉教授の           等身大ロボ木―を楽しむ子ども達 

巧妙なあいさつとプレゼントの紹介 

     

  

等身大ロボ木―を囲んで記念撮影 

 〔島根大学附属幼稚園〕 

親子活動としての木育講座「ロボ木―づくり教室」 ６月１４日、１８日、２０日 
      〃     木育講座「ヒノキ箸づくり教室」 ６月１４日、１８日、９月５日、１０日 
〔島根大学附属小学校〕 

部活動（造形クラブ）での木育ものづくり活動  毎月１回月曜日に島根大学木工室で開催 

〔出雲コアカレッジ（専門学校、保育士養成機関）〕 

    木育講座「ロボ木―づくり教室」 １２月２０日  
④ 出雲科学館での木育普及啓発事業の推進                                       

出雲科学館で開催する木育事業経費の一部を支援し、その啓発普及を図りました。 
（各種木工教室、関連イベントの開催）                 

  ・チャレンジ木工教室  実施回数 ３２日 

  ・なるほど！木工教室  実施回数 ３３日 

  ・不思議な木のおもちゃ広場を開催（令和元年１１月２３日～２４日） 

    ～ 木のおもちゃ作家 湯元桂二 氏（北九州市在住） ～    



5 
 

    
不思議な木のおもちゃ広場の模様（令和元年１１月２３日～２４日） 

        ～ 開催指導：木のおもちゃ作家 湯元桂二氏 ～ 

⑤ 木育活動で使用する普及教材ＤＶＤの制作及び配布                       

～歌とアニメーションによるＤＶＤ教材を製作して配布～ 

木育活動を推進するため、木育啓発の歌「ロボ木―の歌」と連動したアニメーション教材を   
ＤＶＤとして製作しました。今後、島根県内の教育機関、幼児教育指導者養成機関に広く配布 

し様々な木育活動に役立てます。 
ＤＶＤ教材の内容：幼児から成人までが楽しく合唱や口ずさむことができ、アニメーション 

で楽しみながら効果的な木育の理念が理解できる教材 
⑥ 木育活動で使用する合板の購入支援と、加工用の切断工具の整備            

小学生高学年から青少年そして成人、高齢者までを対象とした各種の木育事業を実施するう

えで必要な合板等の購入支援を行うとともに、切断工具や付帯する固定器具を整備しました。 
 

（２）木育推進のためのテレビ番組の制作・放映                
木育活動の普及を図るため、令和元年度に各地で取り組まれた様々な木育活動（山下先生の島 

根大学医学部小児センターでの木育活動、山のおかげSUMMER 2019 in 吉田、島根大学附属幼稚       

園での木育広場の誕生、美保関での古民家再生活動、合板ＤＬ木工などの木育活動）をテーマと

した特別番組を制作し放映しました。 

番組名称 ： 木の国から～みつめよう木育～ 

放送日時 ： 令和２年２月１６日（日）８時３０分～９時００分 

     番組制作及び放送  ： 山陰中央テレビ  

 

（３）「山のおかげＳＵＭＭＥＲ 2019 in吉田」への支援           

    (株)田部は、祝日・山の日（８月１１日）に、地球環境を守る森林の価値を再認識してもらう 

とともに、社会貢献の一環として「山のおかげSUMMER 2019 in 吉田」を実施されており、そ 

の経費の一部を助成しました。 

    会   場 ： 雲南市吉田町 

    対 象 者 ： ２歳から小学校６年生までの子供と家族 

    事業内容 ： ① 山のお仕事体験     大人１１人、子ども１２人 

② 里山ウオーク      大人１１人、子ども１１人 

          ③ 木工教室 低学年コース 大人１１人、子ども１０人 

〃   高学年コース 大人１２人、子ども１５人 

          ④ 幼児コース       大人１６人、子ども１２人 

合  計          大人６１人、子ども６０人 
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(株)田部の皆さんによる紙芝居 （紙芝居製作者：山下名誉教授 テーマ：ロボ木―と森） 

 

 ４ 広報事業費                                                                         

（１）広報事業費                             

財団が行う各種活動を広く理解いただくとともに普及を図るため、財団ホームページにおいて 

情報発信を行いました。                   


