
ワークショップワークショップワークショップワークショップ

葦船学校葦船学校葦船学校葦船学校のののの手引手引手引手引きききき
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葦船学校葦船学校葦船学校葦船学校とはとはとはとは？？？？

葦船学校葦船学校葦船学校葦船学校はははは、、、、古代古代古代古代のののの船船船船をををを作作作作ってってってって、、、、乗乗乗乗ってってってって、、、、遊遊遊遊んでんでんでんで、、、、学学学学ぶをぶをぶをぶを

テーマテーマテーマテーマにしたにしたにしたにしたワークショップワークショップワークショップワークショップですですですです。。。。

小小小小さなさなさなさな子子子子どもどもどもども達達達達からからからから、、、、おじいちゃんおばあちゃんまでおじいちゃんおばあちゃんまでおじいちゃんおばあちゃんまでおじいちゃんおばあちゃんまで、、、、

年齢年齢年齢年齢もももも性別性別性別性別もももも、、、、障害障害障害障害もももも関係関係関係関係なくなくなくなく参加参加参加参加できますできますできますできます。。。。

みんなでみんなでみんなでみんなで作作作作ったったったった葦船葦船葦船葦船はははは、、、、そのままそのままそのままそのまま海海海海やややや川川川川やややや湖湖湖湖にににに浮浮浮浮かべてかべてかべてかべて、、、、

遊遊遊遊びながらびながらびながらびながら自然自然自然自然とととと語語語語りりりり合合合合うううう時間時間時間時間をををを過過過過ごごごごせせせせますますますます。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、月日月日月日月日がたちがたちがたちがたち、、、、船船船船としてのとしてのとしてのとしての命命命命がががが終終終終わったらわったらわったらわったら、、、、

土土土土へとへとへとへと帰帰帰帰してあげてしてあげてしてあげてしてあげてワークショップワークショップワークショップワークショップのののの終終終終わりとなりますわりとなりますわりとなりますわりとなります。。。。

ぜひぜひぜひぜひ、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで作作作作るるるる喜喜喜喜びとびとびとびと、、、、自然自然自然自然とととと遊遊遊遊ぶぶぶぶ楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを葦船学校葦船学校葦船学校葦船学校でででで

学学学学んでみましょうんでみましょうんでみましょうんでみましょう！！！！

カムナカムナカムナカムナ葦船葦船葦船葦船プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト



開催開催開催開催までまでまでまでのののの手引手引手引手引きききき

１１１１．．．．準備準備準備準備するものするものするものするもの一覧表一覧表一覧表一覧表

2222～～～～3333人乗人乗人乗人乗りりりりマストマストマストマスト付付付付きききき5555ｍｍｍｍサイズサイズサイズサイズのののの例例例例

船体用船体用船体用船体用 葦葦葦葦のののの束束束束 長長長長ささささ２２２２ｍｍｍｍ～～～～３３３３ｍｍｍｍ １１１１束束束束のののの直径直径直径直径約約約約２０２０２０２０ｃｍｃｍｃｍｃｍ前後前後前後前後 ２５２５２５２５～～～～３０３０３０３０束束束束

船体用船体用船体用船体用 マニラマニラマニラマニラ麻麻麻麻ロープロープロープロープ 直径直径直径直径８８８８ｍｍｍｍｍｍｍｍ××××２００２００２００２００ｍｍｍｍ １１１１巻巻巻巻きききき

船体用船体用船体用船体用 麻麻麻麻ひもひもひもひも 太太太太ささささ２２２２～～～～３３３３ｍｍｍｍｍｍｍｍ ２００２００２００２００ｍｍｍｍ分分分分 １１１１巻巻巻巻きききき

船台用船台用船台用船台用 ビールケースビールケースビールケースビールケース（（（（酒酒酒酒ケースケースケースケースでもでもでもでもＯＫ）ＯＫ）ＯＫ）ＯＫ） ４４４４個個個個

船台用船台用船台用船台用 竹竹竹竹 直径直径直径直径５５５５ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上以上以上以上（（（（丸太丸太丸太丸太、、、、鉄鉄鉄鉄パイプパイプパイプパイプでもでもでもでも可可可可）））） ３３３３ｍｍｍｍ以上以上以上以上××××２２２２本本本本

用具用具用具用具 釘抜釘抜釘抜釘抜きききき、、、、またはくぎまたはくぎまたはくぎまたはくぎ抜抜抜抜きききき付付付付ききききハンマーハンマーハンマーハンマー ４４４４本本本本

用具用具用具用具 バットバットバットバット 2222本本本本 ※※※※絞込絞込絞込絞込みのときにみのときにみのときにみのときに使用使用使用使用

用具用具用具用具 ノコギリノコギリノコギリノコギリ １１１１本本本本

用具用具用具用具 剪定剪定剪定剪定ばさみばさみばさみばさみ 2222本以上本以上本以上本以上

用具用具用具用具 ビニールテープビニールテープビニールテープビニールテープ １１１１巻巻巻巻きききき

備品備品備品備品 軍手軍手軍手軍手 参加者分参加者分参加者分参加者分 （（（（子供用軍手子供用軍手子供用軍手子供用軍手もももも購入購入購入購入できますできますできますできます））））

備品備品備品備品 熊手熊手熊手熊手 竹竹竹竹ぼうきぼうきぼうきぼうき 数本数本数本数本ずつずつずつずつ

備品備品備品備品 ゴミゴミゴミゴミ袋袋袋袋 10101010枚程度枚程度枚程度枚程度

備品備品備品備品 名札名札名札名札、、、、((((ガムテープガムテープガムテープガムテープでもでもでもでも可可可可)))) 油性油性油性油性マジックマジックマジックマジック

備品備品備品備品 ブルーシートブルーシートブルーシートブルーシート 5.45.45.45.4ｍｍｍｍ××××3.63.63.63.6ｍｍｍｍ ２２２２枚枚枚枚

備品備品備品備品 救急箱救急箱救急箱救急箱 1111箱箱箱箱

備品備品備品備品 おおおお神酒神酒神酒神酒、、、、コップコップコップコップ ※※※※進水式進水式進水式進水式のときのときのときのとき使用使用使用使用

乗船時乗船時乗船時乗船時 ライフジャケットライフジャケットライフジャケットライフジャケット ３３３３枚以上枚以上枚以上枚以上（（（（こどもがこどもがこどもがこどもが参加参加参加参加のののの時時時時はははは子供用子供用子供用子供用もももも））））

乗船時乗船時乗船時乗船時 パドルパドルパドルパドル ３３３３本以上本以上本以上本以上

運搬運搬運搬運搬 トラックトラックトラックトラック 1111台台台台 （（（（船船船船のののの運搬用運搬用運搬用運搬用ロープロープロープロープ））））

マストマストマストマスト 竹竹竹竹（（（（マストマストマストマスト用用用用）））） 直径直径直径直径４４４４ｃｍｃｍｃｍｃｍ ２２２２本本本本

マストマストマストマスト 布団用布団用布団用布団用シーツシーツシーツシーツ 一枚一枚一枚一枚

マストマストマストマスト 裁縫道具裁縫道具裁縫道具裁縫道具、、、、カラーマジックカラーマジックカラーマジックカラーマジック、、、、またはまたはまたはまたはペンキペンキペンキペンキ、、、、ハケハケハケハケ数本数本数本数本



２２２２．．．．葦葦葦葦のののの刈刈刈刈りりりり取取取取りりりり

材料材料材料材料となるとなるとなるとなる葦葦葦葦のののの束束束束はははは、、、、購入購入購入購入するするするする方法方法方法方法とみんなでとみんなでとみんなでとみんなで刈刈刈刈りりりり取取取取るるるる方法方法方法方法がありますがありますがありますがあります。。。。

購入購入購入購入するするするする場合場合場合場合はははは、、、、北上川北上川北上川北上川、、、、琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖、、、、渡良瀬遊水地渡良瀬遊水地渡良瀬遊水地渡良瀬遊水地のののの茅葺茅葺茅葺茅葺きのきのきのきの会社会社会社会社からからからから季節季節季節季節をををを問問問問わずわずわずわず一年中一年中一年中一年中

購入購入購入購入することができますすることができますすることができますすることができます。。。。詳詳詳詳しくはごしくはごしくはごしくはご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。

刈刈刈刈りりりり取取取取るるるる場合場合場合場合はははは川川川川やややや沼地沼地沼地沼地でででで生息生息生息生息しているものをしているものをしているものをしているものを

冬冬冬冬のののの枯枯枯枯れたれたれたれた時期時期時期時期にににに刈刈刈刈りますりますりますります。。。。

道具道具道具道具ははははカマカマカマカマでででで刃刃刃刃ににににギザギザギザギザギザギザギザギザがついているものがおすすめがついているものがおすすめがついているものがおすすめがついているものがおすすめ

ですですですです。。。。

刈刈刈刈りりりり始始始始めるめるめるめる前前前前にはにはにはには葦原葦原葦原葦原にににに「「「「よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします」」」」とととと、、、、必必必必ずずずず

あいさつしてからはじめましょうあいさつしてからはじめましょうあいさつしてからはじめましょうあいさつしてからはじめましょう。。。。

１１１１束束束束をををを直径直径直径直径20cm20cm20cm20cmでででで穂穂穂穂をををを上上上上にしてにしてにしてにして根元根元根元根元からからからから50cm50cm50cm50cmくらいのとこくらいのとこくらいのとこくらいのとこ

ろろろろとととと1.5m1.5m1.5m1.5mのところのところのところのところでででで束束束束ねますねますねますねます。。。。

半日半日半日半日あればあればあればあれば５５５５人人人人～～～～１０１０１０１０人人人人でででで一艘分一艘分一艘分一艘分のののの葦葦葦葦がががが刈刈刈刈りりりり取取取取れますれますれますれます。。。。

（（（（このこのこのこの際際際際ももももボランティアボランティアボランティアボランティア保険保険保険保険にににに加入加入加入加入してくださいしてくださいしてくださいしてください））））

刈刈刈刈りりりり取取取取るるるる時期時期時期時期はははは、、、、葦葦葦葦のののの新芽新芽新芽新芽がががが芽吹芽吹芽吹芽吹くくくく１１１１月上旬月上旬月上旬月上旬～～～～４４４４月上旬月上旬月上旬月上旬ままままででででですですですです。。。。

3.3.3.3.会場会場会場会場のののの広広広広さとさとさとさと環境環境環境環境

必要必要必要必要なななな広広広広さはさはさはさは大体大体大体大体１０１０１０１０ｍｍｍｍ四方四方四方四方以上以上以上以上ですですですです。。。。

室内室内室内室内でもでもでもでも野外野外野外野外でもでもでもでも特特特特にににに問題問題問題問題はありませんはありませんはありませんはありません。。。。季節季節季節季節やややや天候天候天候天候などをふまえてなどをふまえてなどをふまえてなどをふまえて場所場所場所場所をををを決決決決めましょうめましょうめましょうめましょう。。。。

夏夏夏夏のののの晴天時晴天時晴天時晴天時はははは作業自体作業自体作業自体作業自体がががが困難困難困難困難ですですですです。。。。日射病日射病日射病日射病などのなどのなどのなどの対策対策対策対策もももも考考考考ええええ

てててて屋根屋根屋根屋根のあるのあるのあるのある風通風通風通風通しのよいしのよいしのよいしのよい場所場所場所場所をををを選選選選びましょうびましょうびましょうびましょう。。。。

またまたまたまた、、、、室内室内室内室内であればであればであればであれば片付片付片付片付けのことをけのことをけのことをけのことを考考考考えてえてえてえて、、、、ブルーシートブルーシートブルーシートブルーシートをををを

事前事前事前事前にににに敷敷敷敷くことをおすすめしますくことをおすすめしますくことをおすすめしますくことをおすすめします。。。。

葦船作葦船作葦船作葦船作りはりはりはりは雨雨雨雨にぬれるとにぬれるとにぬれるとにぬれるとロープロープロープロープがががが硬硬硬硬くなりくなりくなりくなり、、、、作業作業作業作業がががが難難難難しくなしくなしくなしくな

ってしまいますってしまいますってしまいますってしまいます。。。。

体育館体育館体育館体育館やややや倉庫倉庫倉庫倉庫などのなどのなどのなどの屋根屋根屋根屋根のののの付付付付いたいたいたいた場所場所場所場所をををを確保確保確保確保してしてしてして、、、、雨天雨天雨天雨天のののの時時時時

にににに変更変更変更変更できるようにしておきましょうできるようにしておきましょうできるようにしておきましょうできるようにしておきましょう。。。。



４４４４．．．．許可申請許可申請許可申請許可申請

刈刈刈刈りりりり取取取取りのりのりのりの際際際際、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは乗船乗船乗船乗船のののの際際際際にににに許可許可許可許可がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。

・・・・河川河川河川河川のののの場合場合場合場合はははは、、、、最寄最寄最寄最寄のののの河川事務所河川事務所河川事務所河川事務所

・・・・港港港港ならばならばならばならば港湾事務所港湾事務所港湾事務所港湾事務所、、、、漁協事務所漁協事務所漁協事務所漁協事務所

・・・・池池池池やややや湖湖湖湖ならばならばならばならば、、、、県県県県やややや市市市市またはそのまたはそのまたはそのまたはその所有者所有者所有者所有者

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの許可申請許可申請許可申請許可申請をををを事前事前事前事前におこなうようにしましょうにおこなうようにしましょうにおこなうようにしましょうにおこなうようにしましょう。。。。

・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア保険保険保険保険

ワークショップワークショップワークショップワークショップ開催開催開催開催のののの際際際際にはにはにはには、、、、必必必必ずずずずボランティアボランティアボランティアボランティア保険保険保険保険にににに加入加入加入加入してしてしてして頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

５５５５．．．．葦葦葦葦船船船船にににに乗船乗船乗船乗船するためにするためにするためにするために

シングルパドルシングルパドルシングルパドルシングルパドルまたはまたはまたはまたはダブルパドルダブルパドルダブルパドルダブルパドルをををを用意用意用意用意しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。

乗船乗船乗船乗船のののの際際際際にはにはにはには、、、、ライフジャケットライフジャケットライフジャケットライフジャケットをををを着用着用着用着用しましましましますすすす。。。。

風風風風がががが強強強強いいいい時時時時やややや、、、、子供子供子供子供だけでだけでだけでだけで乗乗乗乗るるるる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、救助船救助船救助船救助船をををを

準備準備準備準備しておくことをおすすめしますしておくことをおすすめしますしておくことをおすすめしますしておくことをおすすめします。。。。

河川河川河川河川のののの場合場合場合場合、、、、流流流流れがあるのでれがあるのでれがあるのでれがあるので葦船葦船葦船葦船をををを２２２２～～～～３０３０３０３０ｍｍｍｍののののロープロープロープロープでででで陸陸陸陸とととと

固定固定固定固定してのしてのしてのしての乗船乗船乗船乗船となりますとなりますとなりますとなります。。。。海海海海のののの場合場合場合場合、、、、入入入入りりりり江江江江やややや波波波波がががが穏穏穏穏やかなやかなやかなやかな場場場場

所所所所、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは港内港内港内港内にににに限限限限りますりますりますります。。。。同同同同じくじくじくじくロープロープロープロープでのでのでのでの

固定固定固定固定がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

湖湖湖湖のののの場合場合場合場合、、、、伴走船伴走船伴走船伴走船がありがありがありがあり風風風風がががが強強強強くなければくなければくなければくなければロープロープロープロープなどのなどのなどのなどの固定固定固定固定なしなしなしなし

にににに乗船乗船乗船乗船がががが可能可能可能可能ですですですです。。。。



６６６６．．．．タイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール

２２２２～～～～３３３３人乗人乗人乗人乗りりりりマストマストマストマスト付付付付きききき5555ｍｍｍｍサイズサイズサイズサイズのののの例例例例 （（（（チチカカチチカカチチカカチチカカ湖湖湖湖式式式式※※※※))))

標準標準標準標準サイズサイズサイズサイズのののの５５５５ｍｍｍｍのののの葦船葦船葦船葦船作作作作りはりはりはりはⅠⅠⅠⅠ日日日日コースコースコースコースとととと２２２２日間日間日間日間コースコースコースコースがありますがありますがありますがあります。。。。

１１１１日日日日コースコースコースコース場合場合場合場合はははは乗船時間乗船時間乗船時間乗船時間などがなどがなどがなどが短縮短縮短縮短縮されますがされますがされますがされますが、、、、十分楽十分楽十分楽十分楽しんでしんでしんでしんで

葦船作葦船作葦船作葦船作りがりがりがりが出来出来出来出来ますますますます。。。。

イベントイベントイベントイベントのののの関係関係関係関係でででで１１１１日日日日しかしかしかしか時間時間時間時間がががが取取取取れないれないれないれない、、、、地元地元地元地元のののの方方方方だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく

遠方遠方遠方遠方のののの参加参加参加参加もももも募集募集募集募集しているのでしているのでしているのでしているので、、、、連日連日連日連日はははは難難難難しいというしいというしいというしいという場合場合場合場合におすすめですにおすすめですにおすすめですにおすすめです。。。。

２２２２日間日間日間日間のののの場合場合場合場合はははは、、、、葦船作葦船作葦船作葦船作りりりり、、、、乗船乗船乗船乗船ともにゆったりとともにゆったりとともにゆったりとともにゆったりと時間時間時間時間がががが取取取取れるのでれるのでれるのでれるので

細細細細かいかいかいかい説明説明説明説明やややや作業作業作業作業をををを交代交代交代交代しながらしながらしながらしながら学学学学べますべますべますべます。。。。

葦船作葦船作葦船作葦船作りをしっかりりをしっかりりをしっかりりをしっかり覚覚覚覚えたいえたいえたいえたい、、、、余裕余裕余裕余裕をををを持持持持ってってってって作作作作りたいりたいりたいりたい方方方方々々々々におすすめですにおすすめですにおすすめですにおすすめです。。。。

１１１１日日日日のののの場合場合場合場合タイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール

8:8:8:8:30303030～～～～9:009:009:009:00 会場準備会場準備会場準備会場準備((((スタッフスタッフスタッフスタッフのみのみのみのみ））））

9:009:009:009:00～～～～9:309:309:309:30 講師講師講師講師によるによるによるによる作作作作りりりり方方方方のののの説明説明説明説明ととととロープワークロープワークロープワークロープワーク

9:309:309:309:30～～～～11111111:00:00:00:00 チョリソチョリソチョリソチョリソ作作作作りりりり

11111111:00:00:00:00～～～～12121212:00:00:00:00 大大大大チョリソチョリソチョリソチョリソ作作作作りりりり

12121212::::00000000～～～～13:0013:0013:0013:00 昼食昼食昼食昼食

13:0013:0013:0013:00～～～～14:0014:0014:0014:00 螺旋巻螺旋巻螺旋巻螺旋巻きききき

14:0014:0014:0014:00～～～～15:0015:0015:0015:00 船体船体船体船体のののの絞絞絞絞りりりり込込込込みみみみ

15:0015:0015:0015:00～～～～16:0016:0016:0016:00 波除波除波除波除けのけのけのけの取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、仕上仕上仕上仕上げげげげ

16:0016:0016:0016:00～～～～17:0017:0017:0017:00 進水式進水式進水式進水式、、、、乗船乗船乗船乗船

17:0017:0017:0017:00～～～～17:3017:3017:3017:30 搬出搬出搬出搬出、、、、片付片付片付片付けけけけ

終了終了終了終了



２２２２日間日間日間日間のののの場合場合場合場合ののののタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール

１１１１日目日目日目日目

8:8:8:8:33330000～～～～9:009:009:009:00 会場準備会場準備会場準備会場準備（（（（スタッフスタッフスタッフスタッフのみのみのみのみ））））

9:009:009:009:00～～～～10:0010:0010:0010:00 講師講師講師講師によるによるによるによる作作作作りりりり方方方方のののの説明説明説明説明ととととロープワークロープワークロープワークロープワーク

10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00 チョリソチョリソチョリソチョリソ作作作作りりりり

11:0011:0011:0011:00～～～～12:0012:0012:0012:00 大大大大チョリソチョリソチョリソチョリソ作作作作りりりり

12;0012;0012;0012;00～～～～13:0013:0013:0013:00 昼食昼食昼食昼食

13:0013:0013:0013:00～～～～14:3014:3014:3014:30 螺旋巻螺旋巻螺旋巻螺旋巻きききき

14:3014:3014:3014:30～～～～16:3016:3016:3016:30 船体船体船体船体のののの絞絞絞絞りりりり込込込込みみみみ

16:0016:0016:0016:00～～～～16:3016:3016:3016:30 片付片付片付片付けけけけ、、、、終了終了終了終了

２２２２日目日目日目日目

9:009:009:009:00～～～～9:309:309:309:30 波除波除波除波除けのけのけのけの取取取取りりりり付付付付けけけけ

9:309:309:309:30～～～～10:0010:0010:0010:00 船体船体船体船体のののの仕上仕上仕上仕上げげげげ、、、、片付片付片付片付けけけけ

10:0010:0010:0010:00～～～～10:3010:3010:3010:30 移動移動移動移動、、、、乗船準備乗船準備乗船準備乗船準備

10:3010:3010:3010:30～～～～12:0012:0012:0012:00 進水式進水式進水式進水式、、、、乗船乗船乗船乗船

12:0012:0012:0012:00～～～～13:0013:0013:0013:00 昼食昼食昼食昼食

13:0013:0013:0013:00～～～～15:3015:3015:3015:30 乗船乗船乗船乗船

15:3015:3015:3015:30～～～～16:0016:0016:0016:00 搬出搬出搬出搬出、、、、片付片付片付片付けけけけ

終了終了終了終了

((((注注注注))))上記上記上記上記したしたしたしたスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールはははは１１１１つのつのつのつの例例例例ですですですです。。。。

葦船葦船葦船葦船のののの大大大大きさきさきさきさ、、、、素材素材素材素材によってによってによってによって時間時間時間時間がががが異異異異なりますなりますなりますなります。。。。

またまたまたまた、、、、作作作作るるるる時間時間時間時間とととと乗船時間乗船時間乗船時間乗船時間をををを調整調整調整調整することもできますすることもできますすることもできますすることもできます。。。。



７７７７．．．．運搬方法運搬方法運搬方法運搬方法

運搬運搬運搬運搬のののの際際際際ははははトラックトラックトラックトラックをごをごをごをご用意用意用意用意くださいくださいくださいください。。。。

１１１１人乗人乗人乗人乗りりりり程度程度程度程度であればであればであればであれば軽軽軽軽トラックトラックトラックトラック、、、、２２２２人人人人乗乗乗乗りりりり程度程度程度程度であればであればであればであれば

１１１１ｔ～ｔ～ｔ～ｔ～２２２２ｔｔｔｔトラックトラックトラックトラック、、、、４４４４人乗人乗人乗人乗りりりり以上以上以上以上ではではではでは４４４４ｔｔｔｔトラックトラックトラックトラック、、、、

ユニックユニックユニックユニック車車車車ででででのののの運搬運搬運搬運搬となりますとなりますとなりますとなります。。。。

葦船葦船葦船葦船ををををロープロープロープロープでででで固定固定固定固定するときはするときはするときはするときは、、、、経験経験経験経験のあるのあるのあるのある方方方方ががががキッチリキッチリキッチリキッチリ

結結結結ぶようにしましょうぶようにしましょうぶようにしましょうぶようにしましょう。。。。

８８８８．．．．閉校後閉校後閉校後閉校後、、、、葦船葦船葦船葦船のののの保存方法保存方法保存方法保存方法

乗船乗船乗船乗船がががが終終終終わったらわったらわったらわったら、、、、まずまずまずまず水抜水抜水抜水抜きがきがきがきが必要必要必要必要ですですですです。。。。１１１１日日日日かかかか２２２２日日日日かはかはかはかは船船船船からからからから

水水水水がががが出出出出ますのでますのでますのでますので、、、、展示展示展示展示などをするなどをするなどをするなどをする際際際際はははは完全完全完全完全にににに乾乾乾乾きききき切切切切ってからってからってからってから設置設置設置設置

しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。船首船首船首船首とととと船尾船尾船尾船尾がががが壊壊壊壊れないようにれないようにれないようにれないように、、、、支支支支えをえをえをえを取取取取りつけますりつけますりつけますりつけます。。。。

日陰日陰日陰日陰でででで、、、、風通風通風通風通しのしのしのしの良良良良いいいい場所場所場所場所でででで保存保存保存保存しますしますしますします。。。。野外野外野外野外のののの場合場合場合場合はははは、、、、

ブルーシートブルーシートブルーシートブルーシートなどでなどでなどでなどで雨雨雨雨がかからないようにしましょうがかからないようにしましょうがかからないようにしましょうがかからないようにしましょう。。。。

９９９９．．．．自然自然自然自然へとへとへとへと返返返返すすすす方法方法方法方法

葦船葦船葦船葦船のののの乗船乗船乗船乗船やややや展示展示展示展示がががが終終終終わったわったわったわった後後後後はははは、、、、葦船葦船葦船葦船をををを自然自然自然自然にににに返返返返しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。

このこのこのこの時時時時、、、、進水式進水式進水式進水式ででででセレモニーセレモニーセレモニーセレモニーをををを行行行行うようにうようにうようにうように、、、、船船船船のののの命命命命終終終終わったわったわったわった後後後後にもにもにもにも

セレモニーセレモニーセレモニーセレモニーをををを行行行行いいいい、、、、大地大地大地大地にににに葦船葦船葦船葦船をををを返返返返しますしますしますします。。。。

方法方法方法方法としてはとしてはとしてはとしては

・・・・堆肥堆肥堆肥堆肥にするにするにするにする。。。。

・・・・燃燃燃燃やしてやしてやしてやして灰灰灰灰にするにするにするにする。。。。

・・・・野焼野焼野焼野焼きできできできで土器土器土器土器などをなどをなどをなどを作作作作るるるる。。。。

・・・・葦葦葦葦船船船船にににに土土土土をををを盛盛盛盛ってってってって花壇花壇花壇花壇にするにするにするにする

・・・・土土土土をををを盛盛盛盛ってってってって水上水上水上水上にににに浮浮浮浮かべかべかべかべ水上花壇水上花壇水上花壇水上花壇にするにするにするにする

・・・・バラバラバラバラしてしてしてして、、、、紙紙紙紙にしてにしてにしてにして葉書葉書葉書葉書などでなどでなどでなどで再利用再利用再利用再利用

・・・・大型大型大型大型のののの葦船葦船葦船葦船などのなどのなどのなどの場合場合場合場合はははは竪穴式住居竪穴式住居竪穴式住居竪穴式住居やややや

茅葺茅葺茅葺茅葺きききき屋根屋根屋根屋根にににに再利用再利用再利用再利用するするするする。。。。



11.11.11.11.ワークショップワークショップワークショップワークショップのののの終了終了終了終了

ワークショップワークショップワークショップワークショップをををを開催開催開催開催するするするする前前前前にににに、、、、最後最後最後最後はどのようにはどのようにはどのようにはどのように土土土土にかえすのかにかえすのかにかえすのかにかえすのか

までまでまでまで話話話話しししし合合合合ってってってって決決決決めておきましょうめておきましょうめておきましょうめておきましょう。。。。

これはこれはこれはこれは、、、、「「「「自然自然自然自然からおからおからおからお借借借借りしたものはおかえしするりしたものはおかえしするりしたものはおかえしするりしたものはおかえしする」」」」

というというというという昔昔昔昔からのからのからのからの大切大切大切大切なななな教教教教えですえですえですえです。。。。

命命命命がががが終終終終わりわりわりわり、、、、葦船葦船葦船葦船をををを大地大地大地大地にかえしにかえしにかえしにかえし自然自然自然自然にありがとうのごにありがとうのごにありがとうのごにありがとうのご挨拶挨拶挨拶挨拶をををを

しますしますしますします。。。。

ここではじめてここではじめてここではじめてここではじめてワークショップワークショップワークショップワークショップのののの終了終了終了終了となりますとなりますとなりますとなります。。。。

いままでいままでいままでいままで開催開催開催開催されたされたされたされた葦船学校葦船学校葦船学校葦船学校

カムナカムナカムナカムナ葦船葦船葦船葦船プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトではではではでは２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年２２２２月現在月現在月現在月現在までにまでにまでにまでに、、、、日本各地日本各地日本各地日本各地でででで大小合大小合大小合大小合わせてわせてわせてわせて

１３１３１３１３0000艘以上艘以上艘以上艘以上のののの葦船作葦船作葦船作葦船作りをおりをおりをおりをお手伝手伝手伝手伝いさせていただきましたいさせていただきましたいさせていただきましたいさせていただきました。。。。

■■■■環境環境環境環境イベントイベントイベントイベントでででで

・・・・ＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰ１０１０１０１０＝＝＝＝生物多様性条約第生物多様性条約第生物多様性条約第生物多様性条約第１０１０１０１０回締約国会議回締約国会議回締約国会議回締約国会議ののののパートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ事業事業事業事業

「「「「葦船葦船葦船葦船プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」 １２１２１２１２ｍｍｍｍのののの葦船葦船葦船葦船でででで名古屋港名古屋港名古屋港名古屋港からからからから伊勢神宮伊勢神宮伊勢神宮伊勢神宮までまでまでまで１５０１５０１５０１５０キロキロキロキロのののの航海航海航海航海。。。。

■■■■教育現場教育現場教育現場教育現場でででで

・・・・熊本県八代市鏡町立文政小学校熊本県八代市鏡町立文政小学校熊本県八代市鏡町立文政小学校熊本県八代市鏡町立文政小学校ではではではでは、、、、５５５５年生年生年生年生のののの総合学習総合学習総合学習総合学習としてとしてとしてとして、、、、地元特産地元特産地元特産地元特産ののののイグサイグサイグサイグサでででで

船作船作船作船作りりりり。。。。校内校内校内校内ののののプールプールプールプールにににに浮浮浮浮かべるかべるかべるかべる。。。。

■■■■神社神社神社神社のおのおのおのお祭祭祭祭りでりでりでりで

・・・・熊野本宮大社熊野本宮大社熊野本宮大社熊野本宮大社精霊萬燈祭精霊萬燈祭精霊萬燈祭精霊萬燈祭にてにてにてにて鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂のためのためのためのため御霊御霊御霊御霊をのせてをのせてをのせてをのせて熊野川熊野川熊野川熊野川にににに流流流流すすすす。。。。

■■■■青年会議所青年会議所青年会議所青年会議所でででで

・・・・共益社団法人諏訪圏青年会議所主催共益社団法人諏訪圏青年会議所主催共益社団法人諏訪圏青年会議所主催共益社団法人諏訪圏青年会議所主催「「「「葦船葦船葦船葦船プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト２００６２００６２００６２００６」」」」にてにてにてにて、、、、４４４４艘艘艘艘のののの葦船葦船葦船葦船をををを

８０８０８０８０人人人人でででで作作作作りりりり、、、、諏訪湖諏訪湖諏訪湖諏訪湖にににに浮浮浮浮かべてかべてかべてかべて乗船乗船乗船乗船。。。。

■■■■音楽音楽音楽音楽イベントイベントイベントイベントでででで

・・・・TURTLE ISLAND主催主催主催主催ののののイベントイベントイベントイベント 橋橋橋橋のののの下世界音楽祭下世界音楽祭下世界音楽祭下世界音楽祭 ～～～～SOUL BEAT ASIA 2012～～～～にてにてにてにて、、、、

８８８８ｍｍｍｍのののの葦船葦船葦船葦船をををを制作制作制作制作、、、、イベントイベントイベントイベントののののアートアートアートアートとしてもとしてもとしてもとしても活躍活躍活躍活躍。。。。そのそのそのその後木曽川後木曽川後木曽川後木曽川にてにてにてにて乗船乗船乗船乗船。。。。

■■■■ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯののののイベントイベントイベントイベントでででで

・・・・いしのまきいしのまきいしのまきいしのまきＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯセンターセンターセンターセンター仕事探検隊仕事探検隊仕事探検隊仕事探検隊にてにてにてにて小学生小学生小学生小学生をををを中心中心中心中心にににに２２２２艘艘艘艘のののの葦船葦船葦船葦船をををを制作制作制作制作。。。。北上川北上川北上川北上川にににに

てててて乗船乗船乗船乗船。。。。

主催主催主催主催されるされるされるされる団体団体団体団体もももも多方面多方面多方面多方面にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、水質浄化水質浄化水質浄化水質浄化ののののシンボルシンボルシンボルシンボルとしてとしてとしてとして、、、、自然自然自然自然をををを学学学学ぶぶぶぶ教育教育教育教育のののの一環一環一環一環とととと

してしてしてして、、、、アートアートアートアートのののの作品作品作品作品としてとしてとしてとして、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの趣旨趣旨趣旨趣旨にあったにあったにあったにあった形形形形でででで葦船葦船葦船葦船がががが誕生誕生誕生誕生していますしていますしていますしています。。。。



料金料金料金料金プランプランプランプラン

ワークショップワークショップワークショップワークショップ 葦船学校講師料葦船学校講師料葦船学校講師料葦船学校講師料※※※※１１１１

葦刈葦刈葦刈葦刈りりりり講習講習講習講習１１１１日日日日コースコースコースコース

日数日数日数日数 講師講師講師講師１１１１人人人人 講師講師講師講師２２２２人人人人 講師講師講師講師１１１１人人人人ごとごとごとごと

１１１１日日日日 ￥￥￥￥30,00030,00030,00030,000 ￥￥￥￥50,00050,00050,00050,000 ＋＋＋＋￥￥￥￥20.00020.00020.00020.000

葦船学校葦船学校葦船学校葦船学校 1111日日日日コースコースコースコース((((講師講師講師講師はははは１１１１艘艘艘艘にににに一人一人一人一人ずつつきますずつつきますずつつきますずつつきます))))

葦船葦船葦船葦船のののの大大大大きさきさきさきさ １１１１艘分艘分艘分艘分（（（（講師講師講師講師１１１１人人人人）））） ２２２２艘分艘分艘分艘分（（（（講師講師講師講師２２２２人人人人）））） １１１１艘艘艘艘増増増増えるごとにえるごとにえるごとにえるごとに

４４４４～～～～６６６６ｍ（ｍ（ｍ（ｍ（２２２２～～～～３３３３人乗人乗人乗人乗りりりり）））） ￥￥￥￥70,00070,00070,00070,000 ￥￥￥￥120,000120,000120,000120,000 ＋＋＋＋￥￥￥￥50,00050,00050,00050,000

６６６６～～～～７７７７ｍ（ｍ（ｍ（ｍ（４４４４～～～～５５５５人乗人乗人乗人乗りりりり）））） ￥￥￥￥90,00090,00090,00090,000 ￥￥￥￥160,000160,000160,000160,000 ＋￥＋￥＋￥＋￥70,00070,00070,00070,000

葦船学校葦船学校葦船学校葦船学校２２２２日間日間日間日間コースコースコースコース((((講師講師講師講師はははは１１１１艘艘艘艘にににに一人一人一人一人ずつつきますずつつきますずつつきますずつつきます))))

葦船葦船葦船葦船のののの大大大大きさきさきさきさ １１１１艘分艘分艘分艘分（（（（講師講師講師講師１１１１人人人人）））） ２２２２艘分艘分艘分艘分（（（（講師講師講師講師２２２２人人人人）））） １１１１艘艘艘艘増増増増えるごとにえるごとにえるごとにえるごとに

４４４４～～～～６６６６ｍ（ｍ（ｍ（ｍ（２２２２～～～～３３３３人乗人乗人乗人乗りりりり）））） ￥￥￥￥100,000100,000100,000100,000 ￥￥￥￥180,000180,000180,000180,000 ＋＋＋＋￥￥￥￥80,00080,00080,00080,000

６６６６～～～～７７７７ｍ（ｍ（ｍ（ｍ（４４４４～～～～５５５５人乗人乗人乗人乗りりりり）））） ￥￥￥￥120,000120,000120,000120,000 ￥￥￥￥200,000200,000200,000200,000 ＋￥＋￥＋￥＋￥100,000100,000100,000100,000

大型大型大型大型のののの葦船葦船葦船葦船３３３３～～～～５５５５日間日間日間日間コースコースコースコース((((造船造船造船造船のみのみのみのみ))))※※※※２２２２

葦船葦船葦船葦船のののの大大大大きさきさきさきさ １１１１隻分隻分隻分隻分

８８８８～～～～９９９９ｍ（ｍ（ｍ（ｍ（８８８８～～～～１０１０１０１０人乗人乗人乗人乗りりりり）））） ￥￥￥￥200,000200,000200,000200,000～～～～

大型大型大型大型のののの葦船葦船葦船葦船１０１０１０１０日間以上日間以上日間以上日間以上コースコースコースコース((((造船造船造船造船のみのみのみのみ))))

葦船葦船葦船葦船のののの大大大大きさきさきさきさ １１１１隻分隻分隻分隻分

１０１０１０１０～～～～１２１２１２１２ｍ（ｍ（ｍ（ｍ（８８８８～～～～１０１０１０１０人乗人乗人乗人乗りりりり）））） ￥￥￥￥500,000500,000500,000500,000～～～～

大型葦船大型葦船大型葦船大型葦船３０３０３０３０日日日日～～～～９０９０９０９０日以上日以上日以上日以上コースコースコースコース（（（（造船造船造船造船のみのみのみのみ））））※※※※３３３３

葦船葦船葦船葦船のののの大大大大きさきさきさきさ １１１１隻分隻分隻分隻分

１５１５１５１５ｍ～ｍ～ｍ～ｍ～１７１７１７１７ｍ（ｍ（ｍ（ｍ（外洋型外洋型外洋型外洋型）））） ￥￥￥￥1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000～～～～

※※※※1111 講師講師講師講師のののの交通費交通費交通費交通費、、、、宿泊代宿泊代宿泊代宿泊代、、、、食事代食事代食事代食事代、、、、およびおよびおよびおよび葦船学校葦船学校葦船学校葦船学校のののの材料代材料代材料代材料代はははは含含含含まれていませんまれていませんまれていませんまれていません。。。。

※※※※2222 大型大型大型大型のののの葦船葦船葦船葦船はははは大大大大きさやきさやきさやきさやデザインデザインデザインデザインによってによってによってによって日数日数日数日数、、、、料金料金料金料金がかわりますがかわりますがかわりますがかわります。。。。ごごごご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。

※※※※3333 １２１２１２１２ｍｍｍｍ以上以上以上以上のののの葦船葦船葦船葦船はははは、、、、船検船検船検船検がががが必要必要必要必要になるになるになるになる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

備考備考備考備考 講師指名講師指名講師指名講師指名はははは、、、、別途料金別途料金別途料金別途料金をををを頂頂頂頂いていますいていますいていますいています。。。。



よくあるよくあるよくあるよくある質問質問質問質問

ＱＱＱＱ....参加人数参加人数参加人数参加人数はははは何人何人何人何人ぐらいがぐらいがぐらいがぐらいが良良良良いですかいですかいですかいですか？？？？

ＡＡＡＡ....５５５５ｍｍｍｍ２２２２人乗人乗人乗人乗りりりり場合場合場合場合はははは大人大人大人大人１５１５１５１５～～～～２０２０２０２０名名名名、、、、小学生小学生小学生小学生のののの場合場合場合場合はははは小学生小学生小学生小学生１５１５１５１５～～～～２０２０２０２０名名名名++++大人大人大人大人４４４４人人人人

がががが目安目安目安目安ですですですです。。。。参加者参加者参加者参加者がそれがそれがそれがそれ以上以上以上以上のののの場合場合場合場合はははは２２２２艘作艘作艘作艘作るのをおすすめしまするのをおすすめしまするのをおすすめしまするのをおすすめします。。。。

ＱＱＱＱ....葦以外葦以外葦以外葦以外でもでもでもでも船船船船はははは作作作作れますかれますかれますかれますか？？？？

ＡＡＡＡ....ススキススキススキススキ、、、、荻荻荻荻、、、、イグサイグサイグサイグサ、、、、フトイフトイフトイフトイ、、、、笹笹笹笹、、、、セイタカアワダチソウセイタカアワダチソウセイタカアワダチソウセイタカアワダチソウ、、、、イネワライネワライネワライネワラ、、、、ムギワラムギワラムギワラムギワラでもでもでもでも

できますできますできますできます。。。。

ＱＱＱＱ....葦船葦船葦船葦船のののの重重重重さはどのくらいですかさはどのくらいですかさはどのくらいですかさはどのくらいですか？？？？

ＡＡＡＡ....５５５５ｍｍｍｍ二人乗二人乗二人乗二人乗りならりならりならりなら乾乾乾乾いたいたいたいた状態状態状態状態でででで１００１００１００１００ｋｇｋｇｋｇｋｇ、、、、乗船乗船乗船乗船のあとのあとのあとのあと濡濡濡濡れるとれるとれるとれると１５０１５０１５０１５０ｋｇｋｇｋｇｋｇ以上以上以上以上になりになりになりになり

ますますますます。。。。

ＱＱＱＱ....身体身体身体身体にににに障害障害障害障害があってもがあってもがあってもがあっても参加参加参加参加できますかできますかできますかできますか？？？？

ＡＡＡＡ....視覚視覚視覚視覚・・・・聴覚聴覚聴覚聴覚のののの障害障害障害障害、、、、車椅子車椅子車椅子車椅子でもでもでもでも参加参加参加参加できますできますできますできます。。。。

ＱＱＱＱ....パドルパドルパドルパドルややややライフジャケットライフジャケットライフジャケットライフジャケットはどうすればはどうすればはどうすればはどうすれば、、、、いいですかいいですかいいですかいいですか？？？？

ＡＡＡＡ....地元地元地元地元ででででカヌーカヌーカヌーカヌーをやられているをやられているをやられているをやられている方方方方におにおにおにお借借借借りするりするりするりする場合場合場合場合がががが多多多多いですいですいですいです。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、購入購入購入購入することすることすることすること

もできますしもできますしもできますしもできますし、、、、カムナカムナカムナカムナ葦船葦船葦船葦船プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトでもでもでもでもレンタルレンタルレンタルレンタルしていますのでごしていますのでごしていますのでごしていますのでご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。

ＱＱＱＱ....葦船葦船葦船葦船はどのぐらいはどのぐらいはどのぐらいはどのぐらい保保保保ちますかちますかちますかちますか？？？？

ÅÅÅÅ....保存状態保存状態保存状態保存状態によりますがによりますがによりますがによりますが、、、、天然素材天然素材天然素材天然素材ののののロープロープロープロープ((((マニラマニラマニラマニラ麻麻麻麻、、、、ジュートジュートジュートジュート麻麻麻麻))))をををを使使使使うううう場合場合場合場合、、、、１１１１年年年年がががが

目安目安目安目安になりますになりますになりますになります。。。。ナイロンナイロンナイロンナイロン製製製製((((クレモナロープクレモナロープクレモナロープクレモナロープなどなどなどなど))))ののののロープロープロープロープをををを使使使使いいいい保存状態保存状態保存状態保存状態がよければがよければがよければがよければ

２２２２～～～～３３３３年年年年はははは乗船可能乗船可能乗船可能乗船可能ですですですです。。。。

おおおお申込申込申込申込みみみみ方法方法方法方法

団体名団体名団体名団体名（（（（個人個人個人個人のののの方方方方はははは氏名氏名氏名氏名））））、、、、担当者担当者担当者担当者のののの氏名氏名氏名氏名、、、、ごごごご連絡先連絡先連絡先連絡先をををを明記明記明記明記のののの上上上上、、、、

葦船学校希望葦船学校希望葦船学校希望葦船学校希望とととと記記記記してしてしてして以下以下以下以下ののののアドレスアドレスアドレスアドレスまでまでまでまでメールメールメールメールをおをおをおをお送送送送りくださいりくださいりくださいりください。。。。

またまたまたまた、、、、ごごごご質問質問質問質問、、、、ごごごご不明不明不明不明なななな点点点点がありましたらおがありましたらおがありましたらおがありましたらお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお尋尋尋尋ねくださいねくださいねくださいねください。。。。

よろしくよろしくよろしくよろしく、、、、おおおお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

kamuna.ashibune.project@gmail.comkamuna.ashibune.project@gmail.comkamuna.ashibune.project@gmail.comkamuna.ashibune.project@gmail.com

カムナカムナカムナカムナ葦船葦船葦船葦船プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト（（（（担当担当担当担当：：：：石川石川石川石川））））


