ココ イラと は、
地 元の人が 地元を案 内して、 みん
なが この町を 大好きに なるため の小
さな プログラ ムの集ま りで、温 泉地
とし て地域の 活気とつ ながりを 再生
する まちづ くりイベ ントで す。

10

※ココイ ラの名称 の由来は 、群馬 弁
の「ここ いらで（ そろそろ ）、こ こ
いら（この辺り）、ここにいらっしゃ
い」をヒ ントに、 地元の皆 さんに は
馴染みが 深く、そ うでない 人には 新
しい言葉 の響きと して覚え ていた だ
くため につけた 名称だ そうで す。
ココイ ラへパー トナー として 参画
きっか けは、日 々の活動 でつな が
りを深め てきた、 赤谷プロ ジェク ト
地域協議 会とみな かみ町観 光協会 か
らの熱心 なオファ ーでした 。赤谷 セ
ンターと しても地 域との繋 がりを 深
めたいと 考えてい た時期と 重なり 、
積極的に 参画する ことにし ました 。
また、 ココイラ は、小さ なプロ グ
ラム（ 人程 度）の集 まりであ るこ
とから、 スケジュ ールの隙 間を利 用
して事前 準備等の 負担を最 小限で 実
施でき ることも 魅力の 一つで した。
昨年初 参加！
初参加 の昨年は 全てが試 行錯誤 で
したが、今年度は、昨年以上に、キャッ
チ・コピ ーにも知 恵を絞り 、より 小
回りの利 く、地域 に限定し た少人 数
でアット ホームな 体験プロ グラム を
用意しま した。そ の甲斐も あり、 コ
コイラ事 務局が主 催する記 者発表 プ
ログラム の一つと して「マ ツのコ デ
ラックス 豪華版！ 」が選ば れまし た。

平成 年度赤谷 センター の提供す る
プ ログラム ！ ～自 然や森と ふれ あ
う 、知る ～

写真は、福島県いわき市小川町の

「ふくしま森林再生事業」
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年度に実施し

物質の流出防止事業を実施する予定
です。

の同時発注で丸太筋工による放射性

うものです。
今年度も、保育間伐活用型事業と

森林・林業復興対策実証事業」とい

林野事業における放射性物質対処型

この「ふくしま森林再生事業」に
おける国有林野事業の名称は「国有

た箇所です。

地に丸太筋工を平成

小川山国有林で、放射性物質の流出
を防止するため森林作業路、急傾斜

今月の表紙

・

〇セン カメ仙人 と行く赤 谷の森
～ 旧三国 街道の巨 木に会 おう！ ～

10

最 後に！
詳細は、 ココイラ ホームペ ージ を
検索

〇 ネイチ ャークラ フト教 室 ・
～ マツの コデラッ クス豪 華版！ ～

10
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http://cocoira.jp/
みなかみ にお越し になった 皆さ ん
と 地域を大 好きにな ってほし いと い
う 思いをも った地元 の方々が 一緒 に
な って「み なかみの 魅力」を 体験 す
る ココイラ ！、感動 をお土産 にお 持
ち 帰りく ださい！

25

5

地域と繋がる赤谷プロジェクト

み なかみｃ ｏｃｏｉ ｒａ（コ コイ
ラ）
赤谷森林ふれあい推進センター
（以 下、赤谷 センター ）が推進 する
「赤 谷プロジ ェクト」 では「持 続的
な地 域づくり 」を目標 の一つに 掲げ
てい ます。年 間を通し て、プロ ジェ
クト でわかっ たことな どを地域 の皆
さん に「地元 の魅力」 として知 って
いた だく機会 として、 活動報告 会・
ＡＫ ＡＹＡカ フェ等様 々なイベ ント
を行 っていま す。今回 は、昨年 度か
ら自 然体験プ ログラム を提供す るな
どパートナーとして参画している
「み なかみコ コイラ」 （以下、 ココ
イラ ）での 取組を紹 介しま す。

第１２６号

関東森林管理局
（５）平成２６年９月３０日

