
手漉き野草紙名刺を、作りませんか ?!

このパンフレットは 　　　　　　　　　　　　　　　　 一般財団法人セブン-イレブン記念財団 の助成金で制作しています

次世代につなげる、阿蘇もよろこぶ、話もはずむ。 阿蘇の草原のススキを利用して漉きあげた野草紙で制作します。
ナチュラルな風合いのオリジナル名刺はいかがでしょう。

阿蘇草原再生

草原再生協議会に参加されている団体・
法人・個人の方は、このマークをお入
れします。上記以外の方でも「活動に
寄付します」の一文が入ればマーク使
用が可能です。

名刺の下部に「この名刺は、原料の一部に阿蘇の草原の
ススキを使用しています。」の文言が入ります。

【価格】

300 枚以上ご注文いただいた方は、名刺の売上金をプロジェクトに活用させて
いただきます。

ご注文最少枚数：100枚
■ 片面カラー印刷　　　

■ 両面カラー印刷

3,000 円
3,500 円

■ 送料：160 円～（メール便にて送付）

300枚以上でサポーター価格 !!
■ 片面カラー印刷　　　

■ 両面カラー印刷
8,000円
9,500円

■ 送料：無料

9,000 円

10,500 円

  経済 と ひと・自然 が 循環する 
　野草紙名刺の売上金を、阿蘇の草原保全や環境教育へ還元します。
● 阿蘇の環境保全への寄付活動
名刺 1枚に付き 1円を寄付します。
『阿蘇環境共生基金』もしくは『阿蘇草原再生募金』のどちらかをお選び下さい。
● 『阿蘇の野草 de 卒業証書』プロジェクトをサポート

ロゴデータをお持ちの方は、そのまま使用することができます。
ご希望の書体やロゴ、また既存の名刺に合わせる等、おひとりお一人のご要望に
お応えいたします。
　　　　　　　　 　　　　 お問い合わせ・ご注文は、九州バイオマスフォーラムへ活動に寄付します

草原  守 SOUGEN MAMORU

〒869-2612  阿蘇市一の宮町宮地 5816
TEL : 050-3305-6577   FAX : 0967-22-1014
E-mail : kbf@aso.ne.jp
http://kbf.sub.jp

この名刺は、原料の一部に阿蘇の草原のススキを使用しています。

阿蘇草原再生

写真入りの名刺もできます。

【名刺サンプル】

阿蘇草原再生

NPO法人 九州バイオマスフォーラム

牛乳パックと草原のススキでハガキ作り !!
“身近な資源のリサイクル”牛乳パックを使ったハガキ作りのプログラム

牛乳パックにカッターで両面に切れ目を入れ、水に浸して
柔らかくしておく。（1人あたり 1ℓサイズで 2～3枚）

1人1回ずつハガキを漉きます。
※槽にはススキと牛乳パックで
　作った原料を入れています。

枠からはがして乾燥板にのせ、
布で軽く押さえて貼り付けます。
※乾燥板は約 70℃で、やけど
をしないように注意しましょう。

④仕上げ

〈紙を乾かす時間を使って〉

◇所要時間の目安：　　30人でおよそ 90分

感想を発表しましょう。

①紙を漉く

〈飾付け〉

②吸水 ③乾燥
吸引機を使って、ある程度の
水分を吸い取ります。

押し花や切り紙などを
用意しておけば、紙に
模様をつけることが出
来ます。 子どもたちに環境問題をもっと身近

なものとして考えてもらえるような
紙芝居やクイズなどをして過ごしま
す。

　　※会場にはパネルも展示します。

乾
燥
時
間
お
よ
そ
20
分

真ん中をカットして、2枚の
ハガキの出来上がり！

・牛乳パックはきれいに洗った
　ものを使用します。

◀①パルプを取り出す
　牛乳パックの両面のポリエチレンを
　はがすと白いパルプが出てきます。

取り出したパルプを細かくちぎってミキサー
に入れ、ドロドロになるまで回します。

②パルプを溶かす▶

◆エコについて考えよう！

□牛乳パックの事前準備（2～3日前）

〉〉〉 〉〉〉 〉〉〉

◆牛乳パックから原料づくり

・底や端の厚手の部分 (　) は
　切り取っておきます。

循環型社会への取り組み

す

す

カッターナイフで切れ目を入
れます。この切り口から水が
浸透してふやけるので表面の
ポリエチレンがはがしやすく
なります。

す

す

草資源の循環型社会づくり

○卒業証書や卒業制作
○放課後子ども教室
○環境を考えるイベント
　などに私たちが
　　　　　　お伺いします。

広大な阿蘇の草原を保全するため
に年間を通して草原学習を行い 
共に牧野に出向いて草を刈り 　
その草から紙を作るという
体験型草原環境学習のプログラム
をご提供します。

〒869-2612　熊本県阿蘇市一の宮町宮地 5816
 TEL: 050-3305-6577   FAX: 0967-22-1014

阿蘇の草原を守るために「野草を使おう！」プロジェクト

〔E-mail〕 kbf@aso.ne.jp  〔URL〕http://kbf.sub.jp



《紙漉き用機材一覧》

一度に2人が作業できます
(キャスター付きです）

○吸水機

○乾燥板（パネルヒーター）
　　　　　　（100V ・250W)

▲B5サイズ /ハガキ2枚分
　（182mm×257mm)

○漉き槽 (140cm×55cm×74cm）

▲A3(420mm×297mm）

　　

す

▼環境省アクティブレンジャーの
　出前講座とも連携しています。

こうぞ

○漉き桁
す けた

す そう

草原環境学習の流れ　～ススキが卒業証書になるまで～

1）事前学習 /学校 2）草刈り・草原探索 /地元牧野

3）ススキの加工 4）紙漉き /学校

所要時間
　30～45分

牧野を管理されている地元農家の方を招いて草原
の歴史や文化についてお話を伺います。さらに刈
り方やくびり（結び）方などを教わりながら一緒に
草刈りをします。刈り取ったススキは、固い茎を
省き、葉だけに選り分けます。
※鎌を使うときは、けがをしないように十分注意しましょう。

草刈りの後は、草原探索です。草原の中に咲く
花やその種を観察したり、昆虫や小動物の痕跡
などを探したりしてみましょう。

所要時間　２時間～半日
ススキの葉をビーターという機械
にかけます。柔らかくするため
灰汁と一緒に、60 分ほどかけて
すり潰します。

溜め漉きという方法で紙を漉きます。次に吸水
機で、ある程度の水分を取り、乾燥板にきれい
に張り付けて 20分ほど乾かします。
原料は、和紙の原料の楮とパルプに、2 割程度
のススキが入ります。

草原の草から“紙”を作る作業です。
それぞれの工程をみんなで協力して進
め、卒業証書や卒業制作など、思い出
の作品に仕上げます。

所要時間　2時間～半日

※この機械は移動できませんので、ススキ
をお預かりして、当方にて作業を行います。

す所要時間
　60～90分

ぼくや

旅立ちの日

専門講師による出前講座です。
草原環境学習では、スライドや紙
芝居を使って、草原の 1 年を追い、
阿蘇の草原の特徴や現状、そして
保全活動などについてお話ししま
す。次に、バイオマスの紹介を通
して、草の利活用法や自分たちが
できることなど地球環境問題（エコ）
についても一緒に考えます。

よ

あ　く

つぶ

すた す

　阿蘇を訪れた人々を魅了する広大で美しい草原。こ
こには草原独特の生き物が生息し、可憐な野花が咲き
誇っています。草原は阿蘇の宝物です。阿蘇の草原は、
およそ千年にも渡って牛馬を放牧し、草を刈り、野焼き
をするなど、人の手によって守られてきたものです。
　ところが今、その阿蘇の草原がどんどん減ってきて
います。過疎化や高齢化、家畜頭数の減少などによって、
維持管理が難しくなっています。
　そこで、当NPO法人では、主に阿蘇郡市内の小学６年
生を対象とした【体験型草原環境学習】を通して、草原

阿蘇を誇りに思い、
阿蘇を語れる子どもたちになってほしい。

が危機に瀕している現状や草原保全・草資源の利活用
について共に考える場を提供しています。また、農家
の方々との交流を通して、受け継がれた「技」や「伝統」
「文化」を学び、そこから草原に興味を持たせることで
これからの草原保全の担い手育成に貢献します。
　この年間を通した草原学習の成果として、子ども達
が刈り取ったススキを原料の一部に用いた、自らの卒
業証書となる「手漉き野草紙づくり」を行うことで、
より深く思い出に残る環境学習になることを目指して
います。
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卒業証書は
草原の香り

〈制作例〉

〈制作例〉

〈制作例〉


