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女性林研なおかわ
ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらす
大野町森林クラブ
佐伯広域森林組合
湯ノ見岳愛育会
田来原新しい森林づくり推進会議200海里の森づくり
下草刈り実行委員会
日田林業５００年を考える会
「水の森」の会
森林体験クラブ
きやどんクラブ
松林蘇生会
糸島地区筑後川の源流を守る会
ふくおか篠栗かみつえ山を緑にする会
日産プリンス大分販売
九州電力株式会社日田電力所
「耶馬の森林」育成協議会
宇佐市故里の自然を守る会
ＮＰＯ法人ワンダフルワーク
つくみ環境美化グループ
九州電力株式会社大分支店
株式会社 ＨＩヒロセ
ＮＰＯ法人グリーンインストラクターおおいた
ＮＰＯ法人 碧い海の会
大分銀行の森づくり
ボランティアりょうぜん会
奥江の森を元気にする会
山川草木シューレ
麻生地区活性化センター運営委員会
NPO法人おたすけネットひびき
おおいた森林組合
（社）ガールスカウト日本連盟大分県第２５団
九重ふるさと自然学校
ＮＰＯ法人アイラブグリーン大分
環境フォーラム
千部もみじ村
東国東郡森林組合
日本環境クラブ

芦刈 みちよ
葛西 満里子
安藤 文治
戸髙 壽生
上野 誠
三苫 善八郎
坂本 休
田島 信太郎
駄田井 正
原田 公成
堂本 亜紀子
島田 久生
河津 栄次郎
川津 京一
林 泰二
徳永 勉
奥塚 正典
吉田 敏道
小森 加奈子
重松 眞
井上 徹
廣瀬 舜一
鬼塚 隆子
田中 新正
後藤 冨一郎
中村 紘一
橋本 健志郎
木村 秀和
中尾 三千彦
高橋 宜宏
近藤 和義
森 容子
川野 智美
二村 沢行
疋田 春生
近藤 加代子
矢野 丈夫
松峯 弘

住所
佐伯市直川大字横川１８番地
大分市御幸町１６組の１
豊後大野市大野町田中２４００
佐伯市宇目町大字南田原２８３番地２
福岡県大野城市白木原2-13-17
日田市大山町西大山３５４５－１
日田市中津江村栃野３５３
日田市中津江村合瀬３５７３
日田市上野町７６－１財津忠幸方
日田市上津江町川原２８１０－１
日田市上津江町川原２８１０－１
宇佐市大字長洲３３３９番地
日田市上津江町川原２７１０番地
日田市田島２－６－１
大分市大字羽屋２６７番地
日田市天瀬町女子畑７０７－２

E-mail
asikari-nm@mx61tiki.ne.jp
nanagurasu@yahoo.co.jp

TEL

0972-58-2464
090-8762-3344
0974-34-2007
0972-54-3326
yunomidake0608＠bun.bbiq.jp
092-581-2054
0973-52-3101
0973-54-3111
shin＠tajimaforest.co.jp
0973-56-5114
zaitsu＠ruby.ocn.ne.jp
090-5924-5475
harada＠try-wood.com
0973-55-2656
info@try-wood.com
0973-55-2656
0978-38-0030
0973-55-2011
0973-23-3111
info@nissan-prince-oita.co.jp
097-544-2323
akira_a_nagano@kyuden.co.jp
0973-57-3600
中津市豊町14-3 中津市農林水産部林政課内 fujiwara.tomio@city.nakatsu.lg.jp 0979-22-1111
宇佐市住江２１０－７
prgrw016@ybb.ne.jp
0978-38-4047
宇佐市下高字別府１２０８
info@copal-green.com
0978-33-2578
津久見市井無田町１１番８号
sigema@po.hyper-tsukumi.jp
0972-82-4569
大分市金池町２丁目３番４号
Tooru_C_Inoue@kyuden.co.jp
097-537-4818
大分市古国府２４３－９
murakami@hih-net.co.jp
097-545-8666
大分市高崎３丁目６－１１
wamu@aql.bbiq.jp
097-543-8510
大分市元町１番８号
aoiuminokai@yahoo.co.jp
097-543-2158
大分市府内町３－４－１
097-538-7765
大分市木上４７８－８
097-541-0037
日田市隅２丁目２－３６
snao@mbr.nifty.com
0977-85-5878
杵築市山香町野原４５１３
0977-75-2085
宇佐市四日市532-1ｳﾞｨｸﾄﾜｰﾙ四日市A210
sudare@lime.ocn.ne.jp
0978-32-8415
宇佐市大字四日市４４４１－４
usahibiki@yahoo.co.jp
0978-33-4730
由布市庄内町大瀧１７１１－１
oita-sinrin@jasmine.ocn.ne.jp
097-582-0900
大分市御幸町１６組の１
nanagurasu@yahoo.co.jp
097-536-6655
玖珠郡九重町大字田野１６２４－３４
kujyu-sizengakkou@7midori.org 0973-73-0001
大分市大字玉沢６２５－２大分植木（株） npo-algo@hotmail.co.jp
097-541-1047
佐伯市大字長良３－５
豊後高田市来縄５３６－３
0978-22-0041
国東市国東町小原４４２３－１
e_sinrin@elf.coara.or.jp
0978-72-3755
大阪市東住吉区駒川５－４－５
06-6694-8316
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湯ノ見岳愛育会
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アグリ倶楽部
（公益財団法人）森林ネットおおいた
（社）大分県造園建設業協会
(一社）大分県治山林道協会
NPO山守り隊
両子の森プロジェクト
うーたの会
森林の応援団イン大分
豊後ふるさと再生塾「昭和の里かぐや姫」
さがのせき・彩彩カフェ
生命（いのち）の森を育てる会
株式会社オーイーシー
ＮＰＯ法人 しだれの里を創る会
おおいた上野の森の会
(一般社団法人）明日の笑顔研究会
紅葉樹の美しい里山づくりの会
松毬（まつぼっくり）の会
NPO法人 水辺に遊ぶ会
NPＯ法人生活環境テラス
青江ダム森林公園づくり実行委員会
下毛の里自伐型林業研究会
神角寺渓谷緑化推進会
夢咲き桜の会
大分エコクラブ
日田木人（キジン）クラブ
平石コミュニティ事業部会
NPO法人里山保全竹活用百人会
くにさき半島七郷ネイチャー
（有）福田林業
NPO法人いきいき安心おおいた
千年あかり実行委員会
豊後自然塾
NPO法人アシスト・パル・オオイタ
宇佐市の森と海の共生を推進する会
柿ノ谷森林づくり実行委員会
中津・桜ともみじの会実行委員会
津久見地区山づくり協議会
あかい屋根の郷
四浦を考える会

佐藤 徳
重本 悟
日野 立明
坂本 和昭
生野 一路
寺田 豪淳
神宮司 昭夫
宮本 幸生
一万田 忠彦
山田 悠二
江畑 尚登
森 秀文
安部 博進
池松 信子
後藤 博子
小平 一郎
小野 信一
足利由紀子
石川 博文
伊井 操
梅木 長二郎
小代 忠之
藤本 加代子
藤原 了児
原田 重臣
日野 正博
井上 隆
福田 聡子
福田 明彦
平山 順一
財津 忠幸
佐藤 仁蔵
松田 順子
酒井 秀明
川津 京一
愛宕 久和
西村 徳丸
多田 征記
小谷 栄作

杵築市山香町大字小武４３５－３
大分市古国府字内山１３３７－１５
大分市大字横尾４２２５
大分市大字古国府字内山１３３７－２０
由布市庄内町渕９９０
国東市安岐町両子１５４８
大分市横尾３９０３－５加藤俊一方
大分市神崎１４２７－４
大分市下郡中央2丁目10-47伊東一忠 方
大分市大字佐賀関１１５８番地
大分市中島西１丁目８－１８
大分市東春日町17-57
竹田市直入町大字長湯山脇３１３５番地
大分市上野丘１－２７
大分市牧上町１１－２７
佐伯市宇目大字大平１００２の１番
大分市大字太田１６４５番地の７
中津市中央町２－８－３５
大分市上野丘西１８番８号
津久見市新町６－１２
中津市耶馬溪町栃木３１１－１
大分市顕徳町２丁目５－１８
国東市国東町浜崎３２３０－２
大分市上野912-49藤原美術研究所内
日田市石井町１丁目２３１－７
由布市庄内町平石487－2番地
竹田市大字会々2335-1
杵築市大田永松1715番地
杵築市大田永松1715番地
大分市大字下宗方２８６番地の１
日田市上野町７６－１
日田市上野町７６－１
大分市東春日町７－１３－７０８

kotake@kdt.ne.jp

0977-75-0332
097-546-3009
zouen@io.ocn.ne.jp
097-574-5800
soumu@ocr.or.jp
097-545-2110
097-582-1662
goiunterada@msn.com
0978-65-0020
kuku81@oct-net.ne.jp
097-520-1273
097-576-0444
097-503-8111
sp6q97m@mint.ocn.ne.jp
097-575-2585
bcb12877@nifty.com
097-534-3559
sato@oec.co.jp
097-537-9550
0974-75-2460
nobuko-uenonomori@yahoo.co.jp
097-545-5853
green goodman@yahoo.co.jp
097-558-2016
0972-53-2401
090-8394-6784
mizube1999@yahoo.co.jp
080-5248-7443
info@terasu.org
097-545-0020
shid1940@oct-net.ne.jp
0972-82-0952
herbnaomi@nk.oct-net.jp
0979-54-3669
090-5284-7983
nissy@kunisaki-ecosystem.com 090-1166-4811
maki@hujikumi.com
090-2390-7369
090-3603-8081
090-1192-2090
takekatuyou2000@yahoo.co.jo
0974-63-2638
kappa.cafe105@gmail.com
090-9407-8285
hukudaforestry@gmail.com
090-3195-4469
junnori@oct-net.ne.jp
097-533-1131
zaitsut@snow.plala.or.jp
0973-23-2070
zaitsut@snow.plala.or.jp
0973-23-2070
apo2002@rapid.ocn.ne.jp
097-534-8033
宇佐市大字上田1030番地の１宇佐市林業水産
0978-32-111
課
0973-54-3722
日田市中津江栃野2357-1 笠原
kasahara@hita-k.org
nakatsusakuratomomijinokai@sakura-momiji.com
0979-22-2250
中津市殿町1383-1
津久見市大字津久見５６３８番地の４ 上田
090-4989-4288
豊後大野氏三重町松尾3179番地
akaiyane@shirt.ocn.ne.jp
090-3079-7806
津久見市大字四浦6253番地
0972-88-2721

森林ネットおおいた
大分県治山林道協会

うーたの会

水辺に遊ぶ会

環境テラス

七郷ネイチャー
福田林業
いきいき安心おおいた

ｱｼｽﾄ・ﾊﾟﾙ･ｵｵｲﾀ

あかい屋根の郷
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河原内自然環境くらぶ
三角台を守る会
永慶寺山登８３戸組合
ワタミファーム＆エナジー（株）臼杵営業所
NPO法人やまもりの会
大越地区棚田を守る協議会
長松山森林整備推進協議会
三郷小学校みどりの少年団
初島森林植物園ネットワーク（初島林園）
ふるさとキャラバン隊
大分の木育を考える会

プラスエー（+A）
日田木材協同組合青壮会
遠見山をよみがえらせる会
ラブ・グリーン大山ボランティア実行委員会
大山ダム水源地域上下流交流事業実行委員会
森の文化を伝える会
全国乾しいたけ振興大会実行委員会
大南里山エクスペリエンス
九重宝夢工房（ここのえほうむこうぼう）
むくの会
森へきらめ樹（き）
きこり組みんなあつまれ～
西高林業研究会
杵築森のあそび隊
奈多狩宿海岸の松林を守る会
NPO法人猪の瀬戸湿原保全の会

坂本 裕明
稲垣 万三郎
吉廣 順一
佐藤 伸幸
山田 幸子
黒木 隆典
梅田 俊三
泉 一徳
神川 建彦
安達 宏彦
市原 靖士
松田 周作
武内 隆夫
安藤 康生
栞野 久己
投野 祐二
伊藤 英生
生野 照雄
松岡 健治郎
岩下 恒之
船尾 はるな
上村 由美
工藤 恵
河野 健二
福田 明彦
木村 謙次郎
渡邉 新十郎

大分市河原内2875番地
097-596-1917
sakamoto.hiroaki@beige.plala.or.jp
臼杵市大字大浜219番地
manza soccer@yahoo.co.jp
090-3667-7899
由布市庄内町五ケ瀬138
090-9580-8971
臼杵市野津町亀甲4013-1
0974-24-3020
n_sato@watami.net
佐伯市大字長良４４２３－２
0972-29-2239
yamamori@saiki.tv
佐伯市大字長谷１０９４
0972-22-4486
佐伯市弥生大字門田５３１番地
090-4518-1993
中津市山国町槻木７２７
0979-64-2127
日田市殿町4178-2
090-9591-3568
tatechan@hita-net.jp
玖珠郡玖珠町大字山田2288 宿利博實
090-4475-0245
大分市大字旦野原７００番地
ichiharayasushi@gmail.com 097-554-7587
大分市府内町2-4-8若竹ビル451
090-3329-0338 プラスエー
info@shusakumatuda.com
日田市南友田町100-1日田木協事務所内 hitamokkyo@wind.ocn.ne.jp
090-9608-8832 日田木材協同組合青壮会
津久見市大字保戸島１０１番地の２ (高司）ryuji-takatsuka@jf-oita.or.jp 090-7295-8803
日田市大山町西大山３５４５－１
0973-52-3101
oyama@city.hota.oita.jp
日田市大山町西大山３５４５－１
oyama@city.hota.oita.jp
0973-52-3101
豊後大野市三重町内田高瀬1903（菊水貴正）
0974-22-7308
豊後大野市農林整備課（甲斐・永星）
0974-22-1001 （内線２３４２）
ka1465@bungo-ohno.jp
大分市大字奥２０１
090-6673-7222
ya2taiso@live.jp
玖珠郡九重町松木4415-2（藤原 三治）
090-3327-6000
杵築市山香町南畑5397
nag_haru@yahoo.co.jp
090-1196-9302
由布市庄内町東長宝689-27（米澤寿美子） forest.sparkling@gmail.com
090-6425-1352
宇佐市安心院町折敷田128-2（田口弥生） kikorigumi37@gmail.com
090-6566-5997
豊後高田市大力723-1
0978-27-3785
杵築市大田永松１７１５
akihikotk@gmail.com
090-3194-4469
杵築市狩宿１１９０－１（亀井義則）
ykame@kdt.ne.jp
090-4519-1527 松林を守る会
別府市中須賀東10-2ｼｰｻｲﾄﾞｳﾞｪﾗ春木B701定松 sada97110@nifty.com
090-5805-7300

