
　　　　　　　　われらは森林の環境と、その恵みを守り育てます                        TEL・FAX　019-663-0547

  月 日          内     容 詳細
木工体験‥北上市・森の体験館

　　　　　　　　～木工工具の使い方など～

 講師派遣‥‥遠野エコネット
　　　　　　　　　　～山仕事入門講座～

 講座‥‥ギダジ研修場

　　　　　　　　枝打ち、伐木の総仕上げ

 講座‥‥ギダジ研修場

　　　　　　枝打ち、伐木の総仕上げ

 「キノコ植菌」‥原木づくり、植菌

　　　　　　　集合‥‥ギダジ研修場

 講座‥‥盛岡中央公民館

　　　　　　オリエンテーション

「総会」 ‥‥県公会堂

　　　　2015年度の事業について、ほか

「お花見」 ‥‥岩手公園

　　　　上記　総会終了後
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　　　　　　　　　　　　盛岡市上田堤1-13-7

研・4p

研・3p

  8(日)

　14(土)

北上・6p

  29(水) 研・3p

4/12(日) 研・3p

　22(日)

〃

　28(土)

研・3p

研・3p

 3/7(土)

　　　　　　NPO法人　いわて森林再生研究会

2015年3月号

活動カレンダー 　3/7～4/29

研・3p

いわて森林再生77いわて森林再生77いわて森林再生77

※　詳細は表の右枠のページを
　　　見てください。

応急手当法‥‥心肺蘇生、万一の時に慌てず処置できるか、積極的な訓練がカギ 2/15 講座 

もう一つの暮らし方 

 ～地域の資源を生かす～ 

先日、県北で燃料を販売している人から 
「最近、灯油の購入を断る人が増え、困っ 
ている」とこぼされました。断った人たちは、

自分で薪を調達しているそうです。店主に 
は気の毒ですが、これが時代の流れだと思 
うのです。 
 自分で薪をつくれば、暖房の灯油代が年 
間 10 万円の人だとすれば 10 年では 100 万 
円も出費せずに済みます。そんな人が 1 万 
人になれば 100 億円にもなります。森林の 
潜在力に驚ろかされます。 
先月は「地方消滅」とか「限界集落」と 

 かに反発するシンポジウムが葛巻町と西和 
 賀町で開かれました。出席した首長さんた 
ちは「森林など地域にある資源を生かせば 

消滅
．．

だとか限界
．．

などはない」と意気軒昂な 
ところみせていたそうです。 
そもそも山里・山村には食糧、燃料、水 

などが身近にあり、あまりマネーを使わな 
い暮らし方があったのです。森林の恵み(薪 
炭、木材、果実、肥料‥‥)を採るなどのほか、

物々交換や共同作業 (結い)といった相互扶 
助の習わしも生活を支えていたのです。 
マネー経済が国民生活の全てと捉えている 
霞ヶ関(中央官僚)には想像できない、云うな 
らば“もう一つの(オルタナティブな)暮らし 
方”です。これこそが持続可能な地域の資 
源＝財産じぁありませんか。  (斉藤) 



「間伐材の資源化プロジェクト」‥‥セブン-イレブン記念財団 助成事業
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　太い丸太も楽々動かす。丸太を渡し、その上を転がす、滑らす‥‥
　 バランスを取りながら小さな力で動かすことができます。

2014年度「間伐材の日」 ‥‥集材作業 アラカルト

☞ 来年度の資金調達

　セブン-イレブン記念財団へ
　 助成金申請済み
　
　・採択の可否は 3月末に分かります。
　・採択されれば活動は4月からです。
　・申請内容は本年度とほぼ同じです。
　

　この丸太が「薪づくり」「炭焼き」「製材」の原木になって、地球温暖化防止に貢献していま
す

 ■ きのこ栽培

　と　き　3月28日(土)
　ところ　盛岡市手代森
　　　　　　(田中さん所有)  雑木林
  集　合  ギダジ研修場
　内　容　・原木づくり
　　　　　　　(林から搬出、玉切り)
　　　　　・植菌 (シイタケ、ナメコ)
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「森林ボランティア講座」‥‥三井物産環境基金　助成事業

震災復興支援活動‥‥‥3年間で森林作業の人材200人を養成

 2月の活動から

　「講座」 ‥‥
■ と　き　3月 14日 (土)
  　　　　　　      9:00 ～ 15:00
   集　合　ギダジ研修場
 
   内　容　 枝打ち、伐木のおさらい
　

　枝打ち
　　木材の形質を左右する大事な作業。
　　でも、殆どの林はやっていません。
　
　
　

　 左‥‥枯れ枝がビッシリ、カミキリ虫も
　　　　　　　 入り、薪にしかならない。
   右‥‥通直完満 (真っすぐ、ずん胴)で
　　　　　高価格で売れる立木。

<手入れゼロの林>

■ と　き　3月 22日 (日)
  　　　　　　      9:00 ～ 15:00
   集合、内容は　上記と同じ

□　2/22 (土)　「講座」  室内研修‥‥森林作業の安全、　森林・樹木とは‥‥参加　40人

　▼ 応急手当法　　日赤岩手支社　松草忠一さんの指導

　▼ 岩手の林業　現状と課題　　岩手大学農学部　伊藤幸男准教授の講義

<手入れした林>

＜ 3 月のスケジュール＞ 

□ 2/15 (日)「講座」応急手当法、 岩手の林業 
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　講師派遣事業　(安全技術普及活動)

菅原、藤原、斉藤の3人を派遣□ 2/8  NPO法人遠野エコネット‥「山仕事入門講座」

□ 2/13 (金)    岩手大学 「森の学び舎」　　　福山、斉藤　２人派遣

チェンソーの構造‥フムフム、分解するとよく分かる。　ローブの繫ぎ方・結び方‥一朝一夕では身につかない練習を

＜ 室内研修のテーマ‥‥チェンソーの分解、目立て‥‥‥＞

目立て後の試し切り‥6 秒！

目立て‥‥先ず刃の形をつくってから研ぎま
す。研ぐとき手の甲を下にしてヤスリを前後し
ますが、これはヤスリを真っ直ぐに動かしやす
いからです。

分解してチェンソーの構造を知
ることができまする

■　3月の開催日　　　　3/8 (日)　伐木‥‥これまでのまとめ (今期の最終回)

チェンソーの分解 

目立て 



　2015年3月号
盛岡市上田堤　1-13-7   TEL・FAX 019-663-0547

携帯　090-7070-8724    代表　斉藤 文男

＜ 3月のスケジュール ＞
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　　　　　　「講座」　のみなさんへ
　　　　　4月からの講座参加者を募ってい
　　　ます。みなさんの周りに関心ある
　　　方がおりましたら「講座」への参
　　　加をお勧めください。
　　　また、もう一年”講座で研修した
　　　い”と思っている方は、3/10まで
　　　に事務局へ申込みください。
　　　受講料は不要です。正会員扱いに
　　　なりますので、年会費5,000円に
　　　なります。
　　　他のイベントにも自由に参加でき
　　　ます。

各活動分野の今月のスケジュール・前月の 
活動詳細は下記のページを見てください。 

◆「間伐材利活用」‥‥‥‥‥ ☞ 2ページ 

◆「森林ボランティア講座」‥ ☞ 3 ページ 

◆「派遣事業」 ‥‥‥‥‥‥  ☞ 4 ページ 

☞ 講座のみなさんへ 
4 月以降のこと 

 

☞  講座受講のみなさんへ  

＜教本、道具の返却＞ 

・「図解チェンソーワーク」 
・「二丁差し」 
・「ヘルメット」 

教本、道具等を借りている人は 
3 月 14 日 or  22 日 「講座」の日に 
お返しください。 
※ 参加出来ない人は返却方法を相談 

しましょう 連絡ください。 

講座で身につけた安全技術を役立ててくださ

い。実効的な森林再生の活動をしているのは次

の 3 団体です。これらの団体の会員は全員が 
「講座」を終わった人たちです。 

▽ 間伐ボランティアいわて(盛岡・南) 
▽ いわて森林を守る会 (盛岡・北) 
▽ みちのく郷山保全隊 (北上) 

研究会に入会しますと上の団体に、居住地ごと

に自動的に振り分けます。所属でしますが、研

究会を含め、各団体のイベントへの参加は全く

自由です。 
 

入会手続きは会報 4 月号に振替用紙(郵便局の)
を同封しますので、年会費(5,000 円)を振り込

めば OK です。 
 

◇「間伐材の資源化プロジェクト」 
      ※「間伐材の利活用」です 
◇「森林ボランティア講座」(継続) 

例年通り、 
◇「里山整備事業(林野庁)」(継続) 
   今年度から実施しましたが、新たに 

3 年計画で実施します。整備面積は 
若干増えます。 

◇「派遣事業」(継続) 
県民の森、遠野エコネットから 
その他、講師派遣の要請あります。 
可能な限り、派遣します。 

☞ 新年度・4 月からの活動計画 
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