
　　　　　　　　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
 6/3(水) 里山事業‥三助山・集材、搬出
 ～4(木) 　　集合　ギダジ研修場

里山事業‥盛岡市玉山区
　 下刈り、除間伐　
森林税事業‥北上市上鬼柳
　　　　　集合‥‥現地
里山・研修‥「安全講習」
　　　参加者～岩大学生ほか
 講座‥現地研修

　　　　　集合　ギダジ研修場

間伐の日‥‥集材、薪・製材
　　集合・ギダジ研修場
☆遠野エコ‥講師派遣
　　「山仕事入門講座」
☆県民の森‥講師派遣
　　　　八幡平
❒ 小屋づくりプロジェクト
　　　　ギダジ研修場
森林税事業‥矢巾町(稲荷街道)
　　集合～●
☆紫波みらい‥講師派遣
　　　　　　紫波町赤沢
里山事業‥盛岡市玉山区
　　　　
間伐の日‥‥集材、薪・製材
　　集合・ギダジ研修場
 講座‥現地研修

　　　　　集合　ギダジ研修場

里山事業‥盛岡市玉山区
　 下刈り、除間伐　
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  21(日)

 7/4(土)

〃

　20(土)

〃 研・5p

〃

　28(日)

活動カレンダー 　6/3～7/4

　　　　　　NPO法人　いわて森林再生研究会
　　　　　　　　　　　　　盛岡市上田堤1-13-7

  13(土)
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 　7(日)

   6(土)

研・4p

研・4p

北上・7p

北・9p

北・9p

研・3p

研・2p

研・5p

研・3p

　17(水) 研・6p

研・5p

北・9p

  14 (日)

〃

南・8p

  27 (土) 研・2p

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。

※　北上‥‥上記の他に活動があります。
　　　　　　7pを見てください。

揃った！今年度の「講座」参加者の面々‥‥森林作業は面白い。その安全技術は“一生もの” 

山の緑に騙されないで 

    ～葉が少なく不健全な林 ばかり～ 

季節は、もう初夏の雰囲気です。つい先日、 
遠くの山並みは緑色となったばかりなのに、 
日増しにその色を濃くしています。豊かな自 
然を感じさせる時でもあります。 

ところが、それは遠くから眺めてのことで、 
スギ林などの近くに行って見ますと樹木の幹 
はヒョロヒョロの貧弱なものが多く、中には 
折れ曲がり、朽ちているなど、とても豊かな 
林とは言えないのが実態です 

貧弱な立木の上方を見ると、枯れ枝がビッ 
 シリついていて(枯れ上がって)、生きている 
 緑の枝葉は申し訳程度だけです。スギ林が健 
全に成長するには生きた枝葉(樹冠)が樹高の 
1/3、少なくとも 1/4 は着いて欲しいと云わ 
れます。この基準で林を見ますと残念ながら 
絶望的と云わざるを得ない林が殆どです。森 
林の良し悪しは、葉が光合成でつくった幹や 
枝を見なければ分からないのです。遠くから 
緑を眺めて自然が豊かなどと安心してはいら 
れないのです。 

  それでも、新聞記事も行政の文書も、枕こ 
 とばのように“自然の豊かな岩手は‥‥”と 
か“森林県岩手は‥‥”などと常套句を並べ 
るだけで実態を伝えてはいません。そんなこ 
とから殆どの人は岩手県には森林資源が豊富 
に有ると思い込んでいるのです。 
このギャップが気懸りです。 
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「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

 ☞ 丸太の扱い
　
　◇重い‥木森林作業で扱う生木は相
       当な重さだ。例えば、直径20
　　　 cm、長さ2ｍの丸太の重さは
       60キロもあります。素手で軽
       く扱えません、補助具のトビ、
       トングなと゜を使いましょう。
　
　◇転がる・滑る‥丸太の特性てす。
　　　 ケガの原因にもなりますが、
       重い丸太を動かしたり、運ぶ
       ときは積極的に、転がしたり、
       滑らせます。楽にできます。
　

＜6月のスケジュール＞

■ 間伐材の日
　  と　き　6月14日(日)
　  ところ　ギダジ研修場
  　内　容　薪づくり、製材、集材
　

5月の活動から

□　5/16(土)　　「間伐材の日」‥‥薪づくりに集中　参加　12人
　　　　　　　　　ギダジの集積していた丸太を薪に加工、8m3の間伐材を処理しました。

■ 間伐材の日
　  と　き　6月27日(土)
　　　　　　　上記 6/14 と同じ
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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

 5月の活動から

　
「講座」 ‥‥
 
■ と　き　6 月 13日 (土)
  　　　　　　      9:00 ～ 15:00
   集　合　ギダジ研修場
   内　容　・ 伐木の基本、
　　　　　 ・ 安全な掛り木の処理
　　　　　 ・ 枝払い、造材
           ・ 林の調査 (間伐率算出)

 ■　と　き　　6月  28日  (日)

　　　　　　　　　上記と同じ

　

□　5/9 (土),  24 (日)　 「講座」 ‥‥参加 5/9 ‥43人    5/24‥47人

　　　　　　　　　　　　チェンソーワーク‥‥姿勢・構えの徹底訓練

※　「手引き」25ページ
　　ちょうつがいが書い
　　ていますが、どんな
　　意味でしょうか

チェンソーを扱う基本姿
勢・構えの訓練。回転す
る刃が体に触らないフォ
ームです。基本姿勢は重
さも軽減され、無理のな
い自然体で、合理的です。

＜ 6 月のスケジュール＞ ☞ 立木を伐り倒す
伐り倒す段取りがあります。つ
まり正確な「受け口」、「追い口」
を造り、これが出来れば自ずと
正しい「つる(弦)」が残ります。次
にクサビやフィリングレバーで対
象木を倒します。‥‥と云いま
すが、これが一筋縄にはいきま
せん。でも、訓練すれば、段々
に出来るようになります。



「里山整備事業」‥‥‥ 林野庁の交付金事業
                               ※正式事業名‥‥森林・多面的機能発揮対策事業　(3年間の継続事業)
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＜6月のスケジュール＞
■  里山・資源利用
    と　き　6月3日(水)～4日(木)
　　　　　　      　9:00～16:00
　  ところ  盛岡市手代森 三助山
　　内　容　集材‥‥林内残材の処理

■　里山・研修
　　と　き　6月7日(日)
　　　　　　　　　9:00～16:00
　　ところ　盛岡市手代森　三助山
　　内　容　小径木の伐り倒し、
　　　　　　枝払い、丸太づくり

　5月の活動から □　4/16　(日)　　里山・研修　　　三助山　　参加　9人、スタッフ4人
　　　　　　　　　　　チェンソーの使い方、丸太切り、小径木の伐り倒し

初めて伐倒に挑戦、、
受け口、追い口をつくり、
フィリングレバーで倒れ
てくれた。感激！

初めてとしては、姿勢・構えが
良い。安全な作業の基本です。

☞ 里山・資源利用‥‥里山事業の1ジャンル
　　里山・保全で残置していた間伐材。これを
　　林外に運び出し資源化の材料にする 1.5ha

三助山　スギ林



　　月　　日
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   6月20日(土) 　NPO法人紫波みらい研究所

　　　　　　　　講師派遣事業　(安全技術普及活動)

＜6月のスケジュール＞

  6月14日(日)

　　　　〃 　目立て講習会 指導スタッフ2人派遣　県民の森 (八幡平市)

　紫波の森づくり‥‥

主　催　団　体　名 事　業　名 備　　　　　　考

　NPO法人 遠野エコネット 　山仕事入門講座 指導スタッフ3人派遣

指導スタッフ2人派遣

　　安全とリスクは表裏一体　　　　　　林分調査‥間伐率の計算

□ 5/10(日) 遠野エコネット”第4期 山仕事入門講座”へ 藤原、斉藤 尾形の 3人派遣

※　紫波みらい研究所‥‥の研修するスギ林　(現地 事前調査　5/28 )

悪い持ち方の見本です。
チェンソーを体から離
し、脇を開いています。
自然体で持ってくださ
い。

他団体の森林作業の安全講習が増え、指導スタッフの要請が増えてい
ます

◎技術習得の研修会
　は来年1月まで8回
　開催されます。

　　紫波町赤沢地区のスギ林‥‥林床は藪で被われており、下刈りが必要。



　2015年6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

＜6月のスケジュール ＞
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　　　　☞　　今年の「そばづくり」

 　5月中に1回目の畑を掘り起し(耕起)
　 をしました。、
 　種まきは7月下旬に予定していますが、
   それまでにもう一度、畑を耕します。
   当プロジェクトは畑づくり、種まき、
　 刈取り、脱穀、そば打ち(収穫祭)と
　 そばづくりの全てを行います。
   　‥‥‥が、参加は都合付く時だけ
　　でもかまいません。
 

☞ 会員名簿について
　会員の名簿ができましたので同封しました。
　　取り扱いは慎重にお願いします。

☞ 　林床植物は花盛り
　林の中はこの季節小さな花が次々咲い
　ています。下の写真は研修林「三助山」
　で撮ったものです。(5/24)

チゴユリ

マイヅルソウ

☞ 小屋づくり集団 ‥‥募集します

　　手狭となったので、もう一棟 小屋を
　 つくります。設計、造り方を、みん
   なで相談しながら進めましょう。
   作業は通常の活動とは別スケジュー
   ルで行いますが、関心のある方はご
   参集ください。
　
＜一回目の集まり＞
　
　と　き　6月17日(水)　9:00～15:00
　ところ　ギダジ
　内　容 ・造り方(作業工程)など決める
　　　　 ・この日に出来る作業

※ 現在の小屋の西側につくる計画 ※ １回目の耕起が済んだ畑

　　　　　　☞ ストーブの薪を欲しい方
　　　　　　　or　問い合わせの方
　
　　　　　　     事務局へ連絡してださい
　　　　　　　　　　090-6620-3995 (大江)

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」 ‥‥‥‥‥‥  ☞ 5 ページ 

◆「里山・研修」‥‥‥‥‥  ☞ 4 ページ 




