
　　　　　　　　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
☆里山作業の安全講習
    協議会主催、協力‥研究会
森林税事業‥矢巾町(稲荷街道)
　　　　　　　集合～現地
里山事業‥盛岡市玉山区姥前
　 下刈り、除間伐　
小屋づくり‥間伐材の日
　　集合・ギダジ研修場
里山・研修‥「安全講習」
　　　参加者～岩大学生ほか
森林税事業‥北上市上鬼柳
　　　 除間伐、　集合～現地
 講座‥現地研修

　　　　　集合・ギダジ研修場

☆遠野エコ‥講師派遣
　　「山仕事入門講座」
里山・保全(雑木林)‥田中林
　　　　集合～ギダジ研修場
間伐の日‥‥木工教室
　　集合・ギダジ研修場
☆紫波みらい研修所‥講師派遣
　　　　　　紫波町赤沢

　18(日) ☆アカマツ巨木の伐採‥三助山
～19(月) 　オプション企画　　集合・現地

里山事業‥盛岡市玉山区姥前
　 下刈り、除間伐　
里山・保全事業「安全講習」
　　　　花巻で開催・2回目　
間伐の日‥‥木工教室
　　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‥盛岡市玉山区姥前
　 下刈り、除間伐　
森林税事業‥北上市上鬼柳
　　　 除間伐、　集合～現地
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　　　　　　NPO法人　いわて森林再生研究会
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活動カレンダー 　10/1～11/1

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参照

ポータブルロープウインチを使っての集材技術の研修‥‥里山整備には有用な機材です (9/12 講座) 

ハチ刺され体験記 

～ハチから授かった教訓～ 

先月、生まれて初めてススメバチに刺されまし

た。標高 1,000ｍの山でクマザサを刈り払いして 

いた時でした。痛かったけれども幾つか思い知ら

されることがありました。 先ず‥‥ 

⇒こんな高地の、ササの繁みにハチはいないない

 だろうと思い込んでいました。事実、刺された

のです。教訓‥‥ハチは何処にでもいると思え。

⇒痛ッ！と腕に感じ、身を伏せようと思っても刈

払機を腰に着けていているので仰向けに寝た格

好になってしまいました。そのためハチの動き

を見ることができました。ハチは中空を飛び交

うだけで、一向に私を攻撃してきません。よく

云われるように、ハチは下を見るのは苦手のよ

うです。教訓‥‥兎に角、身を伏せる。 

⇒それ！毒吸引器と思っても 100 メートル離れた

車のダッシュボードの中です。焦ったものの車

まで 3,4 分かかりました。急いで吸引器を刺し

口に当ててハチ毒を吸い出しました。極く微量

の血交じりの液が滲み出てきました。２度続け

ました。教訓‥‥毒吸引器は必ず身につける。

⇒刺された箇所が腕だったので自分で吸引が可能

でしたが、手の届かない箇所ならば誰かに手伝

ってもらわなければ大変なことになります。 

教訓‥‥ハチシーズンの作業は 2 人以上で。 

※ この時は 2人で作業していました。 

 以上がハチ刺されで授かった教訓てす。 

追) 翌日には、ほんの少し腫れた患部が痒く熱っ

ぽくなりましたが、3 日目には治りました。 

(斉藤) 
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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

 ☞  運材のテクニック
　　～丸太の転がりを利用する法～
　
    重い丸太をトラックに積んだり降ろ
　したりするのは骨が折れるものです。
  下図のように丸太を、転がせば手で動
　かすより楽です。さらに、ロープを使
　い一方の端を固定して、丸太に絡げて
　片方を曳くと楽々転がり積み込むこと
　が出来ます。丸太が動滑車のように
　になり倍の力で曳くこと
　になるからです。
 

　

　
　

9月の活動から □　9/20(日)　「木工」‥伊藤講師でスタート  参加10人

　　多用途が考えられる台の作製に取りかかる。この日は部材づくり。

＜ 10 月 のスケジュール＞
■ 炭焼き‥‥
　 と　き　10月12日(月)　9:00～15:00
　 ところ　ギダジ研修場
   内　容　窯出し、立て込み、点火
 

■ 木工教室‥‥
　　 と　き　10月24日(土)　9:00～15:00
　 ところ　ギダジ研修場
 　内　容　・工具の使い方
　　　　　 ・小品の製作
　

□　9/26(土)　「炭焼き」‥窯だし、立て込み  参加10人

　  朝方の雨模様でしたが次第に晴れて、予定通り約250キロを出炭。今回、水気が
　多い炭材だったのに、逆に短期間で”焼き上がった”のはどうしてか？要研究で
　す。　出炭後、２回目の炭材を詰め込み、28(月)に点火。

＜ 10 月 のスケジュール＞
■ 木工教室‥‥　　※ 体育の日

　 と　き　10月17日(月)　9:00～15:00
　 ところ　ギダジ研修場
 　内　容　座椅子の組み立て
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小屋づくり プロジェクト　(間伐材の利活用)

＜小屋づくり ・ 作業スケジュール＞

　と  き　　10/4 (日)‥9:00～15:00

　

   内容　　屋根工事、板材などの製材
　

棟が上がりホッと一休み　　　　　　　　　　　　　    　田頭さん差し入れの大玉の西瓜で棟上げを祝う

さぁ　棟上げです！　棟梁役の岩崎さん

□  9/5(土)　小屋づくり‥‥棟上げ　完成！
　とても骨太な小屋が出来そうです。建て方は
　大雑把のように見えても、大へんち密です。
　測量機器で穴の深さや垂直を測り、ロープを
　絡げて水平・垂直を調整するなどマジックの
　ような建て方でした。棟梁役する岩崎さんの
　見事な采配でした。
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「森林ボランティア講座」‥‥県民参加の森づくり事業

　　　　　　10月から来春3月まで県森林税の助成事業になります (三井物産環境基金の助成は終了)

 9月の活動から

「講座」 ‥‥
■ と　き　10月10日 (土) )
  　　　　　　      9:00 ～ 15:00
   集　合　ギダジ研修場～三助山へ
 
   内　容　スギ立木の伐木
　　　　　　　　安全技術のおさらい
　　　　　　※来月は雑木林
　
 

 ■　と　き　　10月  25日  (日)

　　　　　　　　　上記と同じ

□ 「講座」 ‥参加　　9/12‥36人 、  9/27‥32人
　　　　　　　　集材技術‥‥ロープウインチ等を使っての研修

こちらは「ひっぱりだこ」　　　　　　林内の残材は玉切りして丸太に　　横になっている玉切りは難しいヨ

インタビューされる受講者の山川さん

地曳で約1トンを曳くロープウインチ

次々と曳きだされる間伐材

＜ 10 月のスケジュール＞ 
☞ 9/12 東京から研究者が取材 

  東京の「ニッセイ基礎研究所」から加藤

さんという女性研究者が来訪し「ボランテ

ィア講座」を取材しました。取材対象を絞

るためキーワードを“森林再生”にしてネッ

トで捜したら当会がヒットしたそうです。



「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　(2016度までのの継続事業)
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＜ 10 月のスケジュール＞
■  里山・教育研修
    と　き　10月4日(日)
　　　　　　      　9:00～16:00
　  ところ  盛岡市手代森 三助山
　　内　容　伐木のテクニック
            掛り木処理
　　　　　　滑車の使い方
　　集　合　ギダジ
　

　9月の活動から

□　9/16(水)「資源利用」三助山、、残置している間伐材を玉切りして搬出。参加13人

☞ スッキリした三助山
～ゴロゴロあった残材をx処理した三助山
～

腰が高い！膝をついて！

□　9/6 (日)　「教育・研修」　三助山　　参加　13人 (スタッフ4人)
　　　　　　　　伐木と枝払い。枝払いはなかなか難しいが‥‥‥

　 9/16(水)　資源利用で間伐材を処理

林内の残材を炭焼き、製材、
薪づくの原木として軽トラで
運び出す。

■  里山・保全
    と　き　10月15日(木)
　　　　　　      　9:00～16:00
　  ところ  盛岡市手代森 田中林
　　内　容　雑木林の除間伐
　　集　合　ギダジ

枝はらい、手前の枝を払うときは、チェンソーは
腿に着けてると安定します。

でも、腕を後ろに引き過ぎデス

フムフム‥‥
この方が楽だ



　　月　　日
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  10/17(土) 　紫波みらい研究所　 　チェーンソー講習会 指導スタッフ2人派遣

　　　　　　　　講師派遣事業　(安全技術普及活動)

    10/11(日) 指導スタッフ3人派遣　山仕事入門講座　NPO法人 遠野エコネット 

備　　　　　　考事　業　名主　催　団　体　名

□ 9/13(日) 遠野エコネット”第4期 山仕事入門講座”
 　　      　　　　　  派遣(3人)‥‥ 佐藤(利)、藤原、斉藤

9月の活動から

＜10月のスケジュール＞

ほゞ掛けた力の3倍の重さを引っ張れる

体の構え・姿勢は基本中の基本　　　　　チェンオイルの吐出を確認　　　　　　      伐木‥‥根曲りの立木に挑戦？

ローブ・滑車の使い方

□　9/26(土) 紫波みらい研究所「チェンソー講習会」‥‥鎌田、後藤、岩崎　3人派遣

予めかかり木を想定し
た場合、また重心の反
対側に倒すときなどに
は、ローブ・滑車を
セットします。

枝払いはチェンソーを材に預けて

　受け口を二段で切ると楽



　2015年10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

＜10月のスケジュール ＞
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☞ そばの実‥‥今年は沢山つきました！
　
　

 

　☞　助成金申請のシーズン

　　　来年度の事業資金の調達作業は、
　　このシーズンから始まります。助
　　成金申請の書類づくりです。
　　　そのために来年度には何の事業
　　をするのか、近く理事会で話しあ
　　うことにしています。
　　会員のみなさんもご意見がありま
　　したら是非お寄せください。
　
　　　現在、来年度の事業で資金的な
　　裏付けがあるのは、林野庁の「里
　　山整備事業」だけで、「ボラン
　　ティア講座」や「間伐材の資源化
　　事業(炭焼き、薪づくり、製材、
　　木工‥‥)」なども、継続するとす
　　れば改めて各企業や団体に申請す
　　ることになります。
　
　
　
　

　

そば畑の隣は
コスモスの花畑
ギダジ秋の風景

　◆そばづくり　＜今後のスケジュール＞

　　　　10月上旬‥‥刈取り

　　　　10月下旬　‥　脱穀

　　　　11月23日　‥‥そば祭り　(そば打ち)

          ※　誰でも参加てきます。

　☞　寄付 86万円を頂きました
    ～プルデンシャル生命保険(株)から～

　　今年度もプルデンシャル生命保険
　(株)からありがたい浄財をご寄附し
　ていただきました。
　　プルデンシャル生命保険(㈱)は、
　森林保全活動をしている団体に毎年、
　寄付をています。特に震災支援活動
　をしいる団体には加算した金額を配
　分しており、当会は支援活動団体と
　して今年度も県内で唯一選ばれまし
　た。寄付金は大事に今後も支援活動
　のために生かます。
　誠にありがとうございます。

♬～

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」‥‥‥‥‥ ☞ 3ページ 

◆「小屋づくりプロジェクト」‥☞ 3 ページ 

◆「森林ボランティア講座」‥ ☞ 4 ページ 

◆「里山事業」 ‥‥‥‥‥  ☞ 5 ページ 

◆「派遣事業」 ‥‥‥‥‥‥  ☞ 6 ページ 

 

※ ことしはキノコが豊
   作のようです。雨不
　 足や猛暑と極端な天
   候だったのに意外な
   気がしますが‥‥‥




