
　　　　　　　　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
森林税事業‥北上市上鬼柳
　　　 除間伐、　集合～現地
里山・保全(雑木林)‥田中林
　　　　集合～ギダジ研修場
小屋づくり‥間伐材の日
　　集合・ギダジ研修場
里山・教育研修‥「安全講習」
　　　参加者～岩大学生ほか
☆遠野エコ‥講師派遣
　　「山仕事入門講座」
里山事業‥盛岡市玉山区姥前
　 下刈り、除間伐　

　　8(日) ☆マツ巨木択伐‥‥オプション
～9(月) 　　　　　三助山・現地集合　

　　11(水) ☆震災復興支援活動‥大槌町
　～12(木)      集合地点‥‥　遠野「道の駅」

 講座‥現地研修

　　　　　集合・ギダジ研修場

里山・保全事業「安全講習」
　　　　花巻で開催・6回目　
☆紫波みらい研究所‥講師派遣
　　　　　　紫波町赤沢
☆盛岡地方振興局　「講習会」‥
　　　　　　　　　　講師派遣

　　20(金) 森林税事業‥矢巾町(稲荷街道)
　～21(土) 　　　　　　　集合～現地

里山事業‥盛岡市玉山区姥前
　 下刈り、除間伐　
 講座‥現地研修

　　　　　集合・ギダジ研修場

☆ そば収穫祭‥‥三ツ割公民館

　　　※岩泉海街道　県営球場の近く

木工教室‥‥間伐の日
　　集合・ギダジ研修場
 講座‥室内研修

　　　　　集合・ギダジ研修場
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　28(土) 研・2p

12/5(土)

　23(月)
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　22(日) 研・3p
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  15(日)
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〃 研・5p
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  8(日)

北・10p
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11/1(日)

〃

研・4p   3 (火)

研・4p

研・2p   7 (土)

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

研・3p

研・5p

北上・8p

2015年11月号

活動カレンダー 　11/1～12/5

〃

※　詳細は表の右枠のページを参照

マツの大径木の択伐‥‥三助山のスギ林の混じっているマツ巨木を伐り倒す (10/18～19「南」のオプション活動から) 

森林ボランティア活動 

～研究会の活動対象は荒れた森林～ 

  最近、或ることを聞いて違和感を感じました。 

手入れをした森林の所有者が何の感謝も示さない 

と憤慨して“馬鹿くさくてやってられネ～”と云 

っいるからです。研究会のことではないと思いた 

いのですが、念のため研究会がこれまで進めてき 

た活動の考え方をお伝しておきます。 

 そもそも、研究会の活動理念は荒れた森林をボ 

ランティア活動で再生させようという単純明快な 

ものです。森林所有者に対して感謝や金品を求め 

るなど頭っからないのです。活動の対象は人では 

なく荒れた森林なのです。“荒れた森林を再生さ 

せること”それ以上でも以下でもありません。 

 それでは何にも報われないじゃないかと思うか 

も知れませんが、そんなことはありません。荒れ 

た森林を自らの手で再生できる喜び、CO2 の吸収 

を図り地球温暖化防止に貢献している満足感、更 

に云えば、資源を食い潰す“モノづくり”とは違い、

太陽のエネルギーで将来の地球資源を創っている 

という自負心など、平場では得られない爽快な気 

分を味わうことが出来ます。云うならば、ボラン 

ティア活動の大部分は“精神活動”とも云えます。

そんな森林を無償で提供してくれる森林所有者 

に有難いと、逆に私たちが感謝する立場じゃない 

でしょうか。 

森林ボランティア団体とは、世間の常識では“ 

馬鹿くさくてやってられネ～”そんな作業を喜ん 

でやる変わり者集団なのかもしれません。 

                    (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
　～滑車・ロープを利用した積み込み～
　
    重い丸太をトラックに積むのは楽じ
　ゃありません。でも、図のように滑車・
　ローブをセットすると１人で 3人分の
  力で楽々積み込むことが出来ます。
  ただし、荷台の後ろにはコンパネなど
  でスロープをつくるのがミソです。

　

　
　

10月の活動から

□　10/17(日)　「木工」‥  参加 9人             □　10/24(土)　「木工教室」　参加  11人

　　多用途が考えられる台の‥組立完成、        　　　　　    右下の椅子の部材づくり

＜ 11 月 のスケジュール＞

■ 小屋づくり‥‥
　 と　き　11月 7日(土)　9:00～15:00
　 ところ　ギダジ研修場
   内　容　壁・内部工事

■ 木工教室‥‥
　　 と　き　11月28日(土)　9:00～15:00
　 ところ　ギダジ研修場
 　内　容　・工具の使い方
　　　　　 ・肘掛け椅子の仕上げ
　

　実用的な作品に次々チャレンジ。　　　　　2 作目は　図右「肘掛け椅子」を‥‥

□　10/4(日)　、10/12(月)    小屋づくり　　　‥  参加 12人

　　屋根がかかりました。それらしい形が出来てきました。

　　内部の造作は楽しみながら‥‥

このアングルだ
と、随分大きく
見えます
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「森林ボランティア講座」‥‥県民参加の森林づくり事業

　　　　　　来春3月まで県森林税の助成事業です 

 10月の活動から

「講座」 ‥‥
■ と　き　11月14日 (土) )
  　　　　　　      9:00 ～ 15:00
   集　合　ギダジ研修場～雑木林へ
 
   内　容　広葉樹の伐木テクニック
　　　　　　 ※スギとは違う
　
 

　　 ■　と　き　　11月  22日  (日)

　　　　　　　　　上記と同じ

□ 「講座」 ‥参加　　10/10‥30人 、 10/25‥38人
　　　　様々な伐木テクニック‥‥臨機応変に使い分ける

　　　　11月の研修現場‥‥雑木林

ガターカット(クサビを通す溝をつくる)

重心の反対側に倒すためロープ・滑車を使う

追いヅル伐り‥‥一気に倒れるが安全

＜ 11 月のスケジュール＞ 
☞ 岩手は広葉樹(雑木林)王国 

  岩手県は森林面積が広いだけでなく 

樹種が多いことで全国的に知られてい 

ます。特に雪の少ない北上山地は堅い 

木,柔い木、木目の細かい木など様々な 

樹種があります。 

 



「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　(2016度までの継続事業)
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■  里山・教育研修
    と　き　11月7日(土)
　　　　　　      　9:00～16:00
　  ところ  盛岡市手代森
　　内　容　雑木(広葉樹)の伐木テクニック
    集　合　ギダジ
　

　10月の活動から

□　10/15(木)「里山保全」田中林・雑木、参加 9人

☞ 11月の毎週 月曜日‥「運材の日」
　　　　 3人の参加者を募ります
　
　　林内に散在している間伐材(主に丸太)
    を軽トラで運ぶ作業です。地味ですが
    奥が深いですョ！
　　　　　　※1日だけでも結構です
　　　連絡‥090-7070-8724 (斉藤)

雑木林の保全作業も、佳境に入ります。
この日、集まった面々。作業前にパチリ！

雑木林 1 ha の保全作業。刈払い、除・間伐、
昨年のエリアの続き、手慣れた作業で予定の
半分以上の進み具合でした。

□　10/4 (日)　「教育・研修」　三助山　　参加　13人 (スタッフ3人)
　　　　　　　　造材(倒した間伐材を丸太にする)

＜ 11 月のスケジュール＞

■  里山・保全
    と　き　11月3日(火)　文化の日
　　　　　　      　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

枝払い‥この場合、チェン
ソーを内腿で支え、上刃で
切り上げる。枝の付け根は削ぐように

玉切りで、切る長さを測る
安全作業の原点‥‥姿勢・構え



　　月　　日
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指導スタッフ5人派遣山仕事の手ほどき‥

　　　　　　　　講師派遣事業　(安全技術普及活動)

   11/　8(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

　盛岡地方振興局　

 11/15(日) 　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

11/19(木)

□ 10/11(日) 遠野エコネット”第4期 山仕事入門講座”
 　　      　　　　　 　　派遣(3人)‥‥ 菅原、藤原、斉藤

10月の活動から

＜11月のスケジュール＞

DVD教材で枝払いの学習

伐木‥‥伐根直径20cmのスギ立木　　　玉切り‥チェンソーが挟まれないように　　　切れない刃も研げば光る

目立て、枝払い、 チェンソーの構造 ‥‥雨のため室内研修

□   10/17(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

ふむふむ‥‥分かった表情？

　分解して分かるチェンソーの構造目立てしたら直径20センチの丸太を5～7秒で切れた
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　　　　　　　　講師派遣事業　(安全技術普及活動)

⊡　10/1(木)いわて里山協議会主催　「里山保全の安全講習会」 へ    スタッフ10人派遣

参加‥‥14 団体、　参加人数‥‥29 人

初心者コース

大事な森林作業

経験者コース

目立て

チェンソーワークの基本から‥‥

経験者のチェンソー操作に多い自己流 　　伐倒の後は伐根の検証‥‥

持ち運びが容易なロープウインチで集材

先ず、刃の形を整えてから 手の甲は下になってGoodです

集 材



　2015年11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

＜11月のスケジュール ＞
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　☞　来年度を構想するシーズン

　　　先月、理事会で来年度の活動を
　　どうするか真剣に話し合いました。
　　その一つ、参加者が固定してしま
　　いがちな「間伐材の利活用」は止
　　めるべきだとの話がでた一方、森
　　林の再生には欠かせない活動だと
　　の意見が出て続けることにしまし
　　た。ただし、運営で今までのよう
　　に特定の人に負担を掛けないよう
　　することが必要だとなりました。
　　さあ如何するか。
　　　会員のみなさんもご意見を是非
　　お寄せください。
　
　　　なお、「ボランティア講座」、
　　林野庁の「里山整備事業」、「講
　　師派遣事業」は継続します。いま、
　　助成金申請の書類づくりに取り組
　　んでいるところです。
　

　☞　震災復興支援活動
　　　　　　　　    ～参加者募集～

　　と　き　11月11日(水)～12日(木)
　　　　　　　　         1 泊 2 日
　　ところ　大槌町吉里吉里　 スギ林
　　　作  業　 除間伐、下刈り
　　集　合　 11日 8:00 「遠野・道の駅」

 　　　　　　又は 現地 9:30
　　その他 　宿泊は「民宿」予定
　
    参加申込 定員10人(宿の関係で)
　
　       電話 080-5561-6877 (大桐)
　

　

　

　

 ☞ そば収穫祭
　　　　　～ そば打ち道場あり～

　  と　き　11月23日　(勤労感謝の日)
　　　　　　　　10:00～14:30
　　ところ  三ツ割公民館
　　　　　　岩泉街道(国道455)沿い
　　　　　　「県営野球場」近く
　　会　費　1,000円　飲み物代 含みます
　　その他　‥‥前掛け、エプロン
　　　　　　　　「つまみ」各自持参可

　　　　※　誰でも参加できます。事前連絡
　　　　 不要ですが、場所不明などの
                     問合せは‥‥
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 090-5238-6780
                     (そば奉行　藤原)

刈取り寸前で二ホンジカに食べられまし
た。
今年は若干 栽培方法を変え、実の着きが
良いと期待していたところでした。
☺、でも、「」収穫祭は地元産のそば粉で開催
します。お楽しみに‥‥‥

全滅

作業するスギ林

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 

◆「小屋づくりプロジェクト」‥☞ 2 ページ 

◆「森林ボランティア講座」‥ ☞ 3 ページ 

◆「里山事業」 ‥‥‥‥‥  ☞ 4 ページ 

◆「派遣事業」 ‥‥‥‥‥‥  ☞ 5,6 ページ 

 




