
　　　　　　NPO法人　いわて森林再生研究会

　　　　　　　　　　　　　盛岡市上田堤1-13-7
　　　　　　　　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

         内     容 詳細
 講座‥室内研修

　　集合・中野地区活動センター

地域の里山・保全作業‥‥

　　　花巻で修了式

森林税事業‥北上市上鬼柳
　　　 除間伐、　集合～現地
里山事業‥盛岡市玉山区姥前
　 下刈り、除間伐　

     6(日) 小屋づくり‥間伐材の日
　～7(月) 　　集合・ギダジ研修場

里山・教育研修‥目立て講習
　　　参加者～岩大学生・一般
☆ 目立て講習‥オプション

　　　集合～ 県公会堂
☆遠野エコ‥講師派遣
　　「山仕事入門講座」
☆紫波みらい研究所‥講師派遣
　　　　　　紫波町赤沢

　1/10(日) ☆遠野エコ‥講師派遣 研・5p
　　「山仕事入門講座」
新春セミナー～オープン講座

　盛岡市総合福祉センター(和室)
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〃 北上・8p

  19(土)

  13(日)

研・5p

研・2p

北上・8p

研・4p   12(土)

　　16(土) 研・7p

研・7p

研・5p

2015年12月号

活動カレンダー 　12/5～1/16

〃

北・10p

12/5(土)

　　6(日)

研・3p

〃

※　詳細は表の右枠のページを参照

広葉樹の伐木テクニック‥‥“裂ける”のを防ぐ安全な伐木の方法「追いヅル伐り」「V字伐り」などを習う (11/14 の講座から) 

事故から学んだこと 

～甘かった危機管理～ 

先月、当会の「ボランティア講座」で、朽ちた 

マツの伐倒で、周りにいた(作業していない)受講 

者が、飛んできた太さ 10 センチ、長さ 1メートル

ほどの枯れ枝に肩を打たれ一時動けなくなって救 

急車を呼ぶという事態がありました。幸いケガは 

入院の必要がないものでした( 当人は次の講座に 

は参加しています)が、このことで学んだことは、

いろいろありました。まず、何処に飛んでくるか 

分からない朽ち木の伐倒としては、作業していな 

い受講者に対して、予め立木の陰に位置してもら 

うなどの気配りが足りませんでした。 

 次に、事故が起きた時の対処ですが、今回は、 

 救急車を呼ぶなど初めてのことで、3人が別々の 

場所からそれぞれ携帯電話で消防署に連絡してい 

たとか、ケガ人が出たのを知らないで作業を続け 

ていたグルーブがあったなど山の中の情報伝達が若

干スムーズにいかない面がありました。 

一端、事故が発生すると、外部へ電話を掛ける人、

ケガ人の手当や介抱をする人、ケガ人を運ぶ人、 

 消防署員などの聴取に対応するする人、更には, 

  ケガ人搬送に付き添う人など多くの人手が必要に 

なります。それを現場にいる人が分担して事に当 

たるほかありません。危機管理をみんなで共有し 

て大きな事故にならないために如何するか、今 

回の事故が私たちに突き付けた課題でした。 

                  (斉藤) 

　2016年1月～
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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

 ☞  間伐材の資源化
     ～今年度は、およそ80立米～

　
　　林内に残置していた間伐材を集積地
　　(ギダジ)に運び、資源として活かし
    ました。
　
　　薪づくり‥‥40立米
　　炭焼き ‥‥ 10立米
　　製材 ‥‥‥ 30立米
　
　　これによって、CO2 46トンを削減

　　したことになります。ささやかで
　　すが「地球温暖化防止」に役立っ
　　ているわけです。

11月の活動から

□　11/28(土)　「木工」‥  参加  10 人      「肘掛け椅子」の組み立て‥最終段階に

＜ 12 月 のスケジュール＞

建築中の小屋で部材づくり　　　バンドソーで部材を加工　　あと一息で出来上がり！

□　11/7(土)    小屋づくり　　　‥  参加 12人
　コールタールを塗って丸太は土台に、壁板はヨロイ張りに打つ‥‥

完成品の見本

■ 小屋づくり・製 材‥‥

　 と　き　12月 6日(日)～7日(月)
　　　　　　　　9:00～15:00
　 ところ　ギダジ研修場
   内　容　壁板張りなど‥‥

それらしくなってきたョ！
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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 

 11月の活動から

「講座」 ‥‥

 ■ と　き　12月5日 (土) )

  　　　　　　      9:00 ～ 15:00
   ところ　中野地区活動センター
　　　　　※ 場所不明の人は
　　        スーパーマルイチ(東安庭
            3丁目)の駐車場
 
    内　容　チェンソーの目立て
　
　　※ この日に参加できない人は
　　　　12月12日(土)の「目立て講
　　　　習」に参加できます。
　　　　7ページを参照。
　
 

□ 「講座」 ‥参加　　11/14‥35人 、 11/22‥30人

　　広葉樹の伐木テクニック‥「追いヅル伐り」「ｖ字伐り」など

切れ味が悪い刃‥‥刃の先端が白く光
っているのは刃が丸くなって光が乱反
射しているからです。
これを修正するのが「目立て」です。

検証‥刃の入れる位置に気をつけて  　　 掛り木り処理は一苦労　　　　　　掛り木を後ろに曳くが重い～！

追いヅル伐り‥追い口で水平位置が高すぎデス
萌芽枝が整理されずに伸びた雑木林

広葉樹の材質は堅い！

＜ 12 月のスケジュール＞ 
☞ 目立て‥‥
切れ味の良いチェンソーは作業が楽し
い。目立ては力など要りません。



「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　12月12日(土)
　　　　　　      　9:00～16:00
　 　内　容　  ・チェンソーの目立て

　　　　　　　   　・　〃　　　   の構造
　
    ところ  県公会堂 2階 (県庁となり)
　
   ※ 駐車スペースが少ないので早めに
　　　行って確保しましょう。県庁向か
　　　いの県や市の営駐車場(有料)など
　　　を利用してください。料金は補助
　　　します。
　

　11月の活動から

□　11/7(土)「里山・教育研修」参加 14人

□  11/5, 6,16‥‥「運材の日」
                         参加 延べ 9人
　丸太を扱う面白さ。生木の丸太は想像を超え
　る重さ。でも、丸くて長いという特性を活か
　せば意外なほど軽く扱うことが出来ます。
　更に、滑車・ロープを使えば楽チンです。

□　11/3 (火、文化の日)　「里山・保全」　田中林・雑木林　参加　12人

　　　　　　　　下刈り、除間伐‥‥この日で作業は完了。

雑木(広葉樹)の伐木テクニックを研修。　偏心木に有効な「Ｖ字伐り」「追いヅル伐り」を学ぶ

伸び放題の萌芽枝‥‥昔は「焚き木」として伐っていた

萌
芽
枝
が

　
整
理
さ
れ

　
　
ス
ッ

キ
リ

追いヅル伐りの模範演技　　　　　　フムフム‥‥伐根の検証　　　　　　萌芽枝が整理された雑木林

この日の参加者



　　月　　日
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   12/13(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

　　　　　　　　講師派遣事業　(安全技術普及活動)

 12/19(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

　　□ 10/8(日) 遠野エコネット”第4期 山仕事入門講座”
 　　　　              　　　派遣(3人)‥‥ 大桐、藤原、斉藤

11月の活動から

＜12月のスケジュール＞

手の甲は下向きですョ　　　　　　　　　　　メンテナンスは大事デス　　　　　　　　紐でロープワークの練習

□   11/17(土) 紫波みらい研究所「チェンソー講習会」‥‥鎌田、岩崎 の両氏を派遣

雨降りの日となる。晴れ間を縫って「チェンソーの目立て」「メンテナンス方法」、
室内では「ロープの結び方」などを研修。

午後‥‥晴れ間に、伐木、枝打ちの研修

午前は雨降‥‥製材所跡でチェンソーワークの訓練
伐木‥‥根張りを処理して受け口

スギの枝打ちは大
事な作業。質の良
い木を育てます。



　　　　　　　　　　　　6

　　　　　　　　災害復旧支援活動　(大槌町‥第2弾)

立木が過密で掛り木を避けるため、ロープ・滑車、
　　　　　　　　　　　　　　　牽引具などを使
　　　　　　　　　　　　　　　　って伐倒
　

□ 11/11～12 　大槌町吉里吉里の民有林(スギ林)。現場は民家の近く、眼下にはのどかな船越湾。
　　  作業は地元のNPO法人吉里吉里国のメンバー5人と 共同で実施、当会からは8人が参加しました。

　　　「ひっぱりだこ」が威力を発揮　　　　　　　　　　　 　吉里吉里国の若いメンバーはトングで集材

間伐した丸太がどんどん積み重なる　　　　　　　　　　　　　「吉里吉里国」のメンバーと一緒にパチリ

籔が茂っているところは下刈り



　　2015年12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

＜12月のスケジュール ＞
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 □ そば収穫祭　11/23
　　そばプロジェクトの最終イベント。
　　今年はソバの実がシカの食害で収穫
　　ゼロ。外山そば(粉)を購入して開催。
　  雨降りにもかかわらず15人参加

 

□   目立て講習 ‥‥　オプション

　　　と　き　　12月12日(土)　9:00～12:00
         ところ　　●岩手県公会堂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(県庁となり)
　
　

　※ 誰でも参加 ＯＫです。
    　講座受講者、一般会員歓迎
         チェンソー有る人は持って
　　　　 来てください。
　
　　(注) 裏に駐車場がありますが、狭
　　　　いので早めに来て確保してく
　　　　ださい。取れない場合は近く
　　　　の県や市の駐車場(有料)など
　　　　利用してください。駐車料金
　　　　を補助します。
　

大きな手で細いそば
を切る林野さん。
感心する村上さん

※シカの食害で来年の栽培は如何するか？
と、お奉行さんからご下問ありましたが、
「電柵(防設けてやるべェ～」となりまし
た。

ボクと関係があるの？

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 

◆ 震災復旧支援 ‥‥‥‥‥  ☞ 6 ページ 

　☞ 新年の予定　お知らせ
　　　   ～ 詳細は次号会報で～
　
＜新春セミナー～オープン講座＞
　　※ 1月の講座として開きますが、
　　　　誰でも参加できます。

   と　き  1月16日(土)　14:00～16:30
   ところ  盛岡総合福祉センター
　　　　　　(若園町2
　　　　　　　　‥ハローワークの通り)
   講　師　 田大信さん (祇陀寺住職)
　

＜新年会＞
　　と　き　同日、17:30～
　　　　　 場所(未定)を移して開催。
　　　　　　会費 4,000円
　

　




