
　　　　　　　　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
☆遠野エコ‥講師派遣
　　「山仕事入門講座」
◎合同会議 (役員、講座スタッフ)　 該当者へ

 盛岡中央公民館 10:00～15:00 文書通達

オープン講座～新春セミナ～
　 県漁連会館(内丸・県庁うら)　
☆ 新年会‥早めに参加申込を　 
　　「北ホテル(内丸・県庁うら)」
☆紫波みらい研究所‥講師派遣
　　　　　　紫波町赤沢
☆「特別教育」講習会
　　中野地区活動センター
 会議「間伐材の日」 ‥‥ 
　来年度の事業を話し合う会
「講座」 ‥アイスアリーナ(室内)
　　　救急体制(消防)など
☆遠野エコ‥講師派遣
　　「山仕事入門講座」
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　　　　　　NPO法人　いわて森林再生研究会

　　　　　　　　　　　　　盛岡市上田堤1-13-7

2016年1月号

活動カレンダー 　1/10～2/14

研・4p　　30(土)

　　23(土)

　　17(日)

1/10(日) 研・6p

研・6p

〃

研・4p

　　11(月)

研・7p

　 14(日)

研・次

研・次

　　21(日)

2/6(土) 研・2p

※　詳細は表の右枠のページを参照
※　詳細欄の「次」‥‥次号に載せる意味

やっと降った雪(12/27)‥‥雪なしの年越しかと思っていましたが、やはり降りました。北国は雪がなければ落ちつかない 

「北上山地」が科学的有望地？ 

～使用済み核燃料の最終処分地～ 

  新年早々、ギョッとする話ですが、標記のよう 

 なことで今年は騒がしい年になるかもしれません。

去る 12 月 11 日、経産省が使用済み核燃料の地 

下深く埋める最終処分地を科学的な観点から絞り 

込む会合を開き、その中に「北上山地」が入り、 

しかも、ランクが上の方に位置づけられているよ 

うです(2016 年中に正式発表するという)。 

確かに、北上山地は古い地層で岩盤が堅く、火 

山もなく地下に物を貯蔵するには適しているとい 

われます。久慈市に石油の地下備蓄基地を造った 

のもそのためです。当時、東大の資源工学科の教 

授に「北上山地は岩手の宝なんだよ」と云われた 

ことを覚えています。 

同じような地層の福島の「阿武隈山地」、北海 

 道の根釧地方なども最終処分地の有望地として挙 

げられています。 

  恐らく、国は“科学的見地から‥‥”と“科学”

 を錦の御旗に掲げて有望地と指定した地域を攻め 

立ててくるでしょう。でも、殆ど未来永劫に貯蔵 

する物質は強力な放射能を持った核のゴミです。 

  能天気などこかの国の首相が、放射能を完全に 

 コントロールしていると世界に向けて公言しまし 

たが、現実は、福島原発の汚染水問題を未だに(更 

にひどくなって)解決の目途もたっていません。 

私たちは事実で核の科学技術の怪しさを知らされ 

たのです。そんな頼りない技術を科学的だなとど 

云わないでほしいのです。     (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 (2-1)

小屋の外観！
炉で炭火を熾せば、冬の活動も可能です。
講座の室内研修もできる広さです。これまで
関わったみなさん ご苦労様でした

 ☞  来年度 間伐材利活用の
             活動を話し合う会
　
　　と　き　　2 月 6日 (土)
　　　　　　　　10:00～15:00
    ところ　　乙部公民館 (予定)
　
　　内　容　・活動の実施体制に
　　　　　　　　　　　　　ついて

　　※ 薪、炭、製材、木工に関心の
　　　 ある方は是非参加を‥‥

12月の活動から

＜ 1 月 のスケジュール‥‥‥　　＞

□　12/6(日)～7(月)    小屋づくり　　　‥  参加23人
　　一気呵成に仕上げ作業、壁板と窓を張りつけて完成！

雪を払って製材した板を取り出す！

本格的な雪の前に造り上げようと大車輪の作業現場！

 ■　間伐材の日‥‥室内研修
　　　　※ 新春セミナーと合同研修
　
 と　き　　1 月 17日 (日)　14:00～17:00

 ところ　 岩手県漁連 5F( 内丸・県庁うら )
　　　　　※ 駐車場ありませんので、
　　　　　　　　 バスの利用など‥‥
 内　容　・特別講演
　　　　　　 祇陀寺　吉田大信さん
　　　 　・間伐と地球温暖化防止
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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 (2-2)

間伐材の日、写真で見る この一年‥‥‥

薪づくり

キノコ栽培

運　　材

製　　材

炭 焼 き

木　工
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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

 12月の活動から

　　※  日時、場所が変更になりました

■　誰でも参加できる オープン講座 ‥‥
　　　　　　　　　　　　　「新春セミナー」
 
    と　き　1月17日(日) 14:00 ～ 17:00

　
  ところ　県漁連会館(内丸・県庁うら)
　　　　　　※ 駐車場ありませんので
　　　　　　　 バス等の利用を‥‥
 

   内　容 ・特別講演
　　　　　　　祇陀寺住職　吉田大信さん
           ・間伐と地球温暖化防止

　　　※ 終了後、申込んだ方は「新年会」
          会場(北ホテル)に移動します。
　
　

□ 12/12  「講座」 ‥盛岡市中野地区活動センター    参加　37人
　　　　　　チェンソーの目立て、分解して構造を学ぶ

構造を覚えよう‥‥ソーチェン(刃)
の回るメカが分かれば、無理な使い方
をしなくなります。キャブレター(気
化器)の調整も出来ますョ。

目立て前の試し切り‥刃が食い込まない

手の甲は下向き
に！　脇が軽く
締まり、肘がグラ
つきません。

　
■　「特別教育修了証」   取得の講習
    　　　　　～  安全衛生に関する法規等　～

　と　 き　1月30日(土)9:00～12:00

　ところ　中野地区活動センター
　　　　　※ 場所不明の人は事務局へ

　内　容　労働安全規則(法令)
　
　参加費  2,000円 (修了証交付手数料)

※ 受講資格は「講座」を3月までに年
　 間12 回 参加する見込みの方です。
※ 古い会員で「修了証」交付を受けた
　 い方。ただし、後日、実技訓練をし
　 ます (テストではありません)。
※ 職業としてチェンソーを使う場合に
　 は、この修了証が必要です。

＜ 1 月のスケジュール＞ 



「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　※合同研修

　と　き　1月17日(日)　　14:00～17:00
　ところ　県漁連会館 (内丸・県庁うら)
　　　　　　※ 駐車場がありませんので、
　　　　　　　バス等の利用を‥‥
　内　容　・特別講演‥ 祇陀寺(ギダジ)住職
　　　　　　　　　　　　　吉田大信さん
                   ・ 間伐と地球温暖化防止

　

　12月の活動から

□　12/15(土)「里山・保全」参加 11人  田中林・雑木 1ha (追加分)を1日で整備、マンパワー
を感じました。この日で、今年度の里山の現場作業は終了。

☞　里山事業 ～ いよいよ最終コーナー

 　　今年度は3分野の活動をしました。
　① 里山林の保全(間伐、下刈り)活動‥‥
　　　　　スギ林 1.4ha、雑木林 2ha 終了。
　② 資源利用(間伐材を集材・搬出)‥‥
           スギ林 1.5ha  終了
  ③ 教育・研修 (作業の安全技術の研修)‥‥
　　　　　全10 回のところ、あと2回のみ
　　　　　2月で終了。

□　　12/12 (土)    「里山・教育」　チェンソーの目立て‥‥参加 21人

　中心街のドン真ん中、県庁通りに面した歩道脇での研修となりました。

伸び放題の萌芽枝‥‥昔は「焚き木」として伐っていた

　1月のスケジュール

チョッと手を掛
けただけで、林
は健康になりま
す。

暖かかったので公会堂から抜け出して、県振興局駐車場のスペースを借りての目立て実習



　　月　　日
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 1/23(土) 　紫波みらい研究所　 　チェーンソー講習会 指導スタッフ3人派遣

　　　　　　　　講師派遣事業　(安全技術普及活動)

   1/10(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

　　□ 12/13(日) 遠野エコネット”第4期 山仕事入門講座”
 　　　 集材・運材テクニック　  派遣(3人)‥‥ 菅原、藤原、斉藤

12月の活動から

＜1月のスケジュール＞

□   12/19(土) 紫波みらい研究所「チェンソー講習会」‥鎌田、岩崎、後藤 の3人を派遣

雑木林で広葉樹(雑木)の伐木を研修。

2人で運べば半分の力でOK         お昼はトン汁で体を温める　　　　　　伐木テクニック‥追いヅル伐り‥

サルカン打ってローブで引っぱる、手で運ぶより楽だ

「ひっぱりだこ」の操作　　　やや太い雑木の伐木　　　　　　　伐倒を頼まれた巨木

　　　雑木の伐木

運材も工夫次第。重い
丸太も、右図のように
滑車とロープを使えば
1/3の力で積み込みＯＫ



　2016年1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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　※ 日時、場所が変更になっています

 
■　「新春セミナー」　～オープン講座 ～

　と　き　1月17日 (日)    14:00 ～ 17:00

   ところ　県漁連会館 5F　(内丸・県庁うら)
　　　　　　※ 駐車場ありませんので
　　　　　　     バス等の利用を‥‥

 
   内　容 ・特別講演
　　　　　　　祇陀寺住職　吉田大信さん
 
　　　　    　・間伐と地球温暖化防止

　

       　※ 終了後、申込んだ方は、新年会の
        会場「北ホテル」へ移動します。

　☞ 新年会の案内
　
    ※ 日時、場所が変更になりました。

   と　き  1月17日(日)　17:30～
 
　 ところ  北ホテル　「窯(かまど)」
            内丸61 (県庁の裏)
 
　 会　費　 5,000円　(当日徴収)
　
　 定　員　 30人　(申込み順)

　　　　　申込み‥‥
　　　　　　　　電話　090-7070-8724
               FAX  019-663-0547
　　　　　　　　　　　　　　　(斉藤)

　

　

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」‥☞ 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 

今年も 4 月からの「森林ボランティア講座」

受講者を募集します。定員 40 人。 
◇ 友人、知人で”チェンソーの使い方を覚え

たい” とか、”山の手入れをしたい”方が

おりましたら紹介してください。 

※ 募集パンフをお送りします。 

 

◇ 現在、受講者の方で、もう 1 年、継続して

受講したい方は早めに申し出てください。

一般募集の前に登録しておきます。 

※ この場合は受講料は無しです、一般会員

の年会費(5,000 円)だけとなります。 

 

連絡・申し込みは 事務局へ 

  電話 090-6620-3995 (大江) 

☞ お願い 
「講座」の受講者募集について




