
　　　　　　　　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」 ‥集合　ギダジ研修場
　　　　枝打ち、講座のまとめ
「講座」 ‥集合 ギダジ研修場
　　　　枝打ち、講座のまとめ
☆遠野エコ‥講師派遣
　　「山仕事入門講座( 終回)」
「間伐材の日」‥集合 ギダジ
　　　キノコ栽培　
「講座」開講‥‥アイスアリーナ

　　　オリエンテーション
   29(金) 「総会」‥‥県公会堂

　役員改選、決算・予算審議
☆「お花見」‥‥岩手公園
　　(総会終了後)
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　　12(土)

活動カレンダー 　3/6～4/29

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

4/10(日)

　　13(日)

　　27(日)

※  「北上」‥‥3月中に里山事業あり、場所
    (花巻市 大森山)、日程等は事務局へtel
※　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

事故の現場からケガ人を運ぶ方法‥‥盛岡南消防署員の方から救急事故の対応を学びました (講座 2/14  アイスアリーナ) 

新たな展開を見せた 3 団体 

3 団体と云うのは「みちのく郷山保全隊」「間 

伐ボランティアいわて」「いわて森林を守る会」 

のことです。それぞれが本年度は、期せずして活 

動に新しい展開をみせました‥‥  

◆ みちのく郷山
さとやま

保全隊(通称‥北上) 

これまで、方々からの要望に応え、精力的に森 

林作業の安全講習を開いてきましたが、花巻市 

役所が予算を組んで本格的に関わるようになり 

ました。行政から頼りにされる団体になったの 

です。大変なことです。 

 ◆ 間伐ボランティアいわて(通称‥南) 

  スギ林の中に直径 70 センチを超えるマツ巨木 

を何とかしようと、引き取ってくれる製材所に 

話をつけて、30 本を伐り出し資源化しました。 

流通ルートを開拓するなどこれまでに無かった 

ことです。 

 ◆ いわて森林を守る会(通称‥北) 

人をやる気にさせるのは難しいことですが、 

「北」は、それをやってみせました。関心の薄 

かった地域の森林所有者を活動に誘い「やる気」

を起こさせました。今では、自家林の手入れを 

始めた若い後継者もいるそうです。 

 

‥‥‥以上のように、今年度は 3団体ともエポッ 

クともいえる展開をみせた年度でした。 

 

 (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

 ■　[　間伐材の日　]
　
　　と　き　　3 月 27日 (日)
　　　　　　　　 9:00～15:00
    集　合　 ギダジ研修場
　
　　内　容　 キノコ栽培
                ほだ木づくり
　　　　　　　※出来れば植菌作業

＜ 3 月 のスケジュール‥‥‥　　＞

□ 2/6(土)「間伐材の利活用」話合い‥‥盛岡・乙部公民館　 参加 20人

　

　この4月から、運営は分野ごとに、参加
　者がいろんなアイデアを出し合いなが
　ら進めることになります。奮って参加
　してください。多分、面白くなります！

来年度の活動・運用の仕方が少し変わります。
分野ごとに以下のようにマネージャーを置く
ことにしたところ、積極的に手を挙げてもら
いました　※ 下段参照。
参加者が主体となって活動を決めるので、こ
れまでにない活発な活動が期待されます。

＜ 参加の呼びかけ‥‥‥　　＞

◆炭焼き‥‥   佐藤勝男、米田善悦

◆きのこ栽培‥‥田頭國正、藤原隆雄、

◆製材・木工‥‥岩井信之、林野繁

薪づくり  (今年度)

◆薪づくり‥‥  岩崎宏、福山篤

◆集材・運材‥‥岩舘俊美、斉藤文男
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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

 2月の活動から
□ 2/14 (日)    「講座」　 ‥‥アイスアリーナ　 　参加　43人

　　　　　　　　　　　この後、ケガ人の下にもぐり、　　　1人で担ぎ上げて　　　　　背負います。

　

テーマ　森林現場の救急対応　　講師‥盛岡南消防署のお二人

 研修室いっばいの受講者　　　　　　　　　講師の大沼さん、菊池さん　　　　　　　　三角巾の使い方

２人で運ぶときは‥‥‥　　　　　※ 倒木や藪をかき分けて運ぶのは至難なこと、真剣に学ぶ受講者

＜3 月のスケジュール＞ 「講座」のみなさんへ 

☞  教本、道具の返却を 
       お願いします 

・「図解チェーンソーワーク」 
・「二丁差し」 
・「ヘルメット」 
上の教本、道具を借りている人は 
3 月の「講座」の日にお返しください。

※ 活動日に参加出来ない人は返却 
方法を相談しましょう  
連絡ください。 

■「講座」 

と き 3月 6日(日) 9:00～15:00 

集 合 ギダジ研修場 

内 容 午前・枝打ち・伐木まとめ 

    午後・特別講演 

       岩大 山本信次 准教授 

     

■「講座」 

と き 3月 12日(土) 9:00～15:00 

集 合 ギダジ研修場 

内 容 午前 枝打ち、伐木 (まとめ) 

    午後 講座修了式 乙部公民館 



　　月　　日
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　　　　　　　　講師派遣事業　(安全技術普及活動)

      13(日)  伐木など現場作業のおさらい　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

　　□ 2/21(日) 遠野エコネット”第4期 山仕事入門講座”
 　　室内研修‥ 派遣(3人)‥‥ 三浦、藤原、斉藤
　　　　　＜目立て、　ロープワーク、チェンソーのメカなど‥‥＞

2月の活動から

＜3月のスケジュール＞

　2015年度の講習会、 終回のこの日は、枝打ち、チェン
　ソーの目立て実習、室内で安全作業の要点を学習。

ロープワーク‥‥繫ぎ方、結び方　　滑車とロープの繫ぎ方で、女性１人
は暮しでも役に立ちます　　　　　　で、3人の男性を楽々引き寄せます。

ＤＶＤ教材研修

枝打ち

□   2/2(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

目立てのポイント‥‥上刃、横刃の
目立て角、デプスゲージの調整だょ

　チェンソーの構造を知れば、低
速・高速 (L、H) や、アイドリング
の微調整も容易に出来ます！

目立て

‥‥ 安全作業の要点



　2016年3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

＜3月のスケジュール ＞
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  ☞　古参会員の

　　   「リバイバル講座」
   　　　　　 ～作業感覚を取り戻す～
　
　     折角の技術を錆びさせるのはもった
     いないことです。講座の中味は森林作
　　 業の基本を再確認するのが主なもので
　　 すが、新しく取り入れた機材・道具や
　　 補助具の扱い方なども実習します。
　
　　 5月～12月の間、月1回のペースで、ウ
　　　ィークデーに行ないます。
　　　※　詳細は4月にお知らせします。

　　　参加希望の方は 3/15 までに下記電話
　　　へお知らせください。
　　　　　　　　　☎ 090-7070-8724(斉藤)

　

さぁ、如何しよう？

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」 ‥‥‥‥‥‥  ☞ 4 ページ 

 
 
 
講座で身につけた安全技術を役立てて 

ください。実効的な森林再生の活動をし 
ているのは次の 3 団体です。これらの団 
体の会員は全員が「講座」を終わった人 
たちです。 
▽ 間伐ボランティアいわて(盛岡・南) 
▽ いわて森林を守る会 (盛岡・北) 
▽ みちのく郷山保全隊 (北上) 
研究会に入会しますと上の団体に、居住 
地ごとに自動的に振り分けます。どの団 
体に所属しても、研究会を含め、各団体 
のイベントへの参加は全く自由です。 

 
入会手続きは同封した振替用紙(郵便局の) 
に年会費(5,000 円)を振り込めば OK です。 

 

☞ 講座のみなさんへ 
4 月以降のこと 

☞ 「森林施業プランナー」 

～資格取得の勉強会にどうぞ～ 

   この勉強会は有志が企画したものです。 

「森林施業プランナー」は森林所有者に代 

わって、どんな森林にするのか、作業の進 

め方、更に経営のこと等も立案する重要な 

仕事です。 

＜勉強会の概要‥‥‥＞ 

・テキストに沿って学習 

 ・4月から月 2回程度 

 ・場所は 下永井公民館 

 ・人数は 10 人程度 (継続参加できる方) 

 ・費用なし  

 ※ 詳細は参加者が集まってから決めま 

すので関心のある方はお問合せくだ 

さい。 

       岩崎 宏   ☎ 090-4553-6903 




