
　　　　　　　　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
講座スタッフ会議‥アイーナ会議室

　　　　2016年度の運営について
「講座」開講‥‥アイスアリーナ

　　　オリエンテーション
「間伐材の日」‥‥集材・運材
　　　三助山　or 田中林

　　23(土) マツの大径木‥‥三助山
　～25(月) 　　　　　　伐木・搬出

里山事業‥現地調査・話合い

　　　 集合　玉山駐在所向かい
講師派遣‥‥県民の森
　　　　チェンソー講習会
「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)

　5/3(火) {間伐材の日」‥‥集材・運材
　～4(水) 　　　三助山　or 田中林
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 4/2 (土)

　　23(土)

　　24(日)

   29(金)

　　20(水) 研・2p

研・7p

北・10p

研・2p

研・4p

〃 研・7p

2016年4月号

南・9p

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

研

 　 10(日) 研・3p

活動カレンダー 　4/2～5/9

※　北上‥4月下旬 (日時未定)  里山事業
　　　　　　　　8p参照、詳しくは事務局へ
※　詳細は表の右枠のページを参照

カエデ類 ハンノキ

コブシの冬芽(花芽)‥‥綿毛を着けて冬を越した

2015 年度「講座」 後の研修「枝打ち」‥‥雪を踏みしめ現場に向かう受講者 (講座 3/6  盛岡・手代森 田中林) 

冬に大量の種を撒いている樹々 

～雪面に見る繁殖の営み～ 

落ち着いた静かな雰囲気を漂わせる冬の雑木 

林。ところが、冬にも樹々は次世代に子孫を繋 

げる営みを展開していました。 

先月(3/6)、田中林の駐車場近くの残雪を見た 

 ところ、雪面にゴミ屑のような小さな点々に気づ 

き、何だろうと思ってよく見ると、(ヒラヒラの 

翼がある)カエデ類の種でした。その他 1～2ミリ 

ほどの円盤状のものは近くにあるハンノキの種と 

分かりました。冬の樹々は休眠していると思っ 

ていましたが、どうしてどうして,冬でも生命の 

営みを粛々と続けていたのです。これまで気をつ 

けて見ることもなかったので「こんなに種が無数 

に撒かれているのか！？」と驚きでした。 

多くの樹木(植物)は種をまき散らすことは当た 

り前でしょうが、実際、雪面に見せたその数の多 

さに驚き、改めて 3億年も前から生き続けている 

樹木に凄さを感じたのでした。 

兎に角、森林は春夏秋冬、様々なシーンを見せ 

てくれる劇場です。         (斉藤) 



    「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

 ■　[間伐材の日]
　

　　と　き　　4 月 20日 (水)

　　　　　　　　 9:00～15:00

    集　合　 ギダジ研修場

　　内　容　 間伐材の集材・運材

＜ 4 月 のスケジュール‥‥‥　　＞

 3/27(土)  きのこ植菌 ‥‥　田中林・雑木林　　 参加 17人

　

　今年度から各分野ごとに以下のマネージ
  ャーを中心に、活動のやり方など、みん
　なで相談しながら進めることに なりました。
　

　

昨秋、伐倒していたナラ材など、ロープウインチで集材

＜活動体制‥‥マネージャー制に＞

◆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‥‥  岩崎宏、福山篤

◆集材・運材‥‥岩舘俊美、斉藤文男

３月の活動から
シイタケ、ナメコを、それぞれ1,000駒を植菌

 ■　予告　[間伐材の日]

　

　　と　き　　5 月 3日(火)～4日(水)

　　　　　　　　 9:00～15:00

    集　合　 ギダジ研修場

　　内　容　 間伐材の集材・運材

集めた丸太をホダ木につくる

ホダ木は水平にした方が楽だょ
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「森のチェーンソー講座」‥‥県民参加の森林づくり事業

 3月の活動から □   「講座」　3/6(土) 28人　、12(日) 32人‥‥　枝打ち
　

岩大 山本准教授の講義
　　　(3/6　川目老人福祉センター)

　

高枝ノコも 4段になると不可能

ドイツの林業は、森林は公共
物との考えで州がマネージし
ている部分が多く、林家は安
心して森林経営に当たれるの
です。日本とは大違いです‥

ハシゴ使うときは安全帯は必須条件

首が疲れる～！　霧の中の枝打ち

＜4 月のスケジュール＞ 

☞ なぜ「講座」を設けたか 

15 年前、「森林ボランティアの作業は 

いい加減だ」と、山主の I さんからクレ 

ームをつけられたのがきっかけです。 

そのころ私たちは山主の依頼で間伐とか 

枝打ちをしていましたが、このクレーム 

で目を覚ましました。このままでは活動 

を続けられない、「正しい森づくりの知識」 

と「安全な作業技術」を身に付けなけれ 

ばと、当団体を設立したのです。そして 

設立と同時に「講座」を開設したのです。 

 

■「森のチェーンソー講座」‥‥開講 

と き 4月 10 日(日) 9:00～15:00 

ところ アイスアリーナ 盛岡市本宮 

     ※ 盛岡市総合スケート場 

     ※ 場所不明の方は TEL を 

内 容 オリエンテーション 

      



　　月　　日

　5月から

　6月から　　

  4/24 (日)

　※未定
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　※上記の他、単発の講習会等が 3～4回 見込まれます。

  森林整備講習会

　6/5(日)、7/3(日)

　NPO法人紫波みらい研究所  

　県民の森    チェンソー講習会

　毎月第3日曜　(全8回)

　　　　　　　　講師派遣事業　(安全技術普及活動)

 毎月第2日曜、来年3月まで　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

　　□ 3/13(日) 遠野エコネット”第4期 山仕事入門講座・最終回"
　　　　　　　　　派遣(3人)‥‥ 三浦、藤原、斉藤
　＜「追いヅル伐り」など伐木テクニックのおさらい‥‥＞

3月の活動から

＜16年度の派遣のスケジュール
＞

追いヅルを切り離す　　　　　　　　　　　　　　　　2段切りで受け口づくり　　　掛り木は慌てずに

午後は「安全衛生特別教育」‥‥主催　遠野エコネット　 (振動障害の予防、法令関係)

排気量が40CC未満のチェ
ンソーは法の規制を受け
ていません。それでも、
購入する場合は、振動加
速度などを記した「法定
規格適合」のラベルを
貼ってあるものを選んで
くださいネ。‥‥振動障
害にならないためです。

追いづる伐り‥‥偏心木(雑木)
や大径木の伐倒には有効なテクニッ

クです。①②③④ の順で進めます。

県内広くから参集した受講者
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災害復旧支援活動　(大槌町)

大槌町「NPO法人吉里吉里国」の林業大学‥‥佐藤(利)、藤原(隆)、斉藤(文)を派遣

「本数、樹高、棟高
直径を知れば、材積
も分かります

□ 2/27(土)　林分調査法の研修‥‥吉里吉里国は間伐材(丸太)を市場にだしているので
                                 材積が何立米あるかまで調べる必要があります。

基本中の基本‥‥‥持ち方の姿勢・構え　　　　　　　　初めてにしては姿勢・構えがGood

試し切り‥‥目立て前と目立て
後の切れ味を比べたら‥‥‥
‥、！

□  2/28 ( 日)  チエンソーの目立て研修

□  初心者のチェンソーワーク

この日、大槌は今冬一番の大雪

ウヮ！　こんな
にも切れる
の! びっくり。



  年   月 日

3月17日

4月7日

5月5日

 流失したキノコ栽培の原木を回収する (生業・復旧支援)

6月18日
　～ 19日
　　　　  

7月12日
～13日
7月21日

　～9/14
10月15日

　 ～16日
11月19日

 ～11月20

　　　1月　

3月28日
4月14日

　　　 ～1

11月15日
　 ～16日

12月6日

　  ～7日

12月16日

 ～翌年6/16

3月23日

   ～24日

8月11日

～翌年3/9

　　5月

～翌年3/8

4月18日

　 ～19日

11月11日

　　～ 12

2月27日
   ～29日
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2016年

2015年

              活  動  内  容

 宮古市、山田町、大槌町の避難所へ炭250キロを届ける

 救援物資として炭を「NPO山仕事くらぶ」へ提供

 陸前高田の避難所に造る風呂場の材料(厚板)を提供

 宮古市、山田町、大槌町の仮設住宅へ配る

　　　　※小久慈牧野組合と提携

・　　　　〃

・来春のキノコ栽培用、原木づくり(コナラの伐採作業)

・鵜磯地区で津波を被ったマツ、スギの大木を処理
・キノコ栽培の原木づくり(伐採したコナラの玉切り)
・キノコ植菌(シイタケ)作業(生業・復旧支援)

 仮設住宅へ向けのベンチ60脚を製作、

 キノコ植菌作業 (夏場でも沿岸はヤマセ気候で涼しい)

 養殖漁業に欠かせないイカダ用長尺のスギ丸太を伐出、

  160本を陸前高田・広田湾漁協へ届ける
・生業の復旧・キノコ植菌作業、6,000本にシイタケ菌を打つ
・地区の人たちに「津波被災木の伐木安全講習」を開く

 久慈市で「津波被災木の安全伐木講習会」開く

 大槌町　NPO法人吉里吉里国主催の「林業大学」へ

 大槌町の筋山の整備(下刈り、間伐、朽木等劣性木の処理。

　※展望台のある観光ポイントの整備は復興支援 　10人参加

 大槌町吉里吉里地区の民有林の間伐・集材。8人参加

　40年生のスギ林、※NPO法人吉里吉里国の活動支援

　製材した板

 生業のキノコの生産

　基盤の復旧を急ぐ

　1泊2日の行程

〃

　雑木林で伐木・造材

 市中心部から離れて

　2,500本を植菌

　県との協同作業

 素晴らしいリアス海岸

  の景観は地域の宝

　11回開催

 1泊2日の作業

 森林調査、目立てなど

宮古・重茂半島鵜磯地区で被災者の越冬用薪づくり      

   7回開催

　1泊2日の行程

 指導スタッフ3人を派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　

 被災木で薪など

  前年、支援している

 つくっている

 遠野市のNPO法人遠野エコネット主催の「第2期 山仕事      

　入門講座」に毎回 指導スタッフを派遣 　　　　　　　　　

  遠野市のNPO法人遠野エコネット主催の「第3期 山仕事      

遠野市のNPO法人遠野エコネット主催の　「山仕事入門     

 講座」に指導スタッフを派遣 　　　　　　　　　　　　　　

　8回開催

  宮古・重茂鵜磯地区

  12月～翌年の6月まで

　静岡のNPO「S-GIT」

  も支援に加わる

  皮が剥がれないため

  酷寒の冬の作業

    備   考

  スギ間伐材の炭

　　　〃　

宮古・重茂半島の鵜磯(ういそ)に入り、復旧支援活動。      

 入門講座」に毎回 指導スタッフ2人を派遣 　　　　　　　　

 大槌町　NPO法人吉里吉里国主催の「林業大学校」に

 指導スタッフとして2人を派遣 　　　　　　　　　　　　　　

 大船渡市で「津波被災木の安全伐木講習会」開く

　　　　※末崎愛林公益会と提携　

 大槌町で「津波被災木の安全伐木講習会」開く

　　　　※NPO法人吉里吉里国と提携

3月9日

5月10日

2012年

2011年

2013年

2014年

震災復旧支援活動の記録　 2011,3 ～ 2016.2

キノコ生産復旧はマン
パワーで可能



　2016年4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

＜4月のスケジュール ＞
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　♡ありがとうございます

　　　　　　　ご寄付 10万円
　
　　　人生を楽しむ家を提供する～

　　　BESS フォレストクラブ 様 より
　

　

　

              　盛岡・下太田の展示会場

 ＜研究会への入会手続き＞
  入会を希望する方は4/15 までに年会費
　5,000 円を振り込んでください。
　(振替用紙は3月号会報に同封していま
　したが、用紙の無い方は連絡ください)
　　  事務局 ☎ 090-6620-3995 (大江)

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 

 
 

 
前月号でお知らせした勉強会の募集枠ですが、 
あと 2～3 人の余裕があります。関心のある方 
は連絡ください。 
 施業プランナーは森林のつくり方や経営を 
森林所有者に提案する森林のコンサルタント 
みたいな役割をします。また、森林所有者に 
代わって地域の森林を管理するなど、時代が 
求めている人材です。 

  勉強会は 4～7 月まで、座学を毎月 2 回 
(計 8 回)開きます。     

 
詳しくは 岩崎 宏さんへ 
   TEL/FAX 019-639-8591 
      :携帯 090-4553-6903 
 

☞ 「森林施業プランナー」 
   ～認定取得の勉強会～ 

? 「総会」の案内 

 と き 4月 29日(祝) 10:30～12:00 

  ところ 岩手県公会堂(県庁隣) 

 議 案 ・ 2015年度の総括  

・ 2016 年度の活動方針 

・ 役員選出 

※会員であれば、誰でも役員に 

立候補する権利があります。 

・ その他 

出席の都合がつかない方は委任状(白紙 

委任も可)を「はがき」or「TEL・FAX」 

で提出・連絡してください。 

  ※「委任状」の要件 

   住所、氏名、日付、印 (認め印で可) 

      委任する人の氏名、なければ白紙 OK      

☞ 「花見～岩手公園」 

 と き 12:30～  

  会 費 1,000 円 (当日 徴収) 

 その他 ○弁当、つまみは各自持参 

     ～ゴミは持ち帰り 

※ 花冷えの時もあり、 

 防寒具など用意 

           ※  飲み物類は事務局手配 

☞


