
　　　　　　　　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
　5/3(火) {間伐材の日」‥集材・搬出
　～4(水) 　　　 集合・ギダジ

里山事業‥
　　　 集合‥玉山駐在所向かい
講師派遣‥‥遠野エコネット
　　　第5期山仕事入門講座

   　8(日)  大径木の集材搬出‥オプション
　～9(月) 　　　　集合‥‥三助山

里山・教育‥‥チェンソー講座
　　　　集合‥‥ギダジ
「講座」現場研修‥‥三助山
　　　　集合‥‥ギダジ
{間伐材の日」‥製材、運材
　　　　三助山　or 田中林
「講座」現場研修‥‥三助山
　　　　集合‥‥ギダジ
里山事業‥

　　　 集合‥‥玉山駐在所向かい
　　29(日) 県民参加‥‥田中林
 ～30(月) 　　　　　伐木・搬出

里山・教育‥‥チェンソー講座
　　　　集合‥‥ギダジ
里山事業‥
　　　 集合　玉山駐在所向かい
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　15(日)

　　4(土)

　29(日)

 　22(日)

　6/1(水)

研・5p　〃　

　　　　　　　　　　　　　盛岡市上田堤1-13-7

 　14(土)

活動カレンダー 　5/3～6/4

南・9p

2016年5月号

　　8(日)

　　　　　　NPO法人　いわて森林再生研究会

南・9p

北・10p

研・3p

北・10p

　11(水)

研・2p

研・2p

研・3p

研

北・10p

研・4p

※　北上‥5月 の里山事業　詳しくは事務局へ
※　その他、詳細は表の右枠のページを参照

キブシ‥‥早春、林内で目立つ花木
　　　　枝を短く切りヤスリの柄になります。

2016 年度「講座」の開講日‥‥これから一年、森林作業の安全技術を学ぶ面々  ( 4/10  盛岡・アイスアリーナ) 

地震・断層・原発(放射能) 

   ～地震のたびに考えてしまう～ 

九州・熊本の地震は、直下にある複数の断層が 

ズレ動き甚大な災害をもたらしています。新聞に 

震源の断層を含め、全国の断層地図も載っていま 

したが、その多さに改めて驚きです。私たちは断 

層だらけの亀裂列島
．．．．

の上で暮らしているのです。 

地震があると、福島の原発事故以来、地震・原 

発・放射能と連想してしまいますが、今回の地震 

を伝える放送では、その都度、”原発に異常はなく、

運転をつづけています”とアナウンスしていまし 

たが、小生は原発の安全を強調するプロパガンダ 

にしか聞こえませんでした。 

安倍首相も、ことあるごとに「世界で一番厳し 

 い規制基準なのだから安全だ」と云いますが、信 

じられますか。今だって汚染水を海に流そうとし 

ているじゃありませんか。直線距離で 300 キロも 

離れている岩手沿岸地域は、シイタケ生産で知ら 

れていますが、山田町以南では森林が放射能に汚 

染されてホダ木原木を伐り出せずにいるのです。 

津波に襲われた上に二重の禍です。 

地震や津波などの自然災害ならば何とか折り合 

いをつけて暮らしてきたのが日本の歴史・文化で 

す。原発の放射能禍はそうはいきません。人も地 

域も立ち直りどころか、取り返しがつかないダメ 

ージを受けるだけです。 

地震が起こる度に、こんなことを考えねばなら 

ない人生なんて、全く面白くありません。 

(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
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 ■　[間伐材の日]‥‥集材
　
　　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

　

＜ 5 月 のスケジュール‥‥‥　　＞

 4/20(土)  集材、きのこ植菌 ‥‥　田中林・雑木林　参加 15人

　

　

　　ダッダッダツ！快調！快調！
　　軽トラのほゞ2倍の丸太を運ぶ林内運
　　搬車。廃棄するのは”もったいない”
　　と岩崎宏さんがエンジンなどを徹底的
　　に直して再生させたものです。

☞　もったいない精神
　　～廃棄の運搬車を再生～

4 月の活動から
集材後、シイタケ、ナメコを、それぞれ1,000駒を植菌

 ■　[間伐材の日] ‥‥製材　ほか

　
　　と　き　　5 月 15日(日)
　　　　　　　　 9:00～15:00
    集　合　 ギダジ研修場
　　内　容　 製材・薪づくり

　

先ず集材、雑木林から、コナラ、サクラのキノコ原木を運びす

ドリルで穴をあけ種駒をトントン打ち込む植菌作業

たね駒 皮を剥がないように運ぶ
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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

 4月の活動から □   「講座」　4/10 (日)‥‥オリエンテーション　　(アイスアリーナ)
　　      　　　　　　　参加　受講者45人、スタッフ18人

　

研究会製作のDVDで安全な伐木の方法などを見る　　　　　グループに分かれて話し合う

　　　　　　　　装備品‥‥必要なものをポチポチ揃えれば良いのです。

＜5 月のスケジュール＞ 

☞ 講座の主役は 

受講者のみなさん 

 

いよいよ、実地研修です。 

 “チェンソーの技を身に付けよう”と 

応募してきたみなさんです。教えてもらう 

という他力本願ではなく、主体的に学び 

取る気持ちで臨んでください。 

スタッフは皆さんが安全技術を身に付 

けるためのトレーナーの役です。 

 

■「森のチェーンソー講座」‥‥ 

と き 5月 14日(土) ＆  22(日) 

           9:00～15:00 

集 合 ギダジ研修場 

ところ 三助山研修林 (スギ林) 

内 容 道具・チェーンソーの扱い 
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「里山整備対策事業」‥‥‥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 (4年目の継続事業)

2015年度 の作業写真

＜5月のスケジュール＞

森林環境保全タイプ‥‥‥除間伐作業、一部下刈りなど

資源利用タイプ‥‥‥林内の残材を集材・搬出し、製材、薪、炭焼きの原木に使う

教育・研修タイプ‥‥‥安全なチェンソーによる伐木など学ぶ。

 
☞ 今年度の活動計画 概要 

3 タイプの活動を行います。 

  ◇森林環境保全 (3 ha) 

 ・田中林‥‥雑木林、スギ林 
◇資源利用 (1.9 ha) 
 ・三助山‥‥スギ林に残置の間伐 
       材の集材・搬出 
◇ 教育・研修   10 回   
  
 ※ 昨年度とほゞ同じ活動量 
      

■ 教育・研修タイプ‥‥ 

「里山チェンソー講座」 

と き 5月 11日(水) 9:00～15:00 

集 合 ギダジ研修場 

ところ 三助山研修林 (スギ林) 

内 容 道具・チェーンソーの扱い 

■ 教育・研修タイプ‥‥ 

「里山チェンソー講座」 

と き 6月 1日(水) 9:00～15:00 

集 合 ギダジ研修場 

ところ 三助山研修林 (スギ林) 

内 容 道具・チェーンソーの扱い 



　　月　　日

5月8日(日)

6月12日(日) 〃

 6月5日 (日)

6月12日(日)
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〃 〃

　　　　　　　　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

  森林整備講習会

　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1回　(全8回)

　　□ 4/24(日) 県民の森　　　　　　　　　派遣(2人)‥‥ 菅原、細田
　＜4月の活動から

＜5～6月 のスケジュール＞

＜2015年度の派遣事業‥‥6団体へ派遣 ＞

　遠野エコネット

　紫波みらい研究所
　盛岡広域振興局

県民の森

　吉里吉里国 里山協議会

受講者は昨年と違って、定員いっぱいの15人、遠くからの人もいる。
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☞ 「森林施業プランナー」 

～順調にすすんてでいます～ 

  

 

 

 

 

 

 

 4/20 夜、勉強会の面々(下永井公民館) 

   「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。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　コーナー

テキスト改訂(3版)の編集会議　(2011年)

ワイヤー巻き取りのドラム

刈払機のエンジン

廃棄した刈払機のエン
ジンを生かして岩崎宏
さんがつくったウイン
チ。牽引力も結構あ
り、優れものです。

　工具も身近にあるものでＯＫ。作り方
は、岩崎さんがノウハウを全公開で指導
します(そんなに難しくありません)。関
心のある方は下記 岩崎さんへ連絡して
ください。いろんなケースで役立つウイ
ンチですョ。

　あゝでもない、こうでもないと話し合う

　　モデルもカメラマンも全て自前でつくりました

　チョッと映像監督の気分　　　ビデオで検証も‥

講座の教材「山仕事の手引き」、「DVD 伐木 
作業のあらまし」の改訂 4 版をつくることに 
なりました。予算措置は未だですが、今年度 
は、下準備として取り上げる項目や内容を、 
予め整理するのが「編集委員」の作業です。 
 委員には誰でもなれます。定員なしです。 
奮って手を挙げてください。今年度の編集会 
議は 5～6 回 程度になると思います。 
委員を希望する方は 5/20 までに下記へ連絡 

してください。  
       電話 090-7070-8724 (斉藤) 

☞  テキスト・DVD を改訂します 
～編集委員を募集します～ 

☞ 手づくり の“ 簡易ウインチ” 

～造ってみませんか～ 

   岩崎 宏   ☎ 090-4553-6903 
   岩崎 宏   ☎ 090-4553-6903 



　2016年5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

＜5月のスケジュール ＞
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　　　＜総会で決まったこと＞

　・2015年度の総括・決算、及び2016年度
　　の事業計画・予算とも全案通り承認さ
　　れました。本年度の事業量は概ね前年
    度と同程度のボリュームです。
　
　・理事に次の9名が選出されました。
　　(再任) 斉藤文男、藤原隆雄、佐藤利一、
　　　　　 鎌田健造、佐井到、
　　(新任) 田頭國正、大桐啓三、佐藤勝男、
　　　　　 岩崎宏
　　 理事長、副理事長は後に開かれる理事
　　 会の互選で決ります。
 　※ 総会資料を欲しい方は事務局へ申し
　　　出てください。

□ 4/29恒例の花見‥‥悪天候のため室内(公会堂)
                       での宴となりました。

どうぞ、つまみの一品、
今朝早く、岩泉の山から
採ってきたワラビです

こんな包みが 5～6袋

□ 4/29 「総会」‥‥県公会堂   

  議長に細田一夫さんが選出され下記の 

議案がで審議されました。 

 議 案 ・ 2015年度の総括・決算  

・ 2016年度の活動方針・予算 

       ・ 理事の選出 

 

☞ 会員名簿について 

まもなく今年度の会員名簿がまとまり 

ます。来月号の会報と同封して会員各 

位に送ります。 

名前を名簿に掲載することに差し障り 

のある方は載せませんので申し出てく 

ださい。 

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
◆「里山事業」‥‥‥‥‥‥  ☞ 4ページ
◆「派遣事業」 ‥‥‥‥‥‥ ☞ 5ページ
◆「やる気コーナー」‥‥‥　☞ 6ページ




