
　　　　　　　　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
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

     4(土) 第2回森・守塾‥‥花巻市大森山　●
 ～ 5(日) 　　　チェンソーの安全講習

講師派遣‥県民の森
　　　チェンソー講習会

　　 8(水) 「間伐材の日」‥薪づくり・集材
　～ 9(木) 　　　 集合・ギダジ

「講座」現場研修‥‥三助山
　　　　集合‥‥ギダジ
講師派遣‥‥遠野エコネット
　　　　第5期山仕事入門講座
講師派遣‥紫波みらい研究所
　　　　　山仕事の初級教室

     15(水) 里山・資源利用‥ウインチ集材

～  16(木) 　　　　集合・ギダジ
☆刈払機の安全衛生教育
　　　　　　修了証交付
里山事業‥
　　　 集合‥玉山駐在所向かい

  　19(日) 県民参加‥‥田中林
　～20(月) 　　　　　伐木・搬出

「間伐材の日」‥‥炭焼き
　　　窯だし、炭材づくり
「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
講師派遣‥県民の森
　　　チェンソー講習会
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研・5p

　　21(火)

 7/ 2(土)

　　 18(土) 研・7p

北・10p

　  12(日)　

 　  11(土)

  　 26(日)

研・5p

　　  4(土)

　　　　　　NPO法人　いわて森林再生研究会

　  5(日)

〃

    　3(日)

研

北・10p

北上・8p

　6 /1(水)

活動カレンダー 　6/1～7/3

2016年6月号

　 　19(日) 北・10p

　　　　　　　　　　　　盛岡市上田堤1-13-7

南・9p

研・2p

〃

研・4p

研・2p

研・3p

研・5p

研・3p

※　詳細は表の右枠のページを参照
※　北上の日時未定の活動は記載していません。
　　8pの北上のページを見てください。

　　　　　チェンソーの土台は ” 体”
　　　　　　　　　　～安全な作業のために～

　　チェンソーを使う人に、安全のため姿勢と
　構えは大切だと云いますが、今ひとつピンと
　こない人もいる筈です。そんな人は、この際、
　チェンソーと体のかかわり方を理解できれば
　スッキリすると思います。
　　先ず、次のようにイメージしてください。
　工場や作業場では、床など土台に固定して道
　具・機械は設計どおりに決った働き(仕事)を
　してくれます。
　ところが、森林作業では、道具・機材 (この
　場合チェンソー) を生身の人間が手や体で支
  えています。使う人の姿勢・構え、動きが安
　定していないとブレて危ないのは当然です。
　だから、体はチェンソーを支える土台だ、と
　考えて、作業ごとに型 (構え・姿勢・動作)
　を決めてブレないようにするのです。
　　具体例として幾つか挙げてみますと‥‥
・チェンソーを使うとき、体を土台に”高速回
　転の刃が決して体に触らない構え・姿勢をつ
　くるのです。
・決めた方向に立木を倒すには、体は対象木に
　正対(伐倒方向に直角に)し、チェンソーを持
　つ構え・姿勢は変えないので(これが大事)、
　足の位置は自ずと決まります。
・フェリングレバーを梃子として使う場合は、
　背を曲げず、両手でレバーを持ち、両足を踏
　ん張って膝で持ち上げます‥‥などなど。
　　こうして見ますと、森林作業では、身体の
　所作 (構え・姿勢・動き) が大切だと改めて
　気づきます。　　　　　　　　　(斉藤)

2016 年度「講座」に参集した人たち‥‥これから一年、森林現場でチェンソー技術を学びます (三助山研修林) 



    「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・薪づくり
　　と　き　　6 月 8日(水)～9日(木)
　　　　　 　　　　　　9:00～15:00
    集　合　 ギダジ研修場
　　内　容　 薪づくり、集材・運材

＜ 6 月 のスケジュール‥‥‥　　＞ 　

　

　　　2008年から炭焼きを始めましたの
　　で、今年は丁度、節目の10年です。
　　スギの間伐材を主に焼いてきました
　　が、世間では、スギの炭はランクが
　　下だと云います。でも、火つきが良
　　く、火力が強く、消火も容易で扱い
　　易く、バーべキューには 適です。
　　また、防湿、防臭、畑の土壌改良材
　　としても有効です。
　

　
　

☞　スギ間伐材の炭
　　～ユーザーを増やそう～

5 月の活動から

 ■　[間伐材の日] ‥‥炭焼き
　　と　き　　6 月 21日(火)
　　　　　　　    　 9:00～15:00
    集　合　 ギダジ研修場
　　内　容　 出炭、炭材づくり

　

□ 5/3 間伐材の集材‥‥乾燥している時期の集材は大事な作業
　　　　　　　　　　　参加 14人。　　　　※5/4  は降雨のため中止

5ヵ月ぶりの製材作業。ソーチェン(刃)を替えて始動、
　　　　　　　　　　　　　　　　　参加 17人。

　パワフルなロープウインチ (雑木林)　　　　　　　　　昨秋、間伐した材を運ぶ

天気は晴朗、作業も快調　　　　　　　　　　長尺ものを挽く「ロゴソール」　　　ポータブルな製材機

□ 5/15 間伐材の製材　集材・運材‥

この日、製材した板材は福祉団体から注文をうけたもの、施設のキッチンを改造する材料とのこと
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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 (森林税)

 5月の活動から □   「講座」　5/14 (土),    5/22(日)‥‥実地研修
　　　　　　　   参加者　5/14‥受講者　36人、スタッフ 18人
　　　　　　　 〃　　5/22‥  〃 　 34人、　　〃　 17人

　

防護のチャップス着けて、ハイ!

チェンソー操作の構え・姿勢‥‥
は基本中の基本。チェンソーは体
に近く持ち、後ハンドルの尻は右
足付け根に軽く付く程度、脇も軽
く締まっています。

＜ 6月のスケジュール ＞

☞ 何故 うるさく言うの ？ 

～チェンソーの構え・姿勢～ 

  一言で云えば、ケガをしないためです。

高速回転している刃 (ソーチェン)が、身 

体に触らない構え・姿勢だからです。 

これは特異なものではありません。無理の

ない理に叶ったもので、傍
はた

から見ても自然

体で美しいフォームです。何度でも試して

みてください。体にシックリ感ずる構え・ 

姿勢があるはずです。 

  

■「森のチェーンソー講座」‥‥ 

と き 6月 11日(土) ＆ 26(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 ・掛り木の処理 

・補助具の使い方 
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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)

5月の活動から

＜ 6月のスケジュール＞

　　　　この日の参加者　　　　　　　　　　　　　　　学び舎になった手作りの小屋

□ 5/11 教育・研修「里山」チェンソー講座」‥‥初心者、経験者が学
       びあいます。この日は、あいにくの雨となり、室内研修(ギ
       ダジの小屋で)　となりました。　参加 17人。

当会制作のDVD教材で安全な伐木テクニックを学ぶ　　　　　ベテランも基礎から学び直す

  ☞　集材 ・ 運材

　　CO2を吸収して炭素を蓄積してくれた

   間伐材を薪、板・角材、炭に加工して
   使えばCO2の削減=地球温暖化防止にな

   ります。

　　＜作業＞
　　　① 林内に散在している間伐材を各種
　　　　ウインチで作業道そばに集材。
　　 ② 集めた間伐材を軽トラで集積場
                         まで運ぶ。

ロープウインチ

ひつぱりだこ

手作りウインチ

■ 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 

■ 資源利用タイプ‥‥ 

「集材・運材」 

と き 6 月 15 日(水)～16(木) 

 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  間伐材の集材・運材 



　　月　　日

  6/ 5 (日)

  6/12(日)　

　6/12(日)　　

　7/ 3(日)　　
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　NPO法人紫波みらい研究所  

　県民の森

　毎月1回　(全8回)

   チェンソー講習会

  山仕事の初級教室

　　　　　　　　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

　県民の森    チェンソー講習会

　　□  5/8(日) 遠野エコネット「第5期 山仕事入門講座」
　　　　　　派遣(3人)‥‥ 佐藤(利)、藤原、斉藤

5月の活動から

＜6月～7月 のスケジュール＞

　遠野エコネット

　盛岡広域振興局

県民の森

里山協議会

　　　この講座には広く県内から参加者が集まります。

講座や講習で伝える森林作業の技術は、身近なチェ
ンソーや若干の補助具(クサビ、滑車、ロープなど)
を使って、2～3人で出来る育林(手入れ)の方法です。
丁寧な作業ができ、森林にやさしく、里山の再生に
はピッタりの技術です。

玉切り‥‥丸太を切ること
姿勢・構えが ベリーGood。
初心者とは思えないほどです

わたし、出来るかし
ら？ (心配ご無用！)

伐木の模範演技

初顔合わせはチェンソーの構えから

林分調査

林分の調査‥‥
立木の本数と樹高、それ
に胸高直径を測れば、後
は計算だけです。
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☞「森林施業プランナー」学習会 

～4回目、順調にすすんでいます～ 

 □ 5/25(水) 夜 盛岡市永井公民館 

参加 5人 

 

 

 

 

 

  今回の学習テーマは「提案型集約施業の 

進め方」でした。 

※学習会は 8回開催予定ですので、この 

日で半分を終わりました。 

　　　　　　　　　　　　　やる気　コーナー

大きな手で細かい部品づくり　　　　　　　　　火花を飛ばして溝切り加工　　　　　　ミリ単位で測りながらの作業

前回 改訂時の編集委員会
　　　　　　　　(2011年)

編集委員会は、テキスト・DVDを改訂するコン
セプトを決め、取り上げる項目などを検討する
ものです。改訂の下準備が仕事です。

□ 5/28 (土)　　ところ　矢巾町
　　ハヤデン煙山事業所　参加 8人

廃棄された刈払機のエンジンを直してウインチのドラムを取り付
けて完成。出来上がった手づくりウインチの引っ張りテストも上々
でした。 軽くて小さく力持ちです。(指導‥‥岩崎宏さん)

刈払い機からエンジンの取り外し

＜これまで委員に手を挙げた人＞
　鎌田健造、佐藤利一、藤原隆雄、村上御幸、
　豊嶋正紀、三浦米昭、斉藤文男の7名人です。
　
　　※委員の人数に制限有りません、よい勉強
　　　の機会です。気楽に参加してください。

☞  テキスト・DVD を改訂 
～編集委員に積極的参加を～ 

   岩崎 宏   ☎ 090-4553-6903 

☞　手づくりウインチ”
～1日で2台 完成～



　2016年6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

＜6月のスケジュール ＞
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☞ そばづくり‥‥　　一貫プロジェクト(畑を耕すことから食べることまで)

　
　　　　　　刈払機の安全衛生教育
　　　　　　　　　「修了証」 の交付について

　刈払機の安全衛生教育を下記の要領で行い
  ます。この教育に参加者には「修了証」
　を交付しますので、参加希望の方は申
　し込んでください。
　　　　　　　　　記
　　と　き　 6月18日(土)　9:00 ～
　　ところ　 ギダジ研修場
　　参加費　 4.500円 (手数料・教材費)

　　参加資格 当会員で、これまてに
　　　　　　「ボランティア講座」を
　　　　　　 受講したことがある方。
　

　
　

　　　　　☞　会員名簿について

今月号の会報と同封して会員各位に送り
ます。
名前を名簿に掲載しないと云う人はおり
ませんでした。が、名簿の扱いは慎重に
お願いします。

＜申し込み＞
　　TEL(携帯) 090-7070-8724
    FAX・TEL  019-663-0547
                         (斉藤)

＜スケジュール＞

去年は二ホンシカにご馳走しましたが今年は私たちが頂きますョ

「ハリエンジュ (ニセアカシヤ)」

　　　　(ギダジ研修場)

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 

畑の耕起‥‥6/8～9
　※ 間伐の日ですが、時間
　　 を見て、耕運機をかけ
     ましょう。

種まき　‥‥7月下旬
刈取り　‥‥9月下旬
脱穀　‥‥　10月中旬
製粉‥‥‥　委託
収穫祭‥‥　11/23
　　　　そば打ち＆ 宴会




