
　　　　　　　　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
木工教室‥‥間伐材の日
　　　　集合‥‥ギダジ
里山事業‥
　　　 集合　玉山地区公民館
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
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
　　　　　　山仕事初級教室

   14(水) 里山・資源利用‥ウインチ集材

～ 15(木) 　　　　集合・ギダジ
里山事業‥
　 　　集合‥玉山地区公民館

    18(日) 県民参加‥‥水本林
　～19(月) 　　　　　伐木・搬出

県民参加‥‥北上市上鬼柳
　　　　詳細は事務局へ
木工教室‥‥間伐材の日
　　　　集合‥‥ギダジ
「講座」現場研修‥‥三助山
　　　　集合‥‥ギダジ

10/1(土) 里山事業‥
　　　 集合　玉山駐在所向かい
県民参加‥‥北上市鬼柳
　※ 予定‥ 詳しくは事務局
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活動カレンダー 　9/3～10/2

2016年9月号

研・2p

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

  9/3 (土)

　　　4(日) 北・9p

　　22(木) 北上・7p

研・4p

　　11(日)

　   7(水) 研・4p

 　 10(土) 研・3p

　 18(日) 北・9p 

南・8p

　　2(日)

〃

　　24(土)

 　 25(日)

研・5p

研・5p

北上・7p

研・3p

研・2p

北・9p 

※　詳細は表の右枠のページを参照

　　　　マツクイムシ被害林、その後
　　　　　　～森林の復元・再生力に驚く～
  　マツクイムシの被害は依然として北上中で
　す。現在は盛岡市の米内や玉山地区を越え八
　幡平市、岩手町にも及んでいます。
　　小生は、よく国道396線 (盛岡～遠野)を通
  りますが、3、4年前この国道沿いの紫波町赤
　沢地区のマツクイムシの被害拡大のすさまじ
　さに驚ろいたものです。ほどなく、この地区
　のマツ林は全滅して白骨化したアカマツを中
　空に虚しく曝していたのです。
　　ところが、今年あたりからその林床に雑木
　の稚樹・幼樹が手を掛けないのに勢いよく育
　っているじぁありませんか (下の写真)。 森
　林の復元力・再生力には驚ろくばかりです。
　生き生きした若木の勢いをみると、マツクイ
　ムシの被害をうけたけれども「これでいいの
　だ！ 」(赤塚不二夫「天才バカボン」パパの
　決まり文句)という気にさせます。

　

 　写真説明‥‥3年前、マツクイムシで全滅した
　　　　　　紫波町赤沢地区。現在は白骨化した
　　　　 　 アカマツ林の下に広葉樹の若木が育
        　　っています。(8/21撮影)

木取り ‥‥丸太から角材や板材を如何に採るか、製材の大事な工程 (8/8  ロゴソールでの製材作業) 



    「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]‥木工
　
   　と　き　　9月 3日(土)、　 24日(土)
　　　　　　　　　　　　　　　9:00～15:00
    集　合　 ギダジ研修場
　　内　容　 ・ベンチやぺッドにもなる
　　　　　　 　多目的ボックスの製作
　　　　　　 ・工具の正しい使い方

＜ 9 月 のスケジュール‥‥‥　　＞

　
　　工具はモーターで駆動します。高速回
　転している刃先に触れると一瞬にケガし
　ます。また、手袋や袖口など衣服を巻き
　込む危険もあります。ですから、電動工
　具を使うときは素手です。
   正しい扱いをマスターしましょう。

☞　木工工具の扱い

8月の活動から □ 8/8(月)～9(火)‥‥薪づくり、製材  　　　参加 14人

菌が繁殖したホダ木　　　　　　　ナメコは地面に直に伏せる　　　　　　　　シイタケは立てる

　持ち運びが容易な「アラスカン」‥‥ロゴソールで挽いた半割り材を 次々板に仕上げる

長尺ものを挽く「ロゴソール」　　　　　　　　木取り‥‥原木の丸太から如何に無駄なく用材を採るかの工程

□ 8/8 「きのこ栽培・本伏せ」‥‥4/20に植菌して仮伏せしていた原木をキノコが出るように据える

ポータブルな「アラ
スカン製材機」‥‥
ロゴソールで太鼓挽
きした材を板に製
材。
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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)

 8月の活動から

　＜ 9 月のスケジュール ＞

　　　　　立木本数、　樹高、 胸高直径を測る作業、このデータが揃えば、計算は簡単

□   「講座」　　　　　参加者　8/6 (土) ‥ 37人、　 28(日) ‥41人

　林分調査‥‥この林の 間伐率；37％(1/3を間伐)、　形状比；88(細い) と分かる

伐木・掛り木の処理、枝払い‥‥安全な作業技術の訓練

　　　　掛り木の処理‥‥掛り木を回すため「つる」を狭める　　　　　　　枝払い‥‥なかなか難しい

☞ 人力での集材 

 直に手で運ぶのはケガする心配があり 

ます。出来るだけ補助具を使って重い 

間伐材を動かします。 

 

＜補助具に使い慣れましょう＞  

■「森のチェーンソー講座」‥‥ 

と き 9月 10日(土), 9 月 25(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 ・伐木、造材 

集材(人力、動力) 
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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)

8 月の活動から

＜ 9 月のスケジュール＞

□ 8 /3   教育・研修‥‥林分の調査 (間伐率、形状比を求める)  　　参加17人。
　　　　間伐など林を整備する場合、キッチリと林の状況を数値で把握することが大切です

  ☞　チェンソーでの「枝払い」
　～重さを幹に預ける、回転刃が体に触らない構え～

　
　倒した木の枝払いは、なかなか難しい作業
　です。切る枝の位置、生え方が一つ一つ違
　うため、作業者の立ち位置やチェンソーの
　操作も、その都度変わります。
　

　

　

台風で林は濡れているが、それ
でも8人参加(集合)

□ 資源利用　 8/17 (水)　台風襲来で中止
　　　　　　　8/18 (木)　散在していた間伐材を集める   参加 8人

立木本数、樹高で混み具合が分かる、樹高と胸高直径で形状比(太いか細いか)を知る。

体側の枝を払う場合
など‥‥チェンソー
を体にくっ付け、内
腿で支えて操作しま
す。ガイドバーが
キックバックで弾か
れても回転刃が体に
触れることはありま
せん。

集材作業‥‥主にロープ
ウインチで集めたが、近
くて細めの間伐材は人力
の方が効率いいョ

■ 教育・研修タイプ‥‥ 

「里山チェンソー講座」 

と き 9日 7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 伐木、枝払い、造材、集材 

 

 ■ 資源利用タイプ‥‥ 

「集材・運材」 

と き 9月 14日(水)～15(木) 

9:00～15:00 

集 合 ギダジ研修場 

ところ 三助山 (スギ林) 

内 容  ウインチ集材・運材 



　　月　　日

  9/11(日)　

　　　〃
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  山仕事初級教室　NPO法人紫波みらい研究所  　全6回

　　　　　　　　講師派遣事業　(安全技術普及活動)

 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

　　□  8/21(日) 遠野エコネット「第5期 山仕事入門講座」
　　　　派遣‥‥ 細田、藤原、斉藤　の3スタッフ、　　講座内容は下刈り、伐木・掛り木の処理。

8 月の活動から

＜9月 のスケジュール＞

県民の森

里山協議会

□  8/27(土)～28(日) 紫波みらい研究所主催‥国学院大学(東京) 学生たちの作業体験
派遣‥‥鎌田健造、後藤秀子、岩崎宏、岩井信之、矢神光政　中村明美 の5人が講師やアシスト役をする

　U字ハンドルの刈払い機は使い易い。前方の目標地点に
　まっずく向かって刈り進んでください。

林の中の刈払いは、藪や灌木
(低木) があり、畑などの草
刈りとは全く違います‥‥

林を調査する体験‥‥立木本数や胸高直径を測る

　？？‥‥間伐率の計算　　　　　　　　高さ25ｍ近いスギの伐倒にビックリ　　　　　俺も！挑戦する学生



　2016年9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

＜9月のスケジュール ＞
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そばの花　‥‥満開 (8/18)

 
   ☞　テキスト.DVD改訂作業
　

　　　8/23 (火)　1回目の編集委員会をア
　　　　イーナ7階の会議室で開きました。
　　　　出席委員 4人で改訂版のコンセプ
　　　　ト(考え方)を話し合いました。

　
　

  ※ 「編集委員会」は今後2ヶ月に一度の
　　　ペースで開いたらと思います。
　※　委員長は未だ決まっていませんが、
　　　決まるまで斉藤(文)が世話役いたし
　　　ます。
　※　改訂版の編集に関わってください。

□　8/23(火)「夏を送る夕べ」
　　　　　　　　　　　参加10人
　　於：盛岡駅西口マリオス4F「濱野井」

※ノミニケーションは人生の潤滑油。
研究会では恒例で、年4回 (新年会、花見、
夏を送る夕べ、そは収穫祭) を設けていま
す。会員同士が知り合う機会です。

　
　　　　　　　　　”クマ出没 ”を考える
　　　　　　　　今年のクマ出没は異常なほど
                多く岩手県は「警報」を出し
                て注意を呼び掛けています。
　ところで、出没の原因は、昨年のブナの実が豊作
だったから子クマが増え、エサを求めて人家周辺ま
で下りてきたからだといいます。それは一因とは思
いますが、もっと根源的な要因として考えると、奥
山でクマが生存できるだけのエサを供給していたブ
ナやミズナラの木が殆ど伐られて無くなってしまっ
たからじゃありませんか。
　1975年は、国有林会計が赤字になった年ですが、
その挽回のため伐採圧力は相当なものでした。県
内の奥山(国有林)は次々とはげ山にされていきま
した。当時は、何本か残した母樹から種が落ちて
芽生え(天然下種更新して)、やがて奥山は復活・
再生するとの話でしたが40年以上経った今も、そ
うなっていません。
　当時、クマのことまで考える人はいなかったと
と思いますが、クマ出没の根源的要因はクマの生
存圏(権)を奪ってしまった、かつての奥山の過剰
伐採にあったと思うのです。

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
◆「森のチェーンソー講座」‥‥☞ 3ページ
◆「里山事業」‥‥‥‥‥‥  　☞ 4ページ
◆「派遣事業」 ‥‥‥‥‥‥　 ☞ 5ページ




