
　　　　　　　　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
　　　森づくり担い手講座
里山事業・教育‥座学

　　　集合‥‥盛岡中央公民館
間伐材の日････GPS測量の研修
　　　集合‥‥ギダジ

　28(土) 「チェンソーの特別教育」    研
　　アイスアリーナ  3p, 5p
新春セミナー‥‥オープン講座    研
    盛岡市総合福祉センター  3p, 7p
☆新年会‥「北ホテル｣県庁北隣り
     ※ 要 事前申込み」
「講座」
　　　場所‥‥未定　(2月号で)
講師派遣‥‥遠野エコネット
　　　第5期山仕事入門講座
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研・5p

 2/11(土)

　22(日) 研・2p

研・5p

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

　  29(日)

活動カレンダー 1/9～2/12

2017年1月号

　18(水)

　1/15(日)

研・4p

　　12(日) 研・5p

研・5p〃

〃

研・3p

※　表以外に北上の活動が中旬にあります　7p参照
※　その他の詳細は表の右枠のページを参照

　

　
　　秒単位で株だ為替だとマネーのやり取り
  している今の経済システムの世の中では、
　何10年に1度しか収入 (売り上げ)が入らな
  い森林経営は難しい環境におかれています。
　その上、肝心の木材価格が安いとなると森
  林への関心は萎んでしまいます。
　　そこで、 もコストのかかる収穫時の伐
　り出しや集材を効率的にやろうと、大型機
　ヒ械の導入林道の整備、林地の集約化に力
　を注いでいるわけです。
　　そのことは理解できますが、今々の対症
　療法のようにコストを削ることに傾くあま
　り、将来の森林資源をつくる保育作業 (手
　入れ)への関心が薄くなるのは問題です。
　一頃、植えただけでは駄目だと“育林”と
　か“保育”が叫ばれましたが、 近はその
　声もあまり聞かれなくなりました。
　　２年前、岩手県知事だった増田寛也さん
　の衝撃的なリポート「地方消滅」で“消滅”
　を名指しされた県北の首長さんたちは、森
　林があるから、消滅なんかしないと胸をは
　りました。それは人や地域を養えるパワー
　のある森林があればの話です。現実は真逆
　で貧弱な森林ばかりです。やはり未来を語
　るのであれば、手入れ＝育林作業”を地道
　にやるしか途はないと思うのです。
　　　　　　　　　　　　　　　(斉藤)

　　　　育林作業を忘れないで
　　　　　～未来の森林資源をつくる～

緊急！‥‥台風 10号 豪雨被災地の岩泉で薪づくり支援活動   (12/1～2, 6～7, 17～18) 



    「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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＜ 1月 以降のスケジュール‥‥‥　　＞
　
　　　何時か遇いたいと思っていた樹木
　　「オノオレカンバ」を見つけました。
　　岩泉での薪づくり支援で玉切りして
　　いた流木の中に混じっていたのです。
     希少種で工作物の原木として取引
　　価格も群を抜く代物。一昔前は算盤
　 　玉の原木として全国一量を誇ったと云い
　　 ます。北上山地にはこの他にも「ヨ
    グソミネバリ(＝アズサ、ミズメ)」
    などの貴重なものもあります。
　　北上山地は樹種の豊富さで有名です。
　
　　　　　　※ 北上山地のオノオレカン
　　　　　　　 バに魅せられて工芸品を
　　　　　　　 作っている人が二戸市に
　　　　　　　 います。ネットで見られ
              ます。

☞　オノオレカンバ

12月の活動から □  12/1(木)～2(金)　　岩泉町へ支援の薪づくり‥21人

林地から運んだ間伐材　　　　　　　　　　　　　　まず、チェンソーで玉切り‥‥

　この日は北風の吹く寒さ　　　　　　　　　3 台の薪割り機もフル稼働　　　　　　　　割った薪はフレコンに入れて梱包

□ 12/13(火) ～14(水)‥施設・フィールドのメンテ 　参加 20人
 

機材の越冬、燃料を抜き、油を刺すなどメンテ 小屋の収納物を整理・点検　　　　　隙間は板張りして補強

台風10号の被災地 岩泉町へ越冬用の薪を届けることになり、大車輪で薪づくり

＜オノオレカンバの樹皮＞
特徴は、カバノキ科ですが、
樹皮はケヤキのように片状
で剥がれます。

　■　「間伐材の日」･･

　　と　き　1月22日（日）　　　9:00～
　　集　合　ギダジ研修場
　
　　内　容　GPS簡易測量の説明と実施

　　　※　1/29(日)は「オープン講座」
　　　　　の”新春セミナー”があります。
　　　　　参加できる方は直接会場へ。
　　　　　　　次ページを参照
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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 (森林税事業)

＜ 1月のスケジュール ＞

□   12/10 (土)  「講座」　‥チェンソーの目立て実習
　　　場所 アイスアリーナ、参加・受講者40人、スタッフ14人 12月の活動から

姿勢はほほＯＫ。ヤス
リの持ち方も初体験と
してはき先ず先ず土意
見 んとしてはまずまず
です。

先ず、刃の形をヤスリで整え
(上)、それから手の甲を下に
して刃を研ぎます(下)。

■　「特別教育修了証」 取得の講習
    　　　　　～  安全衛生に関する法規等　～

　と　 き　1月28日(土) 9:00～12:00

　ところ　アイスアリーナ(市スケート場)
　　　　　※ 盛岡市本宮 (緑の大屋根}

　内　容　労働安全規則(法令)
　
　参加費  2,000円 (修了証交付手数料)

　

※ 「修了証」は資格といううほどでは

　　ありませんが、チェンソーの操作

　　技術を裏付ける唯一のものです。

　  仕事としてチェンソーを使う場合に

　  は、この「特別教育」の修了証が必

　  要です。取得していた方が何かの

　  折に役立つと思います。

いつも目立てには参加が多い　　　　　　マイチェンソーを目立てる

■「森のチェーンソー講座」

　　　～「新春セミナー」になります～

　と　き　1月29日(日)

　　　　　　　　　14:00 ～16:30

  ところ　盛岡市総合福祉センター

　　　　 (若園町2-2‥ハローワークの通り)

　　　　※駐車場がありません、ので、近く

　　　　の駐車場を利用してください。

　

　内　容 ・特別講演

　　　　　　祇陀寺 住職　吉田 大信 さん

　　　　 ・その他
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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)

　　刃の模型で丸ヤスリの使い方を説明

12月の活動から

＜ 1 月のスケジュール＞

□ 12 /14   教育・研修‥チェンソーの目立て　　於. 乙部公民館

　
　

         ※　日時、内容、参加料　などのの詳細
　　　　　　　は前ページを見てください。
 
　　  これは厚労省の定める「安全衛生法」に基づ
　　　く講習で、受講者に「修了証」を交付するも
　　　のです。
　 ◎事前申し込みが必要です。 交付を希望
　　 する方は下記 ☎ まで連絡してください。
　
      ＜修了証のサンプル＞
 

           ☎　090-7070-8724   (斉藤)

■ 「新春セミナー」～オープン講座～
　　　　　※ 最終回の講座になります

 と　き　1月29日(日)　　14:00～16:30
 ところ　盛岡市総合福祉センター
 　　　( 若園町2-2 ハローワークの通り)
　　　　　※ 駐車場がありませんので、
　　　　　　バス等の利用を‥‥
 内　容 ・特別講演‥ 祇陀寺(ギダジ)住職
　　　　　　　　　　　　　吉田大信さん
 
　

　この日の参加者 集合写真

ハイ5秒！ 切れ味にビックリ！　　目立ても姿勢が大事‥‥手のひらは上に(甲は下に)して研ぐ

  ■ 「チェンソーの特別教育」
  　　　 ～受講者に「修了証」を交付～

「里山チェンソー講座」のみなさん

■ 里山・教育「里山チェンソー講座」

 と　き　1月18日(水) 午後　1時～4時(※)
 ところ　中央公民館　(愛宕町14-1)
            盛岡バイパス交差点そば
　　　　　　駐車場あり
 内　容  ・滑車、ロープワーク
　　　　 ・チェンソーワーク(まとめ)
　

2 回あります。 今年度の講座は１月で終了



　　月　　日

  1/15 (日)　

　　　〃
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　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)

 　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

  森づくり担い手講座

　□  12/11(日) 遠野エコネット「第5期 山仕事入門講座」12月の活動から

＜1月 のスケジュール＞

里山協議会

倒す方向を確実にするためロープをセット　　　　　　ちょっと受け口が高いかナ

□  11/11(日) 紫波みらい研究所「森づくり担い手講座」 派遣‥鎌田、吉田(静)、後藤 の 3人
　　 　　　　　　雑木王国の岩手は雑木の伐倒テクニックは講座の欠かせないカリキュラムで
す。

　伐木‥‥姿勢はGoodですネ～　　　　　　昼食‥‥焚火(焚火)で冷えた体を温め、熱い豚汁はご馳走でした

派遣‥ 三浦、藤原、斉藤の3名

12月の研修テーマ‥‥集材・運材　(重い丸太を運ぶ訓練、補助具を使います)

　　　サルカンで地曳き‥‥手でロープを引っ張らないで、ロープを背中に張りつけて体全体で曳くのがコツ
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                   災 害 復 旧 復 興 支 援 活 動

□　岩泉町‥‥台風10号 豪雨災害 薪づくり支援活動　12/1,2,6,7,17,18 の 6日を充てる

□ 大槌町‥‥東日本大震災　森林整備支援活動 12/6～7   参加 延べ 18人、

「吉里吉里国」のメンバー3人も加わる

震災から間もなく6 年を迎えますが、復興はまだまだ途上。「吉里吉里国」の活動を支援

盛岡から薪を4tトラックで運び込む 　　　　デッキブラシで土砂落とし　　膨大な流木を玉切り

 岩泉町の要請に応え、延べ 36 人参加  　　 (この他遠野の「チームやまもり」から14人参加)

砂をかんだ雑木の流木　　     　薪割り機5台を持ち込む　　　　　膨大な流木をバックにパチリ

　雑木は重くて堅い　　　　　　　　　　　　切る人・割る人・運ぶ人の流れで続々積み上げられる薪

現場は急斜面の林
地。吉里吉里国の
メンバーと一緒に
2 日間で目的を果
たしました。



　2017年1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

＜1月のスケジュール ＞
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そば打ち道場

   ☞　新しい 理事長、副理事長 決まる
　　　　　　～12/21 理事会で互選 ～

   理事長 鎌田健造さん    副理事長 佐藤利一さん

　◎　他の理事の担務も次のように決まりました。
　　「森のチェンソー講座」‥藤原 隆雄　理事
　　「間伐材の資源化～」‥‥岩崎 宏　　 〃
　　「里山事業(教育研修)」‥田頭 國正　 〃
    「安全衛生教育事業」‥‥佐藤 利一   〃
 　 「事務局」　 　‥‥‥‥ 斉藤 文男　 〃

　　◎  来年度の事業について
　　　今年度の事業分野で、事業規模、予算も
　　　昨年並みのボリュームで計画を練ること
　　　になります。
　

  ■　「新春セミナー」

　　～「誰でも参加できるオープン講座

　　　　　　　会場に直接来てください～

　と　き　1月29日 (日)    14:00 ～ 16:30

  ところ　盛岡市総合福祉センター

　　　　　(若園町2‥‥ハローワークの通り)

　　　　　　　※ 駐車場ありませんので

　　　　　　    　　　 バス等の利用を‥‥

    内　容 ・特別講演

　　　　　　　祇陀寺住職　吉田大信さん

        　   ・その他

　

　☞ 新年会の案内
　
   と　き  1月29日(日)　17:00～
 
　 ところ  北ホテル　「窯(かまど)」
            内丸61 (県庁の裏)
 
　 会　費　 5,000円　(当日徴収)
　
　 定　員　 25人　(申込み順)

　

           申込み‥‥
　　　　　　　　電話　090-7070-8724
               FAX  019-663-0547
　　　　　　　　　　　　　　　(斉藤)

　

　
　　 一般会員の皆さんへ
　　　■ ミニ講座のお誘い
            ～中味はリバイバル講座～

　　　  来年度(4月～)も技術訓練の講座
　　　を設けます。月1回のペースで伐木、
　　　造材、集材、目立てなどの講座です。
　　　　前に習った技術の他にちょっと新
　　　しく導入したテクニックなどもあり
　　　ます。安全な作業技術に磨きをかけ
　　　てください。お待ちしています。
　
　　　連絡は‥‥
　　　  　事務局　☎090-7070-8724(斉藤)

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 

◆「災害復旧・復興支援」‥‥  ☞ 6 ページ 
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