
　　　　　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 (携帯)090-7070-8724

         内     容 詳細
「講座」‥応急手当
　　　場所‥盛岡市総合プール
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
間伐材の日‥乙部公民館
　　　来年度の事業検討会
「講座」‥枝打ち、アンケート

　　　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
「講座」‥枝打ち、アンケート
　　　集合‥ギダジ
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　19(日)

活動カレンダー 2/11～3/19

2017年2月号

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

研・2p

　12(日) 研・5p

19(日) 研・3p

〃

研・3p

3/11(土) 研・3p

 2/11(土)

　　12(日) 研・5p

研・5p

※　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

　

　
　　日本の林業が四苦八苦しているのにドイ
  ツ林業は元気な訳を知りたいと思っていた
　ところ、最近、手にした本にドイツと日本
　の違いを鮮やかにリポートしたものがあり
　ました。その一端を、先ず‥‥
　① 行政システム‥‥連邦制のドイツは各州
　に森林局があって地域に合った森林法をそ
　れぞれ持って政策を進めています。そして
　中央政府は金は出すが口を出さないとのこ
　と。(まさに地方分権の思想)
　② 地元の森林を熟知した専門性の高い森
　林官＝マイスターが張り付いている‥‥森
　林官は、１人で 約1,500 haの森林を受け
　持ち、所有が誰であろうと森林整備、収穫
　・販売、林道の作設、更には補助金の世話
　までみるなど”頼りになる存在”です。
　③ ドイツ国民は何人でも所有者に断りな
　く森林に出入できます‥‥散策や森林浴を
　楽しみ、そのついでに家庭で食べる程度の
　山菜・きのこ類などを採ることもＯＫ。頻
　繁に森林へ出かけることで、自ずと森林・
　林業に関心を持つようになるといいます。
　④ 制定の精神が分かり易い「森林法」‥
　　‥‥ちなみに連邦の森林法(1975年制定)
　の副題は“森林の維持と林業の支援のため
　の法律”となって います。
　　ちゃんと国の義務として林業の支援を前
  面に掲げており、国民も税金でバックアッ
　プしているのです。　    （斉藤)

　　　    元気なドイツ林業のなぞ
　　～官も民も森林を育てる意識がつよい～

雪が少ない‥‥ギダジに研修の基地を構えて 15年、こんなに少雪の年はありません 1/27 撮。※ 右は去年の冬 



    「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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＜2月のスケジュール＞

1月の活動から □  1/22(日) BPSの使い方研修　ギダジ研修場     参加 13人

　　　　講師役の岩崎宏さん

＜ ＧＰＳ＞
今や森林作業の必需品になった？‥
‥林地の境界確認。作業道づく
りのルート設計などに有効とのこ
と。ただ、パソコンにデータをコ
ピーするのが中々面倒で、マスタ
ーするにはちょっと時間がかかり
　そう‥‥

 ☞ ● 来年度の「間伐材利活用」
　　　　　　を話し合う会
　
　　と　き　　2 月 19日 (日)
　　　　　　　　　　10:00～15:00
    ところ　　●乙部公民館
　　　　　　　　駐車スペース充分
　
　　内　容　 活動の運営について

　※ 誰でも参加できます。薪、炭、製材、
　　 木工にどに関心のある方は
                 　　　是非参加を‥‥
 
　　 ※場所不明の方 090-7070-8724へ
　 ※近くに、コンビニ、食堂はあります
 

　
　　昨年 4月から、事業に参加する皆さ
　んが中心になって自主的な運営に変わり
　ましたが、如何でしょう。話し合って更
　に活動の質をグレードアップしましょう。
　　事業の内容は「薪づくり」「炭焼き」
  「製材」「木工」「運材」があります。
  それぞれ課題を出し、ワイワイやりなが
　ら話し合いましょう。
　
　　誰でも参加できますので当日は直接、
　会場にお出掛けください。
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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)

＜ 2月のスケジュール ＞

 1月の活動から

去年の応急手当実習のひとコマ

■「森のチェーンソー講座」
　
　と　き　 2月11日(土)
　　　　　　　　　9:00 ～15:00
  ところ 　盛岡市総合プール (盛岡市本宮)
　　　　    (※ アイスアリーナの隣り)
　
　内　容 ・応急手当の実技 (午前)
　　　　　　　　※ 風呂敷1枚持参してのこと

　　　　　　講師　日本赤十字社岩手県支部
　　　　　　　　　から講師の方 2人
　　　　 ・その他
　

□  1/29 森のチェーンソー講座」
　　　～「新春セミナー」～
　・特別講演　吉田 大信 さん

　

◆  「講座をもう一年つづけたい」と
　　考えている方は、早めに申し出て
　　ください。若干名の枠は取ってい
　　ますが、
　
◆　 1年間、講座で学んだ技能をいか
　　して、どこかの団体で活動したい
　　と考えている方へ、県内で実質的
　　な活動をしている団体を紹介しま
　　す。
◆　当研究会に正会員として入会した
　　い方は、(簡単な)手続等を３月会
　　報でお伝えします。

　上記等の連絡は事務局(斉藤)へ
　　　　　　　☎ 090-7070-8724
  　　　　　  FAX 019-663-0547
　

　

☞ 4月以降のことなど
　　　受講者のみなさんへ

「講座」のみなさんへ 

☞  教本、道具の返却を 
       お願いします 

・「図解チェーンソーワーク」 
・「二丁差し」 
・「ヘルメット」 
上の教本、道具を借りている人は 
2 月末までにお返しください。 
※ 活動日に参加出来ない人は返却 

方法を相談しましょう  
事務局まで連絡ください。 

人は他の植物、動物の命を
頂いて生かされています。
ご飯を食べ時に「いただき
ます」というのは日本人だ
けです。
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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)

1月の活動から、これで終了

□　 1 /18  里山   教育・研修‥‥ローブワーク　  於:盛岡市中央公民館
　 　　　　　　山の作業で、よく使うむすび方を訓練。　　参加14人

☞　里山事業 ～ 今年度のデータ
 　　今年度は3分野の活動をしました。
　
   ① 里林の保全(間伐、下刈り)活動‥‥
　　　 スギ林 1.4ha、雑木林 2ha 終了。
　　　　活動日数 5日　参加者延べ49人
　
   ② 資源利用(間伐材を集・搬出)‥‥
     　スギ林 1.5ha  終了
　　　　活動日数 12日　参加者延べ60人
 
   ③ 教育・研修 (作業の安全技術の
       研修)‥‥全10 回
　              参加者 延べ 144人

　　　　　　　　‥‥重い立木や丸太を動かすには滑車は重宝。車2個の場合、
　　3個の場合‥‥と繋ぎ方のバリエーションをまとめておくと分かり易いョ。

□ 1/29(日)
　　　里山・教育「里山チェンソー講座」
　　「新春セミナー」　　　　参加12人
　
　

結び方

特別講演とDVD教材
　で研修

頭だけでは覚えられません。手を使って反復練習しましょう

滑車の繫ぎ方



　　月　　日

  2/12 (日)　

　　　〃

5

　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

　□  1/15(日) 遠野エコネット「第5期 山仕事入門講座」1月の活動から

＜2月 のスケジュール＞

里山協議会

清冽な雪の朝、ピリッとして気持ちが良い

□  1/15(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
　　 　　　　　　雑木の伐倒テクニック ＆  チェンソーの目立て

事故例の分析は大事です　　　　　森林は光を求めています。今、手入れをしないと”只のゴミのやま”になります

派遣‥ 佐藤(利)、大桐、藤原、斉藤の4名

1月の研修(室内)テーマ‥‥作業の安全と危険を検証、岩手の森林環境の勉強

　　　　この日、遠野の朝 マイナス18℃　　　　　　　　　　　　　危険回避の補助具

目立て、チャンと手の甲が下になってGoodですね



2017年2月号 代表 鎌田 健造
      事務局　盛岡市上田堤 1-13-7 (斉藤 文男)

　TEL・FAX  019-663-0547 (携)　090-7070-8724

＜2月のスケジュール ＞
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いわて森林再生研究会

　□ 1/29 新年会　 参加 24人
       於: 北ホテル「窯(かまど)」
　
　

　
　

　

　　「森のチェーンソー講座」
　　　　　　　募集が始まりました
　   ～ご協力をお願いします～
　
　　　募集内容は例年と変わりません。
　　募集のパンフを同封しましたので、チ
　　ェンソーを覚えたい人、薪づくりをし
　　たい友人知人に、お勧め下さい。
　　チェンソーの安全で正しい使い方を身
　　に付ければ”一生もの”です。
　　是非お勧めください。
　

　
  連絡は‥‥
　　事務局　☎　090-7070-8724 (斉藤)
  　　　    FAX  019-663-0547

□ 1/28　チェンソーの
　　　　　「特別教育修了証」取得講習会
　　　　於:アイスアリーナ 参加者 31人

1月の活動から

　　テストじゃないのに
　　　　みんな真剣な顔々

講師 小山石 孝さん

この日は、関係法令を集中講義。

修了証は国家資格とか免許ではありま
せんが、唯一チェンソーの扱い方の技
能を示すものになっています。
持っていれば、何かの折にきっと役立
ちます。大事に扱ってください。

遅ればせながら1月ギリギリの開催でした
が、会場は正月気分がいっぱい。お互いの
情報で”交歓”しました。

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 


