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われらは森林の環境と、その恵みを守り育てます

ちょっと窮屈だけ
ど、手の使い方は
手の甲を下にしま
す。先ずやってみて
‥‥

え！ 手の甲を
ひっくり返す
の？？

目立の手は掌は上、甲は下‥‥人間の動き方(人間工学)から導きだした方法です

“薪づくり”と温暖化防止
～地球環境に貢献してます～
ここ何年か前から薪ストーブを使う家庭
が増えてきました。でも使う薪の調達がな
かな難しいとも聞きます。そんなことで、
自分で薪をつくろうと当会の「森のチェン
ソー講座」に参加しでチェンソー使い方を
習う人が増えてきました。
薪づくりのためにチェンソー操作を習う
ことになりますが、それだけではありませ
ん。地球温暖化防止に貢献していることに
なるのです。暖房の燃料を灯油から薪に代
えれば、これまで年間1000キロリットルの
灯油を消費していたとすれば、灯油が排出
していたCO2 2500キロ分を減らすことにな
るのです。まて、薪を燃やせば当然 CO2 が
でるじゃないかと云う人もいるかも知れま
せん。それは、中学校の理科で習ったよう
に樹木の大部分は大気の中からCO2を取り
込んで光合成でつくられたものです。薪
にして 燃やしてCO2 を出しても大気に戻
すだけなのでプラマイゼロ＝カーボンニュ
ートラルというわけです。
また、薪をつくるため混んだ立木を間伐
するとすれば、これもまた温暖化防止にな
ります。林に光が射しこんで光合成
が盛んになれば大気中のCO2もそれだけ多く
吸収されるからです。このように、薪づく
りも、森づくりも温暖化防止(地球環境)に
繋がる活動です。

(2/12 遠野エコネット)

活動カレンダー 2/11～3/19
内
3/11(土)
12(日)
14(火)
～15(水)
19(日)
25(土)

容

「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
間伐材の日‥
フィールド,設備の整備
「講座」‥枝打ち、アンケート
集合‥ギダジ
間伐材の日‥ギダジ
各分野のスケジュール調整

間伐材の日‥きのこ植菌
集合‥ギダジ
「講座」‥‥盛岡市中央公民館
23(日)
オリエンテーション
総会‥‥県公会堂
29(土)

4/8(土)

〃

☆ 花見‥‥岩手公園

詳細
研・3p
研・5p
研・2p
研・3p
研・2p
研・2p
研・3p
研・6p
研・6p

「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
＜3月のスケジュール＞
☞

■ 間伐材の日
と

き

ところ
内 容
■

古参会員の

「リバイバル講座」募集

3 月14日(火)～15(水)
9:00～15:00
ギダジ研修場
フィールドと施設の整備

～作業感覚を取り戻すチャンス～
折角の技術を錆びさせるのはもった
いないことです。講座は5月頃から始め
ますが、中味は森林作業の基本を再確
認するのが主なものです。もちろん新
しく取り入れた機材・道具や補助具の
扱い方なども実習します。

間伐材の日
と き
3月25日(土) 9:00～15:00
ところ
ギダジ研修場
内 容

5月～12月の間、月1回のペースで、ウ
ィークデーに行ないます。
※ 誰でも参加できます。薪、炭、製材、
木工などに関心のある方は
是非参加を‥‥

2月の活動から

※

詳細は4月にお知らせします。

□ 2/19(日) 「間伐材の日」運営を検討する会
18人

＜話し合ったこと＞
話し合いでは、来年度も作業分野ごとにマネージャ
ーを置き運営します。顔ぶれは下記の通り一部入れ
替えがあります。作業内容は右欄になります。

於:乙部公民館

参加

・次シーズンの薪は8月までに終わる。
・出来た薪は棚や小屋をつくって保管する。
・スギ間伐材の薪のユーザーを開拓する。

・薪づくりと競合しないよう秋に2回実施。
・炭は永久にほかんできるのでストック出来る。
・災害支援物資として何時かは活用できる。

＜各分野のマネージャーさんです＞
◆薪づくり‥‥

岩崎宏、

◆炭焼き‥‥

佐藤勝男、米田善悦

◆製材・木工り‥‥林野繁、

岩井信之

矢神光政

◆きのこ栽培‥‥

田頭國正、藤原隆雄

◆集材・運材‥‥

岩舘俊美、斉藤文男

・製材を春先から始め、板材のストックを増やす。
・木工は小物もつくりたい。
・工具の「スライド丸ノコ」を導入予定。

・原木ば何とか確保できそう。
・ホダ場はギダジ研修地内に造るので管理は楽にな
る。
・主に三助山の講座で伐れ倒した間伐材。
・里山事業の資源利用タイプで林道脇に集める。
・運材は、随時おこなう。軽トラ80～100台分
か。、
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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)
＜ 3月のスケジュール ＞
枝打ち‥‥‥
枝打ちは、立木の質を決める大
切な保育作業なのですが、最近
はまともに枝打ちしたスギ林を
見ることがありません。枯れ枝
をつけたまま立木が大きくなっ
た手遅れの林ばかりです(写真)。
手遅れですけど、せめてカミキ
リムシが穿入する枯れ枝は切り
落としてしまいましょう。

■「森のチェーンソー講座」
と

き

3月11日(土), 19(日)
9:00 ～15:00
ところ 手代森 田中林スギ林
※初めての場所
集 合 ギダジ研修場
内

容 ・枝打ち、(午前)
・1年間のまとめ(午後)
※乙部公民館へ移動

スギの一回目の枝打ちは、ビール
ピンの太さのもの、この後、5,6
年ごとに繰り返します。
右の写真は手遅れの林です。で
も、枯れ枝は切り落としです。

資料

2月の活動から

□

2/11 「講座」‥応急手当の研修 於 :盛岡市総合プール研修室
日赤岩手支部から講師のお二人から指導を受ける 参加 33人
。

三角巾は、切り傷、打
撲、捻挫の応急処置に大
へん役立ちます。ケガの
部位によって結わえ方が
それぞれあります。捻挫
で足を固定する結わえ方
も覚えておきましょう。
※風呂敷が三角巾の代用
になります。ぜひ携行を
‥‥

心肺蘇生法‥‥生きるか死ぬかの瀬戸際の救助法です。何時そんな
場面に出くわすか分かりません。是非覚えましょう。
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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)

2016年の活動 まとめ
□

来年度も里山事業を実施するため交付金申請します。

教育・研修タイプ‥‥全10回 (森林作業の安全技術を研修)

参加者

延べ144

人

□

資源利用タイプ‥‥延べ12日 (間伐材を集材・搬出)

参加者

□ 里林の保全タイプ‥‥延べ5日 (除間伐、下刈り)
スギ林 1,4ha、 雑木林 2ha 参加者 延べ49人
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延べ144人

講師派遣事業 (安全技術普及活動)
＜2月 のスケジュール＞
日

主 催 団 体 名

3/12 (日)

NPO法人遠野エコネット

月

2月の活動から

□

事 業 名

備

山仕事入門講座

考

今年度最終講座

2/12(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名

2月の研修テーマ‥‥チェンソーの目立て ＆ ロープワーク

目立ての前に試し切り

「横刃目立て角」「縦刃目
立て角」「横刃切削角」の
3っつを1本のヤスリで研ぎ
ます‥‥

手の甲を下にと云われても

ロープワーク‥‥山仕事では繋ぐ・結ぶはいいろんな場面で出てきます。ぜひ覚えましょう
事故

覚えるには紐を使って反復練
練習が一番です

□

2/12(日) 紫波みらい研究所「森づくり担い手講座」 派遣‥鎌田、岩崎、後藤 の 3人
この日で今年度の最終講座でした。

雑木の伐倒テクニックの後は室内で今年度のまとめ

里山協議会
雑木の伐倒‥‥建物があり、伐倒方向が決まっているためロープをセット

5

この日で打ち上げ、今期講座のまとめ

2017年3月号 代表 鎌田 健造

いわて森林再生研究会

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

＜3月のスケジュール ＞
各活動分野の今月のスケジュール・前月の

☞

～めでたく難関を突破～

活動詳細は下記のページを見てください。

その人は矢神光政さんです。

☞ 2 ページ
◆「森のチェーンソー講座」‥‥☞ 3 ページ
◆「間伐材利活用」‥‥‥‥‥

◆「里山事業」‥‥‥‥‥‥

☞ 4 ページ

◆「派遣事業」 ‥‥‥‥‥‥

☞ 5 ページ

「森林施業プランナー」誕生

今、林野庁が森林所有者に代わって
森づくりの計画とか管理を中立ちをす
る「森林施業プランナー」の養成に力
を入れています。当会の会員も何人か
がこれに挑戦して昨年の春から学習し
てきました。そして、このほど試験が
あって矢神さんが資格を取得しました。
この仕事は、将来は当会のような団体
の活動にも関わりが出てくると思いま
す。

☞ 2/4

東京で当会の活動を紹介

講座の皆さんへ

森づくりフォーラムの「森林社会学研究会
の講座」に出席。活動の発表に続きパネル
ディスカッションとなりましたが、この講
座のねらいは“これからの森づくりをどう
する？”と方向を探ることのようでした。
でも、当会は目の前の荒れた森林を何とか
しなければと精一杯の活動をしているの
で、
これからどうするなどと考えたことがあり
ません。そんなことで、今回の「森林社会
学‥」の講座に役立ったかどうか分りませ
ん。これが東京行きの感想でした。(斉藤)

4月以降のこと

～研究会への入会について～

講座で身につけた安全技術を役立てて
ください。実効的な森林再生の活動をし
ているのは次の 3 団体です。これらの団
体の会員は全員が「講座」を終わった人
たちです。
▽ 間伐ボランティアいわて(盛岡・南)
▽ いわて森林を守る会 (盛岡・北)
▽ みちのく郷山保全隊 (北上)
研究会に入会しますと上の団体に、居住
地ごとに自動的に振り分けます。どの団
体に所属しても、研究会を含め、各団体
のイベントへの参加は全く自由です。
入会手続きは同封した振替用紙(郵便局の)
に年会費(5,000 円)を振り込めば OK です。

東大「弥生講堂」付属の講義棟

6

