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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

やった、やった～！‥‥ 土場に積んでいた薪材を一気に処理(5/24) 今年の薪づくりは出足が良いョ

活動カレンダー 6/7～7/5
山火事は100％人災です

6/ 3(土)
～4(日)

～気象災害ではありません～

7(水)

釜石の山火事はおよそ400ヘクタールを焼き
つ
くし２週間目にやっと消えました。春の大気は
乾燥し、その上、強風が吹き荒れ、今回も奥羽
山脈を越えてくる西風がフェーン現象を起こし
て火を勢いづかせました。春の山火事の決まっ
たパターンでした。
人々は毎年くり返す山火事に慣れているせい
か、「山火事は起きるもので、仕方がない」と
あたかも自然災害の感覚でとらえているのでは
ないかと思うほど寛大です。マスコミの山火事
報道も、空気の乾燥とか、風の強さだとか、フ
ェーン現象が重なったためだなどとアナウンス
します。あたかも原因が気象災害のような伝え
方をします。しかし、如何に気象条件が火の勢
いを助長したとしても、不始末の火種が無けれ
ば火事が起きなかったはずです。山火事は100
％人災です。風が強い日にタバコのポイ捨てや、
たき火するなどは無神経の極みです。
管理放棄のスギ林なども山火事には困ったも
のです。枯れ上がりの枝をつけたままの林は火
薬庫みたいなもので、火が付けばたちまち燃え
広がり火勢を強めるオッカない存在です。
当研究会には炭窯があり、炭焼きを年に何回
かやりますが、樹々が充分に葉っぱをつけない
かやりますが 樹々が充分に葉っぱをつけない
５月いっぱいまではお休みにしています。また、
愛煙家には気の毒ですが、森林作業中の一服は
遠慮してもらことにしています。

8(木)
～10日間
10(土)
11(日)
〃
〃
14(水)
～15(木)
17(土)
18(日)
～19(月)
21(水)
24(土)
〃
25(日)
7/1(土)
～2(日)
〃
5(水)
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詳細
内
容
講師派遣‥‥県民の森
研・5p
知って得するチエンソー講座
「里山事業」‥教育・研修
研・4p
集合‥‥ギダジ研修場
作業道の作設‥ 間伐材の日
作業道の作設
研 2
研・2p
集合‥‥ギダジ研修場
「講座」‥現場研修
研・3p
集合 ギダジ研修場
講師派遣‥‥遠野エコネット
研・5p
第6期 山仕事入門講座
講師派遣‥‥紫波みらい研究所
研・5p
担い手育成事業
玉山大平の除間伐
北・10p
北
集合‥‥玉山地区公民館
間伐材の集材 ‥「里山事業」
研・4p
集合‥ギダジ研修場
特別講習会‥間伐の選木
南・9p
現地集合‥‥田中林
「県民税事業」‥間伐
南・9p
現地集合‥‥田中林
薪づくり‥‥間伐材の日
研・2p
集合 ギダジ
玉山大平の除間伐
北・10p
集合‥‥玉山地区公民館
「里山事業」‥‥花巻森・守塾
北上・8
詳しくは8ページ
「講座」‥現場研修
研・3p
集合 ギダジ研修場
玉山大平の除間伐
北・10p
集合‥‥玉山地区公民館
「里山事業」‥‥花巻森・守塾
北上・8
詳しくは8ページ
「里山事業・教育研修」
研・4p
集合‥‥ギダジ研修場

「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
＜６月のスケジュール＞
☞

■ 間伐材の日 森林作業道作設
と

き

ところ
内

容

６月８日(木)～１０日間程度
9:00～15:00
集合：ギダジ研修場
作業：三助山研修林
150ｍの作業道づくり

■ 間伐材の日 薪づくり
と

き

ところ
内 容

６月２２日(水)
9:00～15:00
ギダジ研修場
間伐材の薪づくり

バックホウで道作り

三助山研修林の南半分は未だ未整備の範囲
です。研修林入り口付近から作業道をバッ
クホウで作り始めるのですが、道路の線形
はおおよそ決定したので今月から除伐・伐
開作業を本格的に進めることになります。
スギの太さが太いうえに込み入った林内
は掛かり木が多く予想されるので、伐倒す
るウデの見せ所がたくさんあります。
バックホウの操作法や道づくり、作業予定
日の問い合せは岩崎(090-4553-6903)ま
で。

※ 作業道作設はだれでも参加できます。
搬出間伐に必要な環境整備が

５月の活動から

□

５/２０（土）９(日） 「間伐材の日」森林作業道作設
作業道から材を搬出できる林班の調査
於三助山
参加１３人

真っ暗な林の奥には倒木で荒れた谷が！
地図のこの辺だと思うが？・・・
三助山にはこんな大径スギが何本もあります。

□

□ ５/２３(火)作業道作設
除伐・伐開 於三助山 参加４人

５/２４(水) 「間伐材の日」
薪づくり 於ギダジ 参加１０人

充実した作業に満足の参加者。

安全第一の連携作業が
当会の基本です。
込み入ったところも無事に伐倒完了。
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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)
6月
ケジ
＜ 6月のスケジュール
＞
防護メガネ、ホィッスル
～森林作業の必携品～

■「森のチェーンソー講座」

森林作業で個人の装備品はいろい
ろありますが、眼を守る「メガネ」
と、「ホィッスル(警笛)」は必ず用
意しましょう。
◎ メガネはチェンソーの鋭いノコ屑
が眼に入るのを防ぎます。
◎ ホイッスルは林内でのエンジン音
にも負けない響きで合図するもの
です。鋭い音を出すのを選びまし
ょう。
ょう

と

き 6月 10日 (土)、 25 (日)
9:00 ～15:00
集 合 ギダジ研修場 (盛岡市手代森)

内 容

・伐木、掛り木の処理、造材
・補助具 (ローブ・滑車、クサビ‥)

5月の活動から

□

□
人

5/13 雨で室内研修 ‥乙部公民館 参加29人 スタッフ17

5/28 「講座」 ‥ギダジ研修場

安全・正確な作業‥‥姿勢・構えが基本

丸太の輪切りで「水平切り」を練習

参加26人、スタッフ14人

初めは誰でも、切る意識が強すぎて手だけで操作‥‥

立木の伐りかた実演
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伐った後は、伐り株を確かめる

「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 (5年目の継続事業)

5月のスケジュール
ジ
☞
■

教育・研修タイプ‥‥
「里山の安全講習」
と き
集 合
内 容

アクセル・コントロール
～スムーズなエンジン回転に～

アクセルレバーを指先だけで操作して
はエンジンはスムーズに回転しません。
丁度、車運転でアクセルペダル踏むと
きに、かかとを床から離しているよう
なものです。
チェンソーのアクセル操作は、レバー
の有るハンドルの真横に人差し指の腹
を付けてレバーを後ろへ絞るように引
くとスムーズにコントロールできます。

6月7日 (水)
ギダジ研修場
チェンソーの正しい使い方
小・中径木の伐木
補助具の使い方

■ 資源利用タイプ‥‥
と き 6月14日(水)～ 15日(木)
ところ
三助山 (万平林)
作 業 間伐材の集材 (ウインチ使
用)

〇

✖

※ 図解「チェーンソーワーク」から

＜５月の活動から＞

□ 5/2 (火)‥‥教育・研修「里山の安全講習」参加 19人
丸太の輪切りでチェンソーの感覚をつかむ

どちらも初めに
しては構えができ
ています。
今年度のメンバー 月1回ペースの研修です

□ 5/17 (水)～18(木)‥‥資源利用

間伐材の木寄せ・集材 (三助山・万平林) 計21人参加

ロープウインチはアク
セルもブレーキも無も
ありません。ローブを
引く力加減だけで動か
したり止めたりします
去年伐り倒した間伐材‥‥先ず木寄せ作業から
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講師派遣事業 (安全技術普及活動)
6月 ケジ
6月スケジュール
月

日

主 催 団 体 名

事 業 名

6/3, 4

県民の森 (八幡平)

知って得するチェンソー講座

6/11 (日)

NPO法人遠野エコネット

第6期 山仕事入門講座

/ (日)
6/11

法 紫波
研究所
NPO法人紫波みらい研究所

森林 くり 担 手育成事業
森林づくり・担い手育成事業

5月の活動から

□

備

月 タ
回
6月スタート
全8回

遠野エコネット‥‥6年目の「入門講座」スター
派遣‥ 細田、藤原(隆)、斉藤の3

立木の密度を測っ
て「間伐率」を計算。
なんと！このスギ林の
間伐率は71％でした。

経験者が伐倒の
パフォーマンス。
膝をついて伐倒点
を低くすればもっ
と楽に出来ますョ

□ 5/26

考

いわて里山再生地域協議会 主催 「安全講習」‥‥ ふれあいランド岩手
派遣‥‥斉藤(文)、矢神 (2人)

＜安全講習＞
安全の確保は、危険を知ることに尽
きます。さまざまな事例を挙げてリ
スクを避ける方法などを伝えました。
ところで、今年度の林野庁の交付金
事業に岩手県内の参加は、これまで
最多の 131団体ということです。
131団体ということです
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2017年7月号 代表 鎌田 健造
事務局 盛岡市上田堤 1-13-7 (斉藤 )
TEL・FAX 019-663-0547 (携) 090-7070-8724

＜6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

☞ テキスト・DVD 改訂版を制作
～ 編集委員を募ります ～

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

公益社団法人フィランソロピー協会
からご寄付の話があり、5/30に事業計
画を提出しました。事業は、テキスト
「山仕事の手引き」とDVDの「伐木作業
のあらまし」の改訂版をつくることで
す。採択ととなれば事業着手は 7月に
なります。事業期間が短いため急いで
「編集委員会」を立ち上げることにし、
メンバーを募ることになりました。
関心のある方は、6/10 までに、研究
会 事務局へ連絡してください。

◆「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

◆「やる気のページ」‥‥‥‥ ☞ 7 ページ

＜会員名簿の配布について＞
会員名簿ができています。7月の会報に
同封するつもりですが、プライバシー保護
のこともあり皆さんにお伺いいたします。
名簿に自分の住所・氏名を載せないでほし
い方は 6/15 までに事務局へ連絡してくだ
さい。

編集委員の仕事は、テキスト・DVDの
内容を決めることや 森林現場ての撮影
ではディレクターや 記録者の役目など
さまざまあります。
下の写真は 2011年度に第３版を作成
した時の様子です。

2011年度に改訂版をつくった時の記録写真

スチール撮影は編集委員が担当

コンテもつくる

編集会議

デジタル編集はプロに依頼
DVD教材の動画収録風景
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やる気のページ
古い民家の整備ボランティア
耕作放棄地と空き家の活用を目指して民家再生の活動を始めます。
５月の活動から

５月１０日（水）

現地確認調査

発起人有志と事務局が現状確認のため現地入りしました。
場所は矢巾町赤林にあり１０年ほど空き家になっている農家の屋敷と畑の８６０坪。納屋には古い農
機具がそのまま残り、母屋の屋根裏には囲炉裏の煤が黒く残っていました。レトロなトラクターはレ
ストアして畑耕作に活用できそうです。
今年は敷地の草刈りと不用品の片付けをしながら、将来は当会の集会所的な施設を目指します。
参加者募集中（整備、片付けした場所は自分で使えます）。連絡先

施業プランナーのコーナー

□

岩崎（090-4553-6903）まで。

樹冠長率を予測してみる

樹高に対する枝葉の割合が樹冠長率です。混みすぎて間
伐が遅れたスギ山では枝が枯れあがっていますが、間伐し
ても今の枝から上にしか葉が生えません。つまり樹冠長率
はこれから伸びる梢の長さで決まってくるわけです。

間伐後の予測
立木が混んだ森林を間伐して残した
木はその後どうなるのでしょうか。
スギ林のシミュレーションについて
考えて見ましょう。

三助山研修林のスギは50～60年生で
今後10年間で約３ｍ成長します。
今の樹冠長率が30％とすると、
11年後に40％となる計算です。
（岩手の「樹高成長曲線」から）

１１年後

健全に育てるためには
樹冠長は樹高の４０％以上
とされています。
間伐が遅れると取り返す
ことが大変なのがよく
分かりますね。
遅れた間伐、これからの成長は？
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枝が枯れ上が
りすぎたスギ
は除伐を判断
することも必
要です。

