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  ２０１８年８月・９月 号

NPO法人 いわて森林再生研究会

おらたちは森林の環境を守り、未来の資源づくりにつとめます

ホ ー ム ペ ー ジ ： http://i-sinrinsaisei.org/ ブ ロ グ ： http://iwatesinrinsaisei.sblo.jp

※　講師派遣のスケジュールは5pを見てください。
※　他団体の活動についてはそれぞれのページをみてください。

当会が最も重視するチェーンソーの構え。　安全作業のすべてはここからはじまります。　（研修会）

　
　

　　　　　 　　　おれたちの森林づくり
　　　　　～ヨーロッパでは ご法度～
　
　    日本の森林経営は木材生産を主目的にし
　　た木材栽培型で、ある面積に同一種の苗を
　　植え、40～50年も育てて収穫期になったら
　　一気に皆伐する方式です。ところが、この
　　方式は、良質な木材を生産しているヨーロ
　　ッパでは“やってはいけない”と法律で規
　　制されている“ご法度の森づくり”だと云
　　うのです。
　　　では、ヨーロッパの森づくり如何かとい
　　うと、例えばドイツの場合は、本来、その
　　土地にあった生態系を重視して、出来るだ
　　け自然に近いかたちで伐り出して売ること
　　が基本だといいます。樹種も混ざっている
　　方が豊かな生態系であるし、収穫も皆伐で
　　はなく択伐が原則だといいます。更新も天
　　然下種更新(実生)、または萌芽更新など自
　　然に任せるというものです。日本のように
　　一斉林(同一種の林)にして、40～50年した
　　ら、一気に収穫(皆伐)するのは、せっかく
　　育った潤いのある森林環境(生態系)を素っ
　　裸にするようなもので“もってのホカ”の
　　森づくりだとして法律で規制しているほど
　　です。よ～く分かる理屈です。
　　　日本だって法律としては2001年に定めた
　　「森林・林業基本法」で、生態系の働き(
　　水源涵養、山崩れ・洪水防止、CO2 吸収‥)
　　重視の森づくりを決めているのです。それ
　　までの木材生産重視の「林業基本法」から
　　生態系重視に転換しているのです。問題は、
　　それが中々進められていないことです。

　月　日         内     容
「里山の安全講習」
　　集合　ギダジ
 間伐材の日‥薪づくり
    　集合　ギダジ
　「講座」‥:現場研修
    　集合　ギダジ
☆　夏を送る夕べ
Gグリート(マリオス4F)17:30
県民税・田中林
　集合現地　　詳細は記事参照
 里山・資源利用
　　　　集合 ギダジ
 間伐材の日‥製材
　　集合　ギダジ
　「講座」‥:現場研修
    　集合　ギダジ
 間伐材の日‥薪づくりと製材
    　集合　ギダジ
「里山の安全講習」
　　集合　ギダジ
　「講座」‥:現場研修
    　集合　ギダジ
県民税・樋下林
　集合現地　　詳細は記事参照
 里山・環境保全
    　集合　ギダジ
 間伐材の日‥炭焼き
　　集合　ギダジ
　「講座」‥:現場研修
    　集合　ギダジ
県民税・研修会
　集合現地　　詳細は記事参照
「里山の安全講習」
    　集合　ギダジ
　「講座」‥:現場研修
    　集合　ギダジ
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 「間伐材の資源化プロジェクト」
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＜ 8 月のスケジュール＞

■  薪づくり活動

　　と　き　８月５日(日)　9:00～15:00
  　集　合　ギダジ研修場
　　内　容　間伐材の薪づくり
　

６～７月の活動から

□  6月16日 (土)　7月1日(日）　薪づくり活動　於ギダジ　参加延28人

　集積したナラ・雑木とスギ間伐材から薪づくりとほだ木へ植菌をしました。

参加者はそれぞれ分担を決め作業に別れスムーズな連携で完了しました。

6/16 (土)

 「間伐材の資源化プロジェクト」

「緑の募金事業」に採用されました。
　「　薪づくり / 炭焼き / 木工教室 / きのこ栽培 です」
　一般の方々も誘って積極的に参加ください。

＜ 9 月のスケジュール＞

7/１ (日)

植菌は作業の連携が大事！
　玉切りや薪割りは、安全を確かめ
お互いに注意しあって。

ホーラ引くぞ！　ロープ1本で丸太も軽々と。 どんどん薪の山を築いていく参加者、　手際が光ります。

確実な作業は道具の手入れから。　「安全第一！」 持ち帰りの車に積込する。

■  間伐材の製材

　　と　き　８月２５日(土)　9:00～15:00
    集　合　ギダジ研修場
　　内　容　木工教室の用材づくり
　

■  炭焼き（第一回）ナラ・アカシア材

　　と　き　９月２２日(土)（～１週間）
　　　　　　　　9:00～15:00
    集　合　ギダジ研修場
　　内　容　炭材割り・窯詰と火入れ

■  薪づくり活動と製材

　　と　き　９月２日(日)　9:00～15:00
    集　合　ギダジ研修場
　　内　容　間伐材の薪づくりと製材

「岩手切り炭」の配布を始めます（会員価格）　　※炭焼き活動参加者は当日無料持ち帰り可能。
　ナラ・雑木炭　５００円／５ｋｇ
　ス　ギ　炭　　４００円／５ｋｇ　　　　　　　購入希望者は090-2274-9201(佐藤勝男）まで。
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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 月の活動から

■　「講座」開講日‥‥

  と　き　8 月 11 日 (土),  26 日 (日)
                        9:00 ～15:00
  集　合  ギダジ研修場
　
  内　容  7 月までの内容再確認
　　　　　林分調査

□ 6/10 (土)･24(日)「講座」‥ 三助山研修林　参加‥‥
6/10 受講者18人 スタッフ11人、6/24 受講者19人　スタッフ14人

■　「講座」開講日‥‥

  と　き　9 月　8 日 (土),  23 日 (日)
                        9:00 ～15:00
  集　合  ギダジ研修場
　
  内　容  自力で伐倒　掛かり木の処理
　　　　　造材、集材（ウインチ）

＜ 8月のスケジュール ＞

＜ 9月のスケジュール ＞

　　☞ ねらったところに倒れない！？

　　「受け口」をつくり「会合線」を伐倒
　方向に正確に合せたのに倒してみると目
　標かずれてしまった！という経験はあり
　ませんか？ねらったところからずれてし
　まう原因はいくつかありますが、意外に
　多いのが、下切りの水平がとれていない
　ためにずれてしまうことです。ずれてし
　まった方、「受け口」の正面から伐根を
　確認してみて下さい。････････
　　　　　　　　　　水平は大事ですよ。

   7 月の活動から □ 7/14 (土)･22(日)「講座」‥ 三助山研修林　参加‥‥
7/14 受講者19人 スタッフ16人、7/222 受講者12人　スタッフ12人

水平ライン

受け口

ツル

水平がとれていないゾ

基本姿勢・構えはしっかりと習得！

掛かった!?　まずは揺すって　枝払いは樹幹に向かって

ロープ・滑車など補助具を使うと作業がラク

　刈払機の操作も重要   　　 　きちんと装着

伐倒方向

フェリングレバーを

持ち上げて・・



※　正式事業名‥・・・森林・山村多面的機能発揮対策事業 (18年度 6年目の継続事業)

　   　突込み伐は頻繁に使う技 　　　　正しい姿勢で受け口作り  雨の為、乙部公民館で座学 スギ人工林の特徴・林分調査他

、

クリの木の除伐 バーの挟まれも愛嬌 　　掛り木処理は慎重に 　間伐材の利用目標材積２０㎥

7 /18(水)参加１３人　 7 /19(木)参加　８人 (林内の玉切り材をロープウィンチで道路脇に集材）

ロープウィンチを２基使い15０ｍ以上の距離を２段曳き 　　５～６㎥/日の集材 　　傾斜面の横引きを慎重に

　森林を整備し、

健全に育成する事は、・・・

地球温暖化の緩和・地の気候の安定

　森林の多面的機能を、

　　　　高度に発揮させる事に繋がる。
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「里山整備対策事業」‥‥‥林野庁の交付金事業 

文化的機能

水源涵養機能

快適環境形成機能 気候緩和・大気浄化・快適生活環境形成

洪水緩和・水質源貯留・水量調整・水質浄化

景観・風致・学習・教育・芸術・宗教・祭礼・伝統文化・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域の多様性維持

保険・レクリエーション機能 療養・保養・行楽・スポーツ

物質生産機能

生物多様性保全機能

地球環境保全機能

土砂災害防止/

　　　　　　　土壌保全

木材・食料・工業原料・工芸材料

遺伝子保全・生物種保全・生態系保全

表面浸食防止・表層崩壊防止・その他土砂災害防止・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雪崩防止・暴風・防雪

  ８月のスケジュール ９月のスケジュール

□ 教育・研修‥「里山の安全講習」6 / 6(水)参加16人　 7 / 4(水)参加16人

 ６ / ７月の活動から

□ 資源利用‥　 6 /20(水)参加12人　 6 /21(木)参加  9人　（除伐・間伐、枝払い、玉切り、木寄せ）

■ 「里山の安全講習」‥研修・教育タイプ
　　と　 き　　　  9月 5日 (水)　9:00～15:00
　　ところ　　　   三助山研修林
　  内　容　  　　 2人組で伐木から掛り木処理
　　　　　　　　　・造材・集材まで自力でやる。
　  集　合　 　　 ギダジ研修場

■ 里山・環境保全
　　と    き　　　　9月 19日(水)～20(木)
　　　　　　        9:00～15:00
　　ところ　 　　　田中林・スギ林
　　内　容　 　19日 林内調査・林分調査
                   藪払い、除間伐、造材
　　　         20日  藪払い、除間伐、造材
　　集　合　   　　 ギダジ研修場

■ 「里山の安全講習」‥研修・教育タイプ
　　と　 き　　　 8月 1日 (水)　9:00～15:00
　　ところ　　　  三助山研修林
　　内　容　   　 刈払い・生物傷害について
　　　　　　　　　林分調査・伐木・集材・運材
　　集　合　 　   ギダジ研修場

■ 里山・資源利用
　　と    き　　　8月 22日(水)～23(木)
　　　　　　　　　9:00～15:00
　　ところ　　　  田中林・スギ林
　　内　容　 　　ロープウィンチで集材
　　　　　　      軽トラで運材
　　集　合　 　　ギダジ研修場

森林の有する多面的機能



主　催　団　体　名

 知って得するチェーンソー講座

基本姿勢は毎回おさらい 　　　 掛り木処理をみんなで確認 慎重に追いを入れる　
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          〃

　　　　　 〃

7/8(日）

7/22(日） 　　　　　　〃

8/19 (日)

9/9 (日)
   全 8回

   全 7回

　 全 11回

  10/ 14 （日）

 NPO法人遠野エコネット

 紫波みらい研究所

 県民の森

　　　　　　　　講師派遣事業　(安全技術普及活動)

事　業　名 備　　考

 第7期　山仕事入門講座

 山仕事初級講座

　　月　　日

　9/9 （日）

＜ 8, 9月 の スケジュール＞

＜6,7月の活動から＞

□　6/10(日)・7/8(日) 遠野エコネット‥　　7 年目の「山仕事入門講座」 スタート

□　6/10(日)・7/8(日) 紫波みらい研究所‥
「山仕事初級講座」 派遣‥鎌田、岩井、後藤、岩崎の4人

参加者 15人‥‥場所は紫波町上平沢地区牡丹野
初めにチェンソーを持つ姿勢・構えをおさらい。受け口や追い
口を切る実技で確かめました。

いい姿勢・構えです！

□　7/8(日)・22(日) 県民の森‥「知ってとくするチェーンソー‥」派遣‥菅原、細田の２人

２日間とも広葉樹伐採（白樺）の実技の研修でした。

アレ？
実際に持つと膝立
てが逆になった
り。

  テーマ　6/7　山仕事道具・チェーンソーの扱い方実習派遣‥‥藤原隆雄、村上御幸、矢神光政の3人
　　　　　7/8　間伐・掛かり木処理の実習



2018年8～9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

＜ 8, 9月のスケジュール ＞
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     ☞　テキスト改訂プロジェクト
        ～ ㈱かんぽ生命保険 寄付事業 ～

  　 昨年度から始まったプロジェクトです。
　 このプロジェクトの最終目的は、印刷教
　 本の「テキスト」と映像教材の「DVD」を、
　 制作することです。
　 　改訂の主なところは、間伐作業(手入れ
　 ・保育)を想定した伐木、造材、集材、運材
   などの作業を中心に編集します。
　 そのほか間伐率の算出法、ハチ毒対処法、
　 チェンソーの目立法なども盛り込むこと
   にしています。
　   編集委員が中心で作業をすすめていま
　 すが、本格的な作業はこれからです。こ
　 のプロジェクトに関わってみたい人は連
　 絡ください。

           (事務局 斉藤  090-7070-8724)

スギ林の草花‥‥葉は旺盛なのに何故か花が少ない夏

☞　8/17(金)　「夏を送る夕べ」
     ～ノミニケーションで夏バテ解消～

　　と　き　8月17日 (金)
                    17:30～20:30

　　 ところ   G・greet (ジー・グリート)
　　　　　　　 盛岡駅西口　マリオス4F

　   会  費    4,000 円 (当日 )
　
     定　員　　25人 (申込み先着順 )
　
    　「夏を送る夕べ」としては少し早い
　　　ですが、お盆行事の疲れを“ほぐし”
　　　てください。お互いを知るチャンスです。
　

　　　　参加申込みは事務局 (斉藤)へ
　　　　   携　帯  　090-7070-8724
　　　　　 FAX・☎   019-663-0547

  ☞　会報の発行体制が変ります。

　・ 先ず、6月に「6・7月号」を発行しま
　　 したが、これからも隔月になります。
　・ 現在、ページごとに事業分野に活動を
　　 伝えていますが、分野ごとの編集担当
　　 者が完全原稿にして岩崎宏さんへメー
　　 ル送信してまとめます。印刷・発送は
　　 村上御幸さんほか2、3人が担当します。
　
　   ＜みなさんへお願い＞
　　　以上のように、みんなでつくる会報の
　　　色合いが強くなりました。いろいろな
　　　情報、ご意見、アイデアなどお寄せく
　　　ださい。

創設'03年からの会報綴り

各活動分野のスケジュール・6～7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
◆「研究会」 ‥‥‥‥ 　　　　☞ 6ページ
◆「やる気のページ」‥‥‥‥　☞ 7ページ



　やる気のページ
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　オイルと環境の関係

　チェーンソーオイルについて
　第２弾。　（岩）

施業プランナーのコーナー

□　チェーンソーオイルの
行方は？

　伐採に使って山に散った
オイルはどこへ行って、分
解するまでのあいだどう
なっているのかを考えてみ
ました。

■　水溶性のオイルは土中に留まって分解

　前回書いた「洗濯で落ちやすい水溶性のオイル」は、山で

飛び散った後に乳化して雨水と混ざることになります。

これは、雨水に浮いて流れ出すのではなく地中に染み込んで

そこに留まり、時間をかけて分解することで環境への影響を

少なくする工夫がされています。（1ヶ月で３割分解）

　

■　糸を引く油膜の特性

　引きちぎれにくい油なので

ガイドバーの先まで回ることが

出来るようになっています。

オイルを給油するときに油切れが

悪いのはそんな性能を追求している

からです。

　今年２回目の整備活動に集まり、背丈以上に伸びた雑草刈を行いました。
有志が地道に施してきた米糠のパワーで地力がアップしているようです。
小雨のなか汗をかきながら敷地の草刈を終え室内片付けにも行った参加者の面々。
室内の環境も整い、応接セットがそろった「憩いの部屋」が準備されています。
ワラビはまだまだ生えていて会員は自由に採取可能です。場所の確認は　岩崎(090-4553-6903)まで。

＜７月の活動から＞「古い民家の整備」

７月７日（土）　赤林地内　参加　５名
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