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発行（季刊）

「新しい年を迎えて」
あけましておめで
とうございます。
森林サポーターク
ラブの皆様におかれ
ましては穏やかな新
年を迎えられた事と
存じます。本年が皆
様にとりまして幸多
い年になりますよう
お祈り申し上げます。
昨年は連続する台風や悪天候により活動を
中止せざるを得ない事態もありましたが、お
おむね定期活動、企業支援活動、学校支援活
動、動力研修等を安全に実施する事が出来ま
した。世話役をはじめとする関係各位に感謝
を申し上げます。
年々高齢化が進むクラブ員ではあります
が、世間一般の同世代と比べるとまだまだ元
気旺盛で、心強い限りであり、山から元気を
もらっていることを実感いたします。
新入会員の参加も引き続いており、会員番
号も800番台になりました。ホームページを見
てという動機が多いようで、ホームページの充
実をこれからも続けていきたいと思います。

VOL.８１】

会長

霜触

盛夏時の負担軽減のため、７・8月の活動
を抑え、新たな試みとして宿泊研修を実施し
多数の参加を得られ好評でした。また、久し
ぶりに救急救命講習も実施しました。しかし
ながら、「活動が無いと腕が鈍る」「身体を
持て余す」といった元気な頼もしい声もあ
り、夏場にも適度な活動を組み入れることを
検討致します。
さて、チェーンソー研修（正確には伐木等
の業務特別教育）の法律が変わり、現行の教
育修了書が今年8月で無効になります。クラ
ブとして補講を実施し新たな修了書を発行す
る事と致します。詳しくはホームページに掲
載致しております。もれなく受講されますこ
とをお願いいたします。
今年しも安全祈願祭から活動が始まります。
慣れや油断に陥ることなく、初心に戻り、今
年しも安全にそして楽しく活動をして行きま
しょう。

ときがわの森でのそうめん流し
大会

中津川での研修の一コマ

賢

チェーンソー講習会
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フィールド
カタクリの里
宝登山の森
龍ヶ谷森
笠幡の森
くるみ小屋
高谷の森
県信連ビル 役員応接室
上古寺の森
緑の森博物館
さいたま市活動支援センター
林材会館 ４会
越生ふれあいの里山
越生ふれあいの里山
高谷の森
鷹ノ巣の森
高谷の森
上古寺の森
越生ふれあいの里山
高谷の森
鴻巣市 赤城屋敷林
くるみ小屋
高谷の森
鴻巣市 赤城屋敷林
笠幡の森
緑の森博物館
桶川市 屋敷林
黒山の森
朝志ヶ丘 小寺の森
滝ノ入の森
越生ふれあいの里山
ときがわの森
草加市
草加市
長福寺の森
上古寺の森
朝志ヶ丘 小寺の森
笠幡の森
緑の森博物館
くるみ小屋
世界無名戦士の墓公園
浄国寺の森

活 動 内 容
下草刈り
除伐・つる切り
林内整備
除伐・枝打ち
林内整備
雨天中止
雨天中止
県信連さん 寄付贈呈式
雨天中止
下草刈り
ニュース印刷 封入
理事会
チェーンソー 実技研修 Ⅰ
チェーンソー 実技研修 Ⅱ
１０/６ 下見
林内整備
地拵え下草刈り会員１８＋体験者
雨天中止
雨天中止
地拵え 下草刈り 苗木の固定
雨天中止
林内整備
植樹
林内整備
林内整備
下草刈り
林内整備
林内整備
林内整備
林内整備
林内整備
杉戸農高 枝打ち・間伐体験支援
農林業ドリームフェスタ
農林業ドリームフェスタ
林内整備
林内整備
林内整備
雨天中止
雨天中止
林内整備
梅小５年生間伐体験支援 中 止
林内整備 枯損木処理など
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森のきのこ

去る10月の活動日、笠幡の森でコナラの根元に群生したキノコが見つか
りました。発見者が「マイタケではないか」というのです。野生のマイタ
ケはとても美味でありがたいものです。でも、毒キノコかもしれな
い・・・という懸念もあります。こういうときはまず、図鑑でよーく調べ
ます。ほぼまちがいないとしたら、先っぽをちょっとかじって暫く様子を
見ます。問題なければ持ち帰って熱をかけて料理します。それをほんの一
口食べてみてあくる日もお天道様が拝めれば、大丈夫でしょう。因みにく
だんのキノコはマイタケで間違いなく、試食した本人は生存しています。
バターいためや澄まし汁でおいしかったです。
多分、人類はこのような人体実験を繰り返して毒キノコを特定してきた
のでしょう。しかし、今更人体実験の体験者になることはありません。本
は野生のキノコはよほど信頼のおける人が保証しない限り「食べない！」
ということです。サポータークラブのフィールドには様々なキノコが見れ
ます。ほとんどは樹木を腐らせる腐朽菌でおよそ、食欲はわきませんが、
時たま美味しいキノコが出ることがあります。3年前、坂戸で故竹原氏が
展開していた雑木林にニオウシメジが山ほど発生しました。これも森林ボ
ランティアの楽しみですね。
〈No.647 賀登 環 川越市〉

２

１月 フィールド活動レポート
2班に分かれて行った。「植栽の段取りのほとんどは地
拵え」との言葉どおり、キチット準備したおかげで、合
計136本10時前には植付け終わった。あとはお楽しみ
まで、昨年度植栽の手直し。昨年、一般の方々が行っ
た植栽ではあったが、竹のシュロ縄が下にズレてたり、
苗木と竹とを一緒に束ねて縛られているものが見られ
た。作業スピードが遅くなっても、（折角の機会だからこ
そ「2重まき結び」ぐらいは）キッチリ指導すべし！と思
いました。そのうち「できたゾーッ」の連絡が携帯に3
つ。従来の豚汁に加えて、釜揚げうどん、更にお釜に
レトルトカレーを温めてカレーうどん。好評！いつも言
動が控えめなKさんも「これウマイ！」と多めにうどんを
すくっていた。ジムニーでは乗せきらない機材になっ
たとのこと。小室専務ありがとうございました。以上、今
後は植栽
した木々
が夏草に
負けない
くらいに
成長する
よう、草
刈りガン
バリましょ
う。

■10月5日（土）小川町「鷹ノ巣の森」
平成24年3月最初の植栽から（桜を中心に300本）7年
半。その年の11月、翌25年、26年と杉戸農業高校一年
生の森林管理活動として植栽。今日は駐車場から植
栽地まで少し遠回りし農道を歩く。久振りにはなれたと
ころから見る山は立派に育ち元気に見えたが林内に
入るとまだ竹の多い箇所もあった。6月の下刈りは雨で
中止に。今日の参加者は10名で今年度の最終活動
。全体の下刈りは出来そうもないので、特に竹の多い
植栽木の回りを優先して作業を進めほぼ終了する事
が出来たが竹との戦いはまだ続きそうである。
〈No.101 北村 博 春日部市〉

〈No.790 山根義之 朝霞市〉

■10月14日（月）小川町「高谷の森」

■10月23日（水）鴻巣市及び11月2日
（土）桶川市での活動

高谷の森の植栽準備として、会員12名の参加で植栽
地の地拵えを行った。10月20日に130本の植栽を計
画、その一週間前の追加活動でした。現地へ行ってび
っくり、10月12日に関東地方を直撃した台風19号の影
響で、植栽した苗木と支柱がほとんど傾いていた。植
えた斜面を下から見上げるとほとんど左に傾いており、
北斜面のため西風の強風にあおられたことがうかがえ
た。この日の作業はまず、支柱用の竹を参加者全員で
切り出すことからスタート。馬場さん宅裏の竹林に入
り、竹の伐採、枝払い、支柱の長さにカット。その後2班
に分かれ各班作業を行った。傾いた支柱の再設置、し
ゅろ縄で苗木の固定。もう1班は、植栽地の位置出し
で、目印用のシノダケの切り出し、苗木130本の位置出
しを行った。この作業が終了した後も、支柱の固定に
時間がかかり、再度全員で行った。見た目には支柱は
苗木には付いていたが、ぶら下がっており、根本は折
れているものが結構あった。本日の作業は、植栽地の
地拵えよりも支柱の補強がメインの活動となり、一時は
終わるのかと思われたが、参加メンバーの活動により、
終了することができた。感謝です。〈 № 522 岡田豊国
東松山市〉

10月23日（水）鴻巣市「尾澤家屋敷林」
朝霧が漂う中、7時ちょい過ぎに到着するともう林内か
ら先発隊のチェンソーの音がしていた。早朝手当も無
しで本当に頭が下がります。雨で平日に延期になった
この日は11名と少人数ながら暑いくらいの秋晴れの中
いつも通りの全刈り作業を完璧にやって頂き所有者の
お母さんもホッとしたと喜んでいました。
11月2日（土）桶川市「本木邸屋敷林」
絶好の秋晴れに恵まれ気持ち良く作業が出来ました。
流石に孟宗竹100本の間伐は70本止まりでしたが綺麗
になった竹林を見た奥さんが「まるで公園のようだ」と
言ってました。尾澤家15年、本木邸14年と長いお付き
合いになり毎回両家には過分なオモテナシを頂き深く
感謝致しておりま
す。これからも所有
者の「市街地に残さ
れた貴重な緑を守り
たい」と云う熱い思
いに、年にたった1
回の活動ですがサ
ポータークラブも全
力で協力させて頂
きます。 〈№242
古川ちえ子 鴻巣
市〉

■10月20日（日）小川町「高谷の森」
「いよいよ植栽！」参加の皆さんは8時前には準備万
端、ウズウズと苗木の到着を待った。植栽は、作業道
に沿って奥からの組と手前からの組の2班に分かれて

３

フィールド活動レポート
■11月3日(土)越生町「黒山」での活動

■11月16日（土）・17日（日）草加市
「2019食と農林業ドリームフェスタ」

皆さん、やはり冬ですね！寒い日が続いております。ど
うぞ、お身体に十分ご留意くださいませ。さて、黒山の
森も台風１９号の影響で小峰さんのフィールドに続く林
道が、また我々の駐車場が土石流で大変な被害にあい
ました。林道の末端の車返しの広場に土石流が、また、
流木が３０ｃｍ近くも厚く堆積してしまいました。本当にビ
ックリです。・・・ですが、皆さんの努力の結果、１１月３日
の活動人員の半数の人海戦術で、どうにか２／３程度の
現状復旧を見ました。皆さんありがとうございました。引
き続き次回の１２月１４日に続きます。また、今年は柚子
の成長も例年よりも遅いようで、小峰さんの提供によりこ
の１４日の活動日に柚子のお土産があるそうです。小峰
さんの黒山の森はお昼の天ぷらのご馳走共々、柚子の
お土産は本
当に嬉しく有
難い現場の
一つです。
小峰さん有
難とうござ
す。〈No.706
藤井俊文
川越市〉

今年の会場は県東端、草加市綾瀬川のほとり。杉や檜
の直線ばかり見慣れたサポーターの私には こもを巻
き腰をくねらせた緑の松並木は何とも新鮮で魅力的で
したね。芭蕉の「月日は百代の過客にして、行きかう年
もまた旅人也。」の百代橋を渡ってわがブースへ。展
示は例によって 珍しい木の実、つるのクラフト材料、
クリスマス・リース、松ぼっくりのツリー教室、竹筒の照
明器具、ガリガリトンボ、竹とんぼ、ブンブンコマのお遊
び実演コーナー、古布の草履展示販売、クラブの活動
紹介展示、などなど。快晴に恵まれ、昔の少年少女た
ち、今の若い子供たちに人気のブースとなった。17日
には川で和舟の乗船体験もあり楽しいフェスタになっ
ていた。〈№509 小杉義信 狭山市〉

■11月13日(水)杉戸農高森林管理活動

■12月3日（火）越生町「梅園小間伐体験」

この度は僕たちの森林管理活動にご指導、ご協力誠に
ありがとうございました。僕がこの活動を通じて学んだこ
とは2つあります。1つ目は森林の環境についてです。森
林に入った時たくさんのマイナスイオンを感じとても清々
しく心が浄化されたような気分になりました。2つ目は枝
打ちや間伐を通しての技術です。まず、午前中に枝打
ちを経験させてもらいました。枝打ちは初めてでしたが
説明メモやクラブ員の方のアドバイスのお蔭で自分達の
手で森をより美しく保てる手伝いが出来たのではないか
思います。ノコギリの使い方は引くときに力を入れ、一発
で切るような感覚で切るときれいに簡単に切れると聞き
ました。やってみると最初のうちは慣れなくうまく切れな
い木もありましたが、お手本を見せて頂き上手く切れる
ようになりました。間伐ではケガをしないように倒す方向
を操作するために受け口などを作るのは難しいと思いま
した。4人で協力して1本の間伐をしましたが、切るのは
とても難しく大変でした。最後にお土産にヒノキをもらい
ましたが、皮をむくととても良い香りがしました。親も喜ん
でいました。今回の活動で林業についての技術、知識
を持つことが出来ると同時に林業について興味、関心
を持つことが出来ました。この経験をこれからの自分の
実習や生活に役立てたいです。造園の分野で管理実
習などで枝打ちをするのでためになりました。最後にな
りましたが、この活動は僕にとって濃い思い出になりまし
た。普通校では出来ないことなので、そういう意味でも
農業高校に入って良かったです。貴重な体験をさせて
いただきありがとうございました。〈活動参加生徒寄稿〉

当日は小春日和の中、梅園小5年生9名、クラブ員7
名、学校・役場・農林振興センターから5名の総勢21名
で行われました。クラブ員は11時に越生町「無名戦士
の墓」に集合、選木を行い倒木等の処理の安全確認
を行いました。13時40分頃生徒到着。作業説明等の
後14時～15時までの1時間間伐作業を行いました。ク
ラブ員の緊張を感じてか子供達も落ち着いて行動しま
した。「枝が折れるバチバチという音が印象的だった」
「切るのがむずかしく力がいり大変だった」の感想でし
た。最後にクラブ員の三田さんが作成した「竹トンボ」
で遊び楽しそうに歓声を上げていました。16時解散。
天候不良の為一週間順延となり心配しましたが無事安
全に活動が終了したのが何よりでした。
〈No.630 鈴木久代 越生町〉

４

拠点活動レポート
越生ふれあいの里山活動（越生町）
■ 9月8日（日）龍ケ谷の森活動
「Ａ地区」通路の刈払い機による草刈りと通路際の雑木
や小潅木の除伐作業を予定しましたが、台風接近によ
る降雨が心配されたため動力無しで草刈り作業を行い
早めに作業終了しました。
■11月10日（日）越生ふれあいの里山活動の「杉戸農
業高校植栽地」の下草刈りと植栽木の枝落とし作業を
行いました。樹木は伸長してますが、ボサ部分の雑木
も大きくなっており除伐に時間をとりました。植栽地上
部近くまで下草刈りは進み作業終了しました。

神泉の森活動（神川町

くるみ小屋）

くるみ小屋の収穫の秋
10月、恒例となりました神川町阿久原固有種の枝豆の
収穫から「ずんだおはぎ」を作って皆で食べるという行
事。食べるまでのプロセスは修行のようで、収穫してき
た枝豆を枝からもぎ取ります。例年軽トラック二台分も
収穫してしまうので、もぎ取りの作業は修行のようです。
その後塩ゆでをして、茹でた枝豆をさやから出し、薄皮
をむく作業へと続きます。取り出した枝豆をフードプロ
セッサでつぶすのですが、途中でフードプロセッサが
ショートしてしまい、すり鉢ですりつぶすことに。砂糖と
塩、湯を入れてあんにし、半殺しにした餅米をくるめ
ば、ずんだおはぎの完成です。今年も美味しくいただ
きました。
〈№82 香取由美 川口市〉

刈払い機での下草刈り

植栽木の枝落とし

〈越生ふれあいの里山担当 No.718 片野健一 川越市〉

緑の森活動（入間市

緑の森博物館）

■9月22日（日）R、Q、J、M地区の下草刈り。
動力班13名刈払機によりR、Q地区（平成29年3月に20
周年記念植樹として植栽した場所）の下草刈り。人力
班7名によりJ、M地区の一部ドングリを育てる会（三ケ
島小生徒）が植栽した場所の下草刈り実施。
■10月27日（日）J、M地区と所沢地区の下草刈り。
動力班11名刈払機によりJ、M地区（0.8ha）を下草刈
り。人力班13名で所沢地区（1.3ha）特に多く生えてい
るシダ類を下草刈りしました。
■11月24日（日）落ち葉掃き準備は雨の為中止。
〈緑の森博物館担当 Ｎｏ.427 伊東喜寿 入間市〉

12月15日（日）恒例の餅つき大会を開催しました。

「クラブ員の声」欄への投稿を２００字程度でお願
いします。
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連載記事他
会員発言

シリーズ

日本の森林率は7割、先進国に限ってみれば、世界で
3番目に森林資源が豊富な国だそうです。森林は木材
を生産するだけでなく、水道水源林としての大切な役
割もあります。私は、この豊かな森林資源を守り育成し
ている林業家が世間でもっと注目されても良いと思い
ます。Ｉターンで田舎暮らしを紹介するテレビ番組のほ
とんどが農家で、このような番組を見て農業が注目さ
れ、農家を目指す人もいます。「所さんの目がテン」と
いう番組の中で、唯一、林業家が活躍する田舎暮らし
が少しだけ紹介されていますが、林業家の仕事や役割
を知らない人が多いのではないかと思います。私は入
会して一年も経っていませんが、サポータークラブの活
動を通じて林業に興味を持ち、林業家として田舎暮ら
しに憧れるようになりました。微力ながら先輩諸氏と一
緒に私自身もクラブ活動を盛り上げることに助力するこ
とで、このクラブに多くの若い方に参加していただい
て、林業に対する理解者と林業家に憧れる人を増やすこ
とができればと思います。〈No.796 吉松慎哉 川越市〉

シリーズ

森林の１００不思議

木は春のセンサー
毎年、春になると木々は芽吹き、花を開きます。木はど
うして春の訪れを知るのでしょうか。本題にはいる前
に、まず季節と木の成長について簡単に説明しましょ
う。自然界に生育している木のほとんどは、それらが生
活している地域の気候に同調・適応しております。した
がって熱帯の木は年中成長し続けます。しかし、成長
に不利な冬のある地域の木々は、成長と休止（休眠と
いいます）二つの生育の状態を轍り返して生活してい
ます。四季の移り変わりがはっきりしている日本では、
春に眠りからさめた後、初秋にかけて成長し、その間に
花を咲かせ実を結びます。そして、この間に翌年伸び
るための芽をつくり、冬を迎える準備に入ります。秋の
短い日照時間と気温の低下を木が感じ取り、成長を抑
え、休眠を誘う植物ホルモンの生産を葉で始めるので
す。そして、鱗片で保護された冬芽を形成し、落葉樹
は葉を落とし、木の組織は凍るのに対抗する方策をた
て、冬に耐えられる状態となります。そして木は、生命
活動を最低限まで落として、休眠に入ります。初冬期の
休眠状態にあるポプラの木は、たとえ温室に移して春と
同じ条件にしても、決して芽吹きません。では、このよう
に深い眠りに入っている木が、どのようにして春を迎え
るのかという本題に入りましょう。木は冬の寒さを経験す
ることによってだんだん眠りから覚めていくのです。休
眠中の冬芽は、およそ十度以下の低温にさらされると、
成長抑制ホルモンが減り始め、だんだん眠りが浅くな
り、一～二ヵ月後にはいつでも芽を出すことができる状
態になります。したがって、多くの木は、一月も半ばを
過ぎると、気温が上がってくればいつでも芽吹ける状態
になります。この場合、休眠に入る時と違って、日照時
間の長さはほとんど関係しないとされています。こうなる
と、早春の木の目覚めを支配するのは、まず〈気温の
上昇〉ということになります。それでは、木の種類によっ
て葉が開いたり、花が咲いたりする時期が違うのはなぜ
でしょうか。例えば、ウメとサクラの花が咲く時期の違い
は何によるのでしょう。どちらの花芽も休眠状態を打破
するのに必要な低温期間はほぼ同じ程度と考えられて
います。しかし、ウメの花芽の最適成長温度は十度前
後であるのに対して、サクラでは十六度～七と高いこと
が、二つの木の開花時期が違う理山であるといわれて
います。サザンカの花芽のように、休眠しないものは十
二月ごろからでも咲き始めるといわれています。サザン
カでも葉の芽は休眠するので葉は春に開きます。この
ように開葉や開花の時期は、冬から春にかけての気温
の変化を冬芽や葉が感じ取り、それぞれの木に適した
温度に達した時に始まります。地図上で間花期の同じ
所を線で結ぶと、その線は暖かい南から寒い北へ、低
地から山地へと進み、等温線とほぼ一致します。これが
春を告げる花前線として親しまれているものですが、木
の春の目覚めが温度に大きく支配されている証拠の1
つでもあります。
（社団法人日本林業技術協会編 森林の１００不思議
より抜粋）

薪ストーブの魅力と暮らし

第30話『薪ストーブいろいろ』
薪ストーブもいろいろあります。本体が横長の箱で扉に
は炎が見えるガラス窓が付いているものが一般的に目
にする基本的なタイプと言えるでしょうか。本体が縦長
に出来ているものもあります。薪も横に置くのではなく
縦に立て掛けるように置きます。燃焼する炎はロウソク
のように縦に延び、綺麗な形の炎が見られるのが特徴
です。薪の熱を利用するオーブン付きタイプもありま
す。温度管理は薪の燃焼加減によるので少し慣れが
必要ですが、ダッチオーブンと同じような効果で料理が
楽しめます。蓄熱型ストーブというのもあります。本体が
煉瓦や石で造られており、かなりの大きさがありますが
その分蓄熱性能に優れています。薪を一気に燃焼さ
せてその熱をストーブ本体が蓄熱し長時間ゆっくり放
熱します。一般的な薪ストーブと比べて薪を燃焼させる
時間が少なくて済むので薪の使用量も抑えられます。
今の時代ならではとも言えるペレット兼用タイプというの
もあります。その名の通り、燃料がペレットでも薪でも両
方使えるものです。薪の入手が困難であればペレット
を燃やし、薪ならではの炎を楽しみたければ薪を燃や
し、状況に応
じた使い分け
が可能です。
などなど、お
気に入りがあ
りましたらお試
し下さい。
〈No.30 木島
浩 寄居町〉
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■

事務局からのお知らせ他
子年 皆様に良い年でありますように！

埼玉森林サポータークラブでの体験
9月14日に川越市「笠幡の森」で体験しました。以
前「笠幡の森」では子供達と森林体験で、森林サ
ポータークラブにお世話になり、教科書にない植
物や昆虫を見つける事が出来ました。そして、大
切な活動に私も参加してみようと思い体験させて
頂きました。今回の体験では刈払い機の作業が
やり易いように小枝を拾ったり、小木を伐ったりし
ました。気温23度で動きやすい温度でしたので、
気持ち良く作業する事が出来ました。笹が伸びて
いましたが刈払い機の動力の勢いがあり予定より
早く進んだと最後のミーティングでお話があり良
かったと思いました。
川越市立霞が関小学校教諭 太田三重子

◇新会員のご紹介
８０３鈴木 雄二さん（鴻巣市）
皆様、宜しくお願い致します。

◇御寄附をいただきました
小寺八太郎様より。有効活用させていただきます。あ
りがとうございました。

◇チェーンソー補講研修
チェーンソー関係の法律改正 !
８月１日以降現行修了証が無効になります。講習内容
を法律で規制する運びになり、当クラブでも改正に合
わせて、補講を実施いたします。
令和元年度は、３回実施（１月～３月）県内３ヶ所（さい
たま市、越生町、寄居町）。１ヶ所だけ参加下さい。
１）実技は、安全防具の装着が必須で、記録の保管務
を指導されております。ヘルメット、保護メガネ、耳
栓、チャップス、防振手袋、安全靴、呼子を持参のこ
と。
２）クラブより当日の貸出し用具はヘルメット、チャップ
スだけです。その他は、ご自分で調達願います。
３）補講の概要と申込書は、ホームページにも掲載し
ております。
本件のお問合せは、事務局まで

クラブ員より森林・林業についての本の紹介
-田中淳夫著「絶望の林業」（2019年8月、新泉社刊）なんとも刺激的な題です。本当に日本の林業はも
う立ち行かず、森林も荒れたままで持続できなくな
るのだろうか？本屋の棚で思わず手に取りまし
た。森林ジャーナリストである著者は、林業現場の
実態、林業の当事者たち、木材の用途、林業政
策の問題点について豊富な具体例を挙げながら
詳しく指摘します。数字による裏付けも随所にあ
り、特に木材市況低迷のしわ寄せが山主に偏り、
林業（森林）の持続性を脅かしていることを強く訴
えています。そして著者は、小手先の改革ではな
く、「希望」の林業-経営の多角化、健全な森づく
り、林産物の高付加価値化の組み合わせ-を各地
域に合った方法で目指すことにより絶望から脱出
できるのではないか、と提言します。 私にとっ
て、森林と林業の現在・過去・未来ついて総合的
に考えるために参考になりました。今後地に足の
ついた先進事例の明るい話題が増えることを期待
しています。〈No.743 菊池修一郎 川越市〉

◇“ 新一斉メール ”構築！
事務局の小室専務と若手ホープ平井さんよりご協力を
得て、Gmailで、仮立上げまで漕ぎつけました。順次準
備を進めております。暫くご辛抱をお願いいたします。

◇安全のポイント
手道具の作業も動力機械を使う作業でも基本的な作
業方法やその流れは変わらない。まず、道具の扱い
や作業の流れ、安全のポイントをしっかり確認しておき
ましょう！
１）作業中の動力機械（刈払い機・チェーンソーなど）
の周囲では呼子等による合図でお互いの立ち位置
を確認しよう
２）近接作業にならないように十分注意しよう
３）ヘルメット、作業用革手袋、防塵メガネ、作業安全
靴の装着は必須
４）道具の点検とメンテナンス
道具の不具合は、事故に直結する
・点検とメンテナンスは、マメに行ない未然に事故を
防止しましょう
・作業後には、ゴミや汚れを落とし水気をふき取る。
破損、変形、緩みを点検すること。ノコギリやナタ
は、刃の交換か研ぐかし、さび止め剤を塗る。また
紛失がないかの確認をする

編集後記
令和元年は台風19号が関東地区に上陸して色々と被
害を起こしました。その後の大雨で氾濫がおきました。
家が流され、床上浸水し、果物は落ち、野菜などにも
被害がありました。我がクラブの活動地の一部では倒
木、崖崩れの被害がありました。令和2年は災害の無い
年で有ります様に。（No.427 伊東喜寿）
■入会のご案内
私達の活動は、多くの人々のご協力によって支えら
れています。ご賛同・ご支援を宜しくお願いします。
・入会金：個人 2,000円／団体 10,000円
・年会費：個人 3,000円／団体 10,000円
・賛助会員：年会費一口 5,000円
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活動スケジュール（2020年1月・2月・3月・4月)
月日

曜日

活 動 内 容

フ ィー ルド

集 合 場 所

1月3日 金 くるみ小屋

安全祈願

1月4日 土 緑の森博物館

安全祈願

神川町上阿久原 くるみ小屋
所沢市糀谷７８

1月12日 日 越生ふれあいの里山

安全祈願 林内パトロール

虚空蔵尊 越生町上野２２６０ 先右折 さくら公園駐車場

1月15日 水 世界無名戦士の墓公園

梅園小 ６年生 植樹体験

越生町越生 大観山頂上 世界無名戦士の墓公園駐車場

1月18日 土 笠幡の森

倒・枯損木 処理

川越市笠幡１９５３

1月19日 日 くるみ小屋

クラフト教室

神川町上阿久原 くるみ小屋

1月19日 日 さいたま市農業者トレセン

チェーンソー 補 講

さいたま市緑区大字大崎３１５６－１

1月22日 水 越生町 上谷農村公園

梅園小 植樹体験

越生町大字上谷３３－７

1月25日 土 江戸屋弘東園

落ち葉掃き

三芳町上富１３８８－３

1月26日 日 緑の森博物館

間伐・除伐

所沢市糀谷７８

1月28日 火 越生町 上谷農村公園

梅園小

予備日

八幡神社

林内道路脇

上谷農村公園
江戸屋弘東園の向い側 駐車場

八幡神社

越生町大字上谷３３－７

予備日 三芳町上富１３８８－３

上谷農村公園

2月8日 土 江戸屋弘東園

落ち葉掃き

2月9日 日 越生ふれあいの里山

間伐・除伐

虚空蔵尊 越生町上野２２６０ 先右折 さくら公園駐車場

2月15日 土 笠幡の森

倒・枯損木 処理

川越市笠幡１９５３

2月16日 日 くるみ小屋

伐採跡地の下草刈り

神川町上阿久原 くるみ小屋

2月16日 日 越生町 中央公民館

チェーンソー 補 講

越生町越生９１７ 越生町役場の裏

2月23日 日 緑の森博物館

間伐・除伐

所沢市糀谷７８

3月1日 日 ときがわの森

枝打ち

ときがわ町西平 越瀬橋の手前 左前方の林道入口付近

3月7日 土 滝ノ入の森

間伐・除伐

毛呂山町滝入５８５

3月8日 日 宝登山の森

植樹

長瀞町宝登山ロープウェイ駐車場下 旧町民プール跡

3月14日 土 越生ふれあいの里山

間伐・除伐

虚空蔵尊 越生町上野２２６０ 先右折 さくら公園駐車場

3月15日 日 くるみ小屋

伐採跡地の下草刈り

神川町上阿久原 くるみ小屋

3月15日 日 県寄居林業事務所

チェーンソー 補 講

寄居町寄居１５８７－１

3月18日 水 さいたま市活動支援センター

正副会長会議／理事会 ＪＲ浦和駅東口 パルコ ９ 階

3月20日 金 緑の森博物館

間伐・除伐

所沢市糀谷７８

3月21日 土 笠幡の森

倒・枯損木 処理

川越市笠幡１９５３

3月22日 日 高谷の森

植樹

小川町高谷字八幡２７３７ 総合グランド入口を左折すぐ

3月25日 水 さいたま市活動支援センター

ニュース印刷／編集会議 ＪＲ浦和駅東口 パルコ ９ 階

3月28日 土 黒山の森

間伐・除伐

4月12日 日 越生ふれあいの里山

オークネット森林整備支援活動

4月18日 土 越生ふれあいの里山

オークネット

江戸屋弘東園の向い側 駐車場

林内道路脇

八幡神社
ゆずの里オートキャンプ場駐車場

八幡神社

越生町黒山７７１

林内道路脇

現地

虚空蔵尊 越生町上野２２６０ 先右折 さくら公園駐車場

予 備 日 虚空蔵尊 越生町上野２２６０ 先右折 さくら公園駐車場

4月19日 日 くるみ小屋

小屋周辺の森林整備

神川町上阿久原 くるみ小屋

4月25日 土 越生ふれあいの里山

オークネット予備日/ 間伐・除伐

虚空蔵尊 越生町上野２２６０ 先右折 さくら公園駐車場

4月26日 日 緑の森博物館

下草刈り

所沢市糀谷７８

八幡神社

※活動予定は、中止や変更することがあります。その節は一斉メールにてお知らせいたします。締め切
り後に参加する時は、事務局まで連絡を！
※集合時間は8時30分です。支度をして集合して下さい。
拠点フィールドのご案内
■越生ふれあいの里山（越生町）
毎月第２日曜日活動（担当：片野健一・鈴木久代・樽石亜由美
菊池修一郎）
■神泉の森（神川町 くるみ小屋）
毎月第３日曜日活動（担当：大島康行・香取由美）

■緑の森博物館（入間市）
毎月第４日曜日活動（担当：伊東喜尋・岡田

埼玉森林サ ポータークラブ・コミュニケーション・ニュース
■発行：特定非営利活動法人（NPO法人）
埼玉森林サポータークラブ
■発行責任者：霜触

了）

２０２０年 １月１日発行（年４回発行）

■事務局：埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-9
農林会館B1 〒330-0063
TEL．048-814-2770／FAX．048-814-2771
<事務局開設日：月・水・金>１０時～１７時
■事務局メールアドレス
info@shinrin-supporter.org
■ホームページアドレス
http://www.shinrin-supporter.org/

賢

■編集スタッフ：木島 浩・北村 博・梶田 力・沢
田 正・小室正人・利根川雅実・香取由美・星 直
次郎・樽石亜由美・菅家征史・小坂博美・伊東喜尋
・片野健一・菅谷 榮・岡田豊国
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