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サポータークラブの概要
この頁は比較的最近にサポータークラブに入られた

方に、サポータークラブをよく理解していただけるよ

うにとクラブの概略をまとめたものです。次ページの

年譜と併せて読んでください。既にご承知の方は読

み飛ばしていただいて構いません。

1.サポータークラブの生い立ち

平成8年全国において林業の低迷が続き森林の荒

廃が進み、森林ボランティアの必要が叫ばれはじめ

埼玉県においても、森林ボランティアによる支援の

ための予算が組まれました。翌年に県の呼びかけで

ボランティアを募り「彩の国森林サポータークラブ」

の名称で活動が開始されました。当初は日程づく

り、募集、道具や現地の準備、安全管理はすべて県

の職員が行っており、いわば行政主導によるスター

トでした。このことが他のボランティア団体との大きな

違いになっております。平成14年その後クラブ員も、

活動回数も増え社会的信用や森林所有者の信頼を

えるためまた、運営のための経済的支援を得易くす

るためＮＰＯ法人化が検討されて、同年4月「特定非

営利活動法人埼玉森林サポータークラブ」が設立さ

れ現在に至っています。

2.クラブの特色

現在埼玉県内には100近い森林に関係するボラン

ティア団体がありますが、その多くは地域で自然発

生的に生まれたもので「○○○丘陵の自然を守る

会」「△△△△沼保全会」というように活動もその地

域に特化したものが殆どです。それに対して当クラ

ブはその誕生が県の主導のためもあり県内全域が

対象となっております。会員も県内各地から多様な

人材が集まり（東京都からの参加者も）活況を呈する

ようになっております。また、活動地も平地林、里

山、竹林、森林と多様であり、森林作業のいろいろ

な場面を体験でき動力機を持たない手作業の人も

等しく活動に参加ができます。

3.活動の多様性

季節ごとに活動内容は変化していきます。新年は安

全祈願祭に始まり、主要なフィールドで状況調査を

兼ねた安全パトロールを行います。雪害により傾い

た植栽樹の引き起こしや倒木処理もこの時期の作

業です。春から初夏にかけては下草刈りを行ないま

す。夏は会員の健康を考えて活動は控えます。秋

からは山仕事のハイライト的な間伐が始まります。楽

しく爽快な作業でもありますが、危険も伴う作業なの

で安全に十分注意して行います。安全パトロール後

のお汁粉や夏の作業後のソーメン流しなど、息抜き

のイベントも行います。また、必要に応じて植樹活動

も行います。年間１００日以上の活動を行う森林ボラ

ンティは全国的にも少なく、度々新聞に取り上げら

れました。クラブでは企業や小学生、高校生の森林

体験実習（間伐・除伐・植栽など）の支援などの社会

啓蒙活動や、また東日本大震災の海岸防災林再生

活動の支援、或いは緑の羽根募金活動にも参加し

ています。社会貢献活動を身をもって実感でき、遣

り甲斐を感じる活動です。

4.クラブの懐具合と外部からの支援

現在クラブは約２０数か所で年間平均１００日程の活

動を行っています。それには当然消耗品の購入、

苗木代、ニュースの制作発送、事務所維持経費な

ど様々な費用が発生します。この費用を賄うための

財源は大きく三つあります。　　　　　　　　　　　　　　

①　会員の会費

会員からは３千円を頂いておりますが、十分とは言

えません。ほかに保険料もかかりますがいまのところ

値上げは考えておりません。

②　行政などからの助成金

クラブの行う森林の保全、育成、循環、森林に関す

る普及啓発事業、交流事業に対して下記のところか

ら多くの助成金を頂いています。　　

【　埼玉県農林部森づくり課補助事業　】

農林部は県の農林水産業の大本で、森づくり課は

幅広く林業行政を掌握する課です。

埼玉森林サポータークラブとは！  会長　霜触　賢

※次のページに続く
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③　企業や個人からの寄付金 

ＪＡバンクさん、（株）オークネットさんなどの企業や団

体賛助会員、個人賛助会員それ以外にも個人の

方々からも随時寄付を頂いています。

このように私達の活動を認めてくれている方々の温

かい支援があって活動ができるのだということを認識

してください。たとえ些細な活動であっても次の、そ

のまた次の世代に埼玉県の森林を継承していきまし

ょう。「継続は力なり」です。

　　　　　                                      会長　霜触　賢

【　埼玉県緑化推進委員会助成事業　】

県土の緑化運動や緑の募金活動を推進して森林資

源の造成・保全・水資源の涵養など幅広い活動を行

い、生活環境を守っています。サポータークラブも

大きな支援をいただいております。

【　国土緑化推進機構助成事業　】

国土緑化運動を推進する公益社団法人で「全国植

樹祭」「全国育樹祭」「緑の募金活動」などを通じて

県の緑化委員会と連携して森林資源の造成、国土

の保全に取り組んでいます。森林ボランティアの育

成も大事な事業の一つです。

表紙より続く

西暦 月日 内容
1997 1月 現クラブの前身である「彩の国森林サポータークラブ」が発足しました。　

3月12日 東秩父村「槻川源流の森」で第1回活動　70～80名の参加者であった。
1999 6月3日 第1回世話役会議開催　この時のメンバーがクラブ運営の中心になりました。

10月25日 クラブコミュニケーション・ニュース創刊
2000 1月22日 クラブハウス「クルミ小屋」建築活動開始
2001 12月16日 「ＮＰＯ法人埼玉森林サポータークラブ」設立総会が開かれる

8月26日 入間市「緑の森博物館」周辺整備活動開始
2002 4月18日 「ＮＰＯ法人埼玉森林サポータークラブ」設立

5月3日 神泉村「クルミ小屋」完成。完成祝賀会が行われる
9月28日 都幾川村「ドコモの森　間伐　企業の森支援活動開始

2005 7月5日 「越生ふれあいの里山」県と森づくり協定締結
7月26日 緑化推進運動功労者表彰「内閣総理大臣賞」受賞
11月27日 越生「ふれあいの里山」オークネットの森づくり活動開始
12月18日 「越生ふれあいの里山」上田知事（当時）視察

2008 11月11日 越生町「龍ヶ谷の森」をサポータークラブが購入。初めて自前の森を所有
2009 2月21日 越生町「龍ヶ谷の森」植樹祭実施

3月29日 長瀞町「宝登山の森」植樹祭実施
5月30日 秩父市「埼玉県植樹祭」本多静六賞受賞　北村会長（当時）報告す
10月10日 サポータークラブ主催チエーンソー講習会開催　

2010 1月16日 小川町内洞沢地区　間伐開始
1月23日 越生町「黒山」除伐・林内整備開始
4月21日 越生ふれあいの里山にて、緑の再生県立高校パワーアップ事業として杉戸農業高校の

間伐体験支援が行われる。川越工業高も事業に参加し以後、高校生による間伐、下草刈り、
植樹活動が続く

2011 4月16日 毛呂山町「滝の入の森」下草刈り・除伐開始
2012 3月31日 小川町「鷹巣の森」植樹祭

6月30日 川越市「笠幡の森」下草刈り・林内整備開始
2013 5月16~17日 仙台市荒浜海岸「日遊協（日本遊戯関連事業協会）」東北大震災復興植林の支援事業

11月17日 熊谷市全国育樹祭　植樹活動支援
埼玉県緑化功労知事表彰受賞

2014 7月12日 越生町消防署にて「救急・救命講習会」実施
2015 4月25日 小川町「上古寺の森」植樹祭実施
2016 1月・2月 県内大雪のため作業中止多数

3月17日 埼玉県農林部長より本多静六の森整備功労感謝状受賞
2017 3月26日 入間・「緑の森博物館」にクラブ創立20周年記念植樹を実施
2019 3月23日 故竹原照雄副会長（2018.3.25逝去）記念植樹ご遺族の参加のもと実施
2020 3月26日 新型コロナウイルス感染拡大により県より「外出自粛要請」が発令。以降「緊急事態

宣言」が数度に渡り発令されクラブの活動の自粛が続く
2021 6月5日 感染対策を厳重にとり令和3年度　第20回通常総会開催する

8月18日 県内に3度目の「緊急事態宣言」発令さる。クラブの自粛活動続く

 埼玉森林サポータークラブ　　主要トピックス
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■7月10日（土）ときがわ町「ときがわの森」

今年４月に入会しました、会員番号８１５の森と申し

ます。活動への参加は４回目で、ときがわの森の間

伐作業に参加しました。間伐作業は初めてで不安

もありましたが、皆さんに教えていただきながら快晴

の中、楽しく作業をすることができました。木の曲が

り、枝のバランスなどを見て倒す方向を決め、場合

によってはロープを掛け、ノコギリで受け口、追い口

を作り安全な方向へ伐木する。緊張の一瞬でした。

何本か伐木するうち、太陽の光が地面にとどき、

木・草の匂い、空気の動きを肌で感じフィトンチッド

と共に爽快な気分が全身を巡りました。　東洋医学

に「気滞」という言葉があります。「気」は元気の気の

ことで、滞りなく身体の中を巡っている状態を健康と

みなし、逆にバランスが乱れて滞ると身体の調子が

悪くなります。森林も同じだと思いました。過密にな

った森林を適正な間隔で木を伐採し、採光すること

で、空気の滞りをなくし木の育成を助ける。森林を

健康にする。なんと素敵なことでしょう。これからも安

全第一で、楽しく活動に参加していきたいと思いま

す。宜しくお願いします。

〈No.815　森　伸章　さいたま市〉

　　　

皆さん、こんにちは！今日はカタクリの里のレポート

です。カタクリの里は当クラブが設立当時、クラブの

基地として、浅見さんの所有地を借りてクルミ小屋を

建設した時に、地元の「カタクリ保存会」の皆さんとの

交流活動の場としてスタートとした活動と聞いており

ます。もう彼此20年以上になるはずです。また、今年

は地元の神泉小学校の３・４年生の皆さんからの感

謝作文を頂きました。本当にありがたいことです。年

に２回予定され、７月と９月の第一日曜日に、雨天決

行で行われます。毎年のことではありますが、７月の

活動は梅雨の真っ最中、殆どが雨模様のような気が

しますが、関東山地を背にした神流川の谷地の地形

は、その活動時間の間だけは小雨、若しくは晴れ間

を見せてくれます。本当にありがたいことです。今回

も坂戸、東松山あたりで台風並みの悪天候だったの

ですが、8時半の開始ミーティング時には小雨に変

わり、休憩の１０時頃にはお日様も顔を出してくれま

した。また今回は、地元のカタクリ保存会様より、刈り

払い機のチップ刃を頂きました。本当にありがとうご

ざいました。そして、本来は3月末に催される『カタク

リの花まつり』に参加しなくては！　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　〈N.o706　藤井俊文　川越市〉

■7月4日（日）神川町「カタクリの里」

フィールド名 活動内容 参加人数

6月5日 土 総会　 総会 23

6月6日 日 ときがわの森　 間伐（中止） 0

6月12日 土 笠幡の森　 下草刈り(中止） 0

6月13日 日 龍ヶ谷の森　 通路草刈り植栽整備 16

6月19日 土 鷹ノ巣の森　 中止 0

6月20日 日 くるみ小屋 下刈り・鎌研ぎ研修 17

6月20日 日 高谷の森 下草刈り 10

6月26日 土 桶川市屋敷林 下草刈り 9

6月27日 日 緑の森博物館 下刈り（中止） 0

7月4日 日 緑の森博物館 下刈り（中止） 0

7月4日 日 カタクリの里 下刈り 16

7月10日 土 ときがわの森 間伐 11

7月11日 日 越生ふれあいの森 除伐・草刈り景観整備 15

7月18日 日 くるみ小屋 水道メンテナンス 13

8月1日 日 ときがわの森 間伐（中止） 0

8月8日 日 越生ふれあいの森 山林パトロール（中止） 0

8月15日 日 くるみ小屋 中止 0

8月29日 日 緑の森博物館 下刈り（中止） 0

月　　日
　活動記録（2021年６月・7月・８月）
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今年度のクラブ総会で長年のクラブへの貢献を称えて

表彰された名誉会員の小田さんと、名誉理事の宮城さ

んの仲間の菅家さんより以下の寄稿文を頂きました。

〈会員No.４８　小田豊次　上尾市〉

２４年間の活動

夫婦で県内の山を登ることが多く山が荒れており何

とかならないかと登る度に思っていた。定年退職後

平成８年に県の広報で森林ボランティアの募集があ

り申込む。平成９年に届いた会員Noが４８だった。昭

和９年４月８日生れの自分の数字に合っていた（９．

４．８）山が俺を呼んでいると思った。活動は県の研

修、林業事務所などの見学を経て県手配のバスで

活動が始まった。その後交通手段は自己責任とな

り、自分は免許がないので、妻も入会し私の背中を

押してくれた。入会から活動２４年程の主な活動は

１、県の植樹祭平成９年より１７回、農林業まつり平

成１３年より１９回参加、それぞれくるみ小屋メンバー

による活動の展示と作品の販売活動も行う。２、富士

山の森植樹平成１３年より３回参加　３、会としての活

動拠点、くるみ小屋建設メンバーとして参加、日曜

大工の経験から気持ちよく活動できた。４、越生ふ

れあいの里について上田知事、越生町との協定に

参加し活動。

年間の活動日数の一部を記すと平成１５年８１日、１

６年９３日、１７年９０日など特にくるみ小屋の建設活

動が多かった。そのほか県内各地の活動にも参加。

平成２５年に八十路を迎え参加日数が９００日（内く

るみ小屋活動４９０日）体力の衰えもあるが、１０００

日を目標に参加してきたが、令和２年腰痛で腰椎分

離になり、充分な活動が困難に参加日数９８７日（内

くるみ小屋活動５４９日）特にくるみ小屋活動は７５ｋ

ｍ程と遠く妻の運転での参加。妻には感謝、永く続

けられたのは仲間と気持よく活動でき妻の支えがあ

ったからで感謝したい。身に余る名誉会員を頂き、こ

れからも機会があれば参加したい。

活動の思い出

・山の幸（蔓、桧の枝、竹など）でクラフト作品を活動

資金にするため、山の幸、採取で山の中をかけめぐる。

・越生ふれあいの里で間伐体験講座の時上田知事

に間伐の手順を紹介した。

・越生ふれあいの里でオークネットの社員、川越工

高、杉戸農高の活動を支援したこと。

仲間と活動で楽しかった事。

くるみ小屋活動で建設のために小屋に泊って歓談。

泊った日数を一部紹介すると平成１７年１９日、１８年

１６日など各地の活動で担当区域を仲間と協力し山

がきれいになった時。

印象に残る活動（くるみ小屋は除く）

越生ふれあいの里　小鹿野で火災の父不見山に植

樹　小川町仙元台　嵐山町トラスト３号　北本自然観

察公園　さいたま見沼区　宝登山の森　長福寺の森

緑の森博物館　自性院の森　寄居町祭典市　ドコモ

の森都幾川　鴻巣市赤城屋敷林　桶川市加納屋敷

林　みどりの募金活動

今後に期待

２４年の活動を通し仲間が

次々と退会し、年代別に見る

と活動当初は年１０－１５回と

いわれたが、活動範囲が広

がり加齢と共に退会者も多い

様に思う？　今後、会員が長

く活動するようにどうしたもの

かと思う。これまで大きな事

故もなく活動できたのは指導

者の安全第一の考えが会員

に伝わったものと思う。これか

らも健康で続けられるよう願う。

クラブの活動拠点であるくるみ小屋で表彰状の伝達を受
ける小田さん

※右ページに続く

表彰者寄稿

会員No.３１７ 菅家征史が、宮城さんの名誉理事就

任にあたり思い出をお寄せ下さいました。

名誉理事就任おめでとうございます。年齢は私と同

年代ですが、当クラブへの入会は宮城さんが早く会

員番号１２５で、私は３１７で、２年位あとの入会で

す。森の中を走る事しか知らなかった私に鋸の使い

方、立木の重心の見方、ロープの結び方、束ね方な

ど厳しく然も楽しく教えていただきました。県民の森

の夏休み教室や企業の家族向けの体験教室で宮

城さん、三田さん、小杉さんで木工教室、玉切り体

験をして家族の方にも喜んでもらいました。越生ふ

れあいの里山が出来、埼玉県と森林管理協定を結

天然の自然薯を掘り起こ
した小田さん



越生ふれあいの里山活動（越生町）
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■6月13日（日）越生・龍ヶ谷の森「A・B地区」　　　　

通路草刈り作業を行う。梅小植栽地、杉戸農高植栽

地の下草刈りと成長した樹木間伐のため選木を行う。

　

■7月11日（日）越生ふれあいの里山「C地区」

金比羅神社登山道を境にしてボランティア小屋迄の

範囲を道路側から上部尾根道へ向かって除伐作業

を行う。道路側は景観整備を重点的に配慮して行

いました。10時の休憩には細金さん差入れの美味し

い西瓜をいただきました。

〈越生ふれあいの里山担当　No.718　片野健一　川越市〉

神泉の森活動（神川町　くるみ小屋）

拠点活動レポート他

「クラブ員の声」欄への投稿を２００字程度でお願

 いします。

  　　

■6月27日（日）雨天中止

■7月4日（日）雨天中止

■8月29日（日）緊急事態宣言中の為活動中止　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈事務局〉

緑の森活動（入間市　緑の森博物館）

■6月20日（日）下草刈り、鎌研ぎ研修　17名参加

■7月18日（日）水道メンテナンス　13名参加

■8月15日（日）緊急事態宣言中の為活動中止　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈事務局〉

び森林活動の拠点となりました。宮城さんは拠点の

リーダーと成り、地元との交流連帯を図るためのふ

れあいの里山クラブ副会長に就任しました。協定地

では企業、学校の森林体験の場所として活用し、明

るくなった林内に間伐材を利用しての六角ベンチづ

くりやハイキング道の橋の架け替えを行いました。六

六角ベンチ周辺ではキンラン、ギンラン、エビネが見

られるようになりました。クラブが新たに取得した龍ヶ

谷の森では一緒に苦労したことがありました。特に１

回目の梅園小学校の生徒の植樹準備が大変でし

た、雨と開削したばかりの赤土の路面を地元の小沢

さんがデルピスを使って苗木運搬しましたが、ぬか

るみ状態になり大変苦労した思い出があります。そ

の時に植えた桜、松、クヌギ、

コナラ等が今は大きくなりまし

たよ。宮城さん、植えた木々が

元気な森となっています！　元

気をもらいに山へ来てくださ

い。＊宮城さんは、現在老人

特有の病と共存されておりま

す。皆様の健康とご活躍を心

より願っておられました。今後

もニュースを通じて皆様とつな

がりを持っていたいとのことで

した。
宮城慶吾さん

■今後会報では折を見てはクラブの活動地の現
　在を紹介していきます。今回は1回目として
　2015年春に植樹された小川町の上古寺の森を
　紹介します。

活動地紹介

おおよそ100ｍ×100ｍの森林です。

植樹されたヒノキの樹高は5～6ｍ位に成長しました。

素材提供：上古寺世話役　平井崇詞
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 会員発言

コロナ禍で

緊急事態宣言が続き、サポータークラブの活動も連

続して中止となり、週末は何をしようかと、週の初め

から考える日々が続いています。一人ではなんとダ

ラダラとした時間を過ごし方をしているかと考えさせ

られます。何といっても暑い日が続くのがやる気をな

くします。サポータークラブの皆で、わいわい言いな

がら活動するのが私には合っています。一人自分を

見つめ直すいい機会だったかもしれません。同居人

からいらないものを処分しろ、そろそろ終活しろと言

われていますが、元気なうちは物を処分できませ

ん。性分でしょうか。私が亡くなった時はサポーター

クラブにでも寄付すればいいと勝手に思っていま

す。クラブメンバーの顔を忘れないうちに、活動が再

開される日を願っています。また、酒も飲みましょう。

顔を忘れないうちに。　　

　　　　　　　　　　　　〈No.522　岡田豊国　東松山市〉

この記事を読まれる頃はもう薪ストーブシーズンに入

っているでしょうか？薪ストーブユーザーにとっては

待ちに待ったシーズン到来です。薪ストーブは煙突

掃除が必須です。一般的には年一回、シーズンが

終わる５月頃かシーズンが始まる１０月頃に行いま

す。薪ストーブ本体の構造、煙突の設置状況、使い

方などによっては、年数回は必要だったり数年に一

回で充分だったりといったケースもあります。掃除の

方法は、屋根に上って煙突の上から下へブラシを入

れるか、室内からストーブ上の煙突を一部外してそこ

から上にブラシを入れるか、２パターンあります。屋

根に上がるのは危険も伴いますが、あますところなく

綺麗に掃除が出来ます。室内からは安全に出きま

すが、煙突トップの部分に煤が残りやすく難がありま

す。又、一直線に延びている煙突は何かと具合が良

いのですが、途中で曲がりのある煙突だと、そこに煤

が付きやすかったり掃除のブラシを通すのに一苦労

あったりもします。煙突掃除を安全に快適にするた

めには、屋根の形態から薪ストーブと煙突の設置場

所まで上手に計画しておく必要があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　〈No.30　木島　浩　寄居町〉

 シリーズ　薪ストーブの魅力と暮らし

第36話『煙突掃除人』

雑木林の昆虫−樹液に集まる華麗な蛾（カトカ

ラ）−

　クヌギは雑木林を代表する木です。特に樹液の出

るクヌギには多くの昆虫が集まります。カブトムシ、ク

ワガタムシやカ

ナ ブ ン な ど の

甲虫、オオムラ

サキやルリタテ

ハ な ど の 蝶 や

スズメバチなど

多 く の 昆 虫 が

樹液を求めて

集まります。そ

こには樹液をめ

ぐってのバトルが展開されることもあります。昆虫愛

好家にとっては絶好の観察・採集ポイントの一つで

す。そんな中で、前翅が木の肌に似ていて、後翅は

鮮やかな赤、オレンジ、黄、青や白の帯が目立つ蛾

がいます（図1）。キシタバあるいはカトカラと呼ぶ蛾

の仲間です。

　カトカラとは現在ではトモエガ科（Erebidae）のトモ

エガ亜科（Erebinae）に属していますが、以前はヤガ

科（Noctuidae）

のシタバガ亜科

（Catocalinae）

の　　　　　　属

に属していまし

た。そのため、

昆虫愛好家は

　　　　　 　属の

蛾を「カトカラ」

と呼んでいます。

日本には32種、埼玉県では23種が確認されていま

す。オニベニシタバ、シロシタバ（図2）、ワモンキシタ

バ、コシロシタバ、キシタバなどが平地から山地の雑

木林などで見られ、街灯や自販機などの灯火に飛

来するものもいます。

　樹液にも集まり、黄色後翅をもつカトカラに似た蛾

がいます。カクモンキシタバがその例です。和名に

「キシタバ」を含むため紛らわしいのですが、カトカラ

には含まれません。

　近くに樹液の出るクヌギなどがあれば観察してみて

ください。興味深いことが見られるかもしれません。

観察にはスズメバチに十分注意してください。

　　　　　　　　　　〈No.722　利根川雅実　さいたま市〉

 シリーズ　森林の不思議

図1　後翅を見せ樹液に集まる
シロシタバ

図2　シロシタバの展翅標本
（築比地英夫氏提供）

Catocala

Catocala
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編集後記

新型コロナ発生から2年近く経過したが一向に収ま

る気配がない。ワクチン接種を済ませた人が多くな

ったとは言え非日常の生活が続き「非日常」が「日

常」になってしまった。本棚の場所ふさぎ？だった文

学全集のまだ読んでない作家作品、遥か昔に読ん

だ作品の読み直し等、思いがけなく得したこともあり

ました。それでも心配なく外の空気を吸い活動出来

る日が待ち遠しい。　　　　　　　（Ｎｏ.646　梶田　力）

◇新型コロナウイルス緊急事態宣言中

今度ばかりは、ただ事ではありません。毎日毎日

感染者の増加や地域拡大も更新中！　打つ手が

ないのだろうか？

＊一斉メールやホームページでこの時期の活動

についてお知らせをしておりますが、サポーター

クラブ員として、一人一人が取組んでいただけな

いとサポータークラブが行う活動自体もまたご家

族や関係者に多大なご迷惑、ご心配をおかけす

ることになります。行動は、慎重に願います。

◇令和３年度下期は好転させたい！

通常活動をしたい！　同感！　普通の生活に戻し

たい！　焼き鳥屋で一杯やりたい！　マスクから

解放されたい！

◇会費及び動力保険の納入のお願い

令和３年度の会費及び動力保険をまだ未納の方

が、数名おられます。年会費 ３千円、動力保険２

千円。よろしくお願いいたします。

◇事務局のファクシミリを撤去

事務局のFＡＸを撤去し、廃止しました。長年使用

しておりました機器の経年劣化？で、送受信がで

きなくなりました。使用状況は、主に活動参加申

込票の受信と不要な広告の受信です。今後の事

務局への連絡方法は、電話（月水金曜）、メール

等に限らせていただきます。

電話： ０４８-８１４-２７７０

メールアドレス： ｉｎｆｏ＠sｈｉｎｒｉｎ-sｕｐｐｏｒｔｅｒ．ｏｒｇ

事務局の連絡時には必ず、会員番号とお名前を

入て下さい。

◇クラブの名刺をお持ちの方へ

事務局のFＡＸ廃止に伴い、ＦＡＸ番号を二重線

で、消して下さい。

◇ＪＡバンクさんより御寄付！

今年も力強いご支援を頂きました。さいたまの森

づくり活動に活用させていただきます。ありがとう

ございました。

◇チェーンソー及び刈払機講習会

当クラブでは実施していない動力講習会を埼玉

県木材協会で、実施しております。日時のご案内

をしますが、詳細は、協会へお問い合わせください。

開催予定日　11月１１日、１８、１９日の3日間（講

習会は３日間出席しないと修了証は、もらえませ

ん）　尚、刈払い機の講習は、終了しております。

■令和3年6月5日に開催された令和3年度の総会

で以下の方が役員に任命されました。

  ■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

事務局からのお知らせ他

※理事・監事職務分担表及び各活動地とその世話
　役及び連絡担当世話役のリストは別紙でご案内
　します。

役　員 会員番号 氏　　名 備　考

1 理　事 668 霜触　賢 会　  長

2 理　事 654 沢田　正 副 会 長

3 理　事 368 星　直次郎 副 会 長

4 理　事 718 片野　健一 副 会 長

5 理　事 522 岡田　豊国 副 会 長

6 理　事 660 小室　正人 専務理事

7 理　事 101 北村　博 相 談 役

8 理　事 646 梶田　力 相 談 役

9 理　事 317 菅家　征史 相 談 役

10 理　事 30 木島　浩

11 理　事 82 香取　由美

12 理　事 427 伊東　喜尋

13 理　事 160 小坂　博美

14 理　事 242 古川　ちえ子

15 理　事 695 樽石　亜由美

16 理　事 707 菅谷　榮

17 理　事 749 岡田　了

18 理　事 784 平井　崇詞

19 理　事 790 山根　義之

20 理　事 706 藤井　俊文

監　事 703 町田　勝三 監　査

監　事 391 大島　康行 監　査

令 和 ３ 年 度  役　員　名　簿　
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■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

　<事務局開設日：月・水・金>１０時～１５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
　

   

■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　了）

※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

  加する時や申込んだが当日欠席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。

月　日 フィールド名 活 動 内 容 集  合  場  所
10月2日  土 鴻巣市赤城　屋敷林 林内整備 鴻巣市赤城７６５

10月3日  日 ときがわの森 間伐 ときがわ町関堀１４８－１　せせらぎホール駐車場

10月10日  日 越生ふれあいの里山 オークネット準備、除伐山林整備 虚空蔵尊　越生町上野２２６０　先を右折　さくら公園駐車場

10月16日  土 越生ふれあいの里山 オークネット森林体験支援、募集せず 虚空蔵尊　越生町上野２２６０　先を右折　さくら公園駐車場

10月17日  日 くるみ小屋 林内整備 神川町大字上阿久原　くるみ小屋

10月17日  日 笠幡の森 下草刈り 川越市笠幡１９５３　林内通路脇

10月23日  土 鷹ノ巣の森 下草刈り 小川町鷹巣６８０　鷹ノ巣の森現地

10月23日  土 越生ふれあいの里山 オークネット予備日 虚空蔵尊　越生町上野２２６０　先を右折　さくら公園駐車場

10月24日  日 緑の森博物館 下刈り 入間市宮寺８８９－１　緑の森博物館

10月30日  土 黒山の森 除伐・間伐 越生町黒山７７１　黒山の森　現地

10月31日  日 ときがわの森 間伐 ときがわ町関堀１４８－１　せせらぎホール駐車場

11月6日  土 桶川市　屋敷林 林内整備 桶川市加納４３６

11月7日  日 龍ヶ谷の森 通路草刈り植栽地整備 越生町大字大満２５７　大満農村広場

11月13日  土 笠幡の森 下草刈り及び倒木処理 川越市笠幡１９５３　林内通路脇

11月14日  日 滝ノ入の森 間伐 毛呂山町滝ノ入５８５　ゆずの里オートキャンプ場先２km現地

11月20日  土 長福寺 下草刈り 小川町飯田８７０　長福寺駐車場

11月21日  日 くるみ小屋 林内整備 神川町大字上阿久原　くるみ小屋

11月23日  火 黒山の森 除伐・間伐 越生町黒山７７１　黒山の森　現地

11月27日  土 浄国寺の森 林内整備 さいたま市岩槻区加倉1-25-2　☎048-756-3901

11月28日  日 緑の森博物館 下刈り　落ち葉掃き準備 所沢市糀谷７８　八幡神社

11月30日  火 梅園小５年生間伐体験 間伐体験　 世界無名戦士の墓公園

12月1日  水 梅園小５年生間伐体験 間伐体験　予備日 世界無名戦士の墓公園

12月4日  土 鷹ノ巣の森 林内整備 小川町鷹巣６８０　鷹ノ巣の森　現地

12月5日  日 ときがわの森 間伐 ときがわ町関堀１４８－１　せせらぎホール駐車場

12月11日  土 滝ノ入の森 間伐 毛呂山町滝ノ入５８５　ゆずの里オートキャンプ場先２km現地

12月12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　先を右折　さくら公園駐車場

12月18日  土 黒山の森 除伐・間伐 越生町黒山７７１　黒山の森　現地

12月19日  日 くるみ小屋 林内整備 神川町大字上阿久原　くるみ小屋

12月19日  日 緑の森博物館 落ち葉掃き 所沢市糀谷７８　八幡神社

12月25日  土 緑の森博物館 落ち葉掃き　予備日 所沢市糀谷７８　八幡神社

1月3日  月 くるみ小屋 安全祈願 神川町大字上阿久原　くるみ小屋

1月4日  火 緑の森博物館 安全祈願 所沢市糀谷７８　八幡神社

1月9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　先を右折　さくら公園駐車場

1月15日  土 笠幡の森 下草刈り及び倒木処理 川越市笠幡１９５３　林内通路脇

1月16日  日 くるみ小屋 林内整備 神川町大字上阿久原　くるみ小屋

1月22日  土 江戸屋弘東園 落ち葉掃き 三芳町上富1388-3　江戸屋弘東園の前　駐車場

1月23日  日 緑の森博物館 間伐・除伐 所沢市糀谷７８　八幡神社

1月29日  土 江戸屋弘東園 落ち葉掃き　予備日 三芳町上富1388-3　江戸屋弘東園の前　駐車場


