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　あけましておめでとうござ

います。

  埼玉森林サポータークラ

ブの会員の皆様におかれ

ましては穏やかな新年を迎

えられた事と存じます。本

年が皆様そしてご家族にと

りまして健やかな年になりま

すようご祈念申し上げま

す。また会員皆様や日頃サポータークラブの活動に

対しご支援、ご協力をいただいております関係各位

にあらためまして感謝申し上げます。

　昨年はコロナ禍の影響によりなかなか思うような活

動ができず、クラブ員も切歯扼腕の状態でした。し

かしながら、活動が休止している間もフィールドの状

況調査や最低限の維持のため汗を流してくれた世

話役や有志の方々には感謝申し上げます。

緊急事態宣言が９月末で解除され１０月からようやく

本来の活動が出来るようになりました。活動再開後

も従来どおり行ってきた感染予防対策を徹底し、会

員の殆どの方がワクチン接種を受けたこともあり、幸

いにも現在までコロナ感染者の発生の報告はありま

せん。

　しかしながら、新型コロナウイルス変異株の発生

や、感染第６波の懸念もあり、まだまだ油断は出来

ない状況ではあります。まだまだ暫らくは、今の感染

予防対策を徹底していきたいと思います。

　昨年秋から新しい試みとして「活動フィールドの現

状と今後の活動方針の検討」という研修を始めまし

た。ただ漫然と参加するだけではなく、フィールドの

歴史や現状、問題点や将来展望を共通認識として

持ち、モチベーションを高めようという企画です。担

当世話役の緻密な資料や情報収集、パワーポイント

を駆使した発表、それに対する会員の活発な意見

があり、第一回はなかなかの盛況でした。2月に第二

回が予定されています。各フィールドの状況を知り、

またクラブ員相互の理解を深めるまたとない機会で

すので多くの人、特に比較的最近入会された方に

はクラブを良く知る絶好の機会ですので是非参加を

していただきたいと思います。

　最近の傾向として、事前に世話役から予定当日の

作業の内容や必要道具、諸注意がメールで送られ

るようになりました。とてもありがたいことだと思いま

す。これによって不必要な道具を持つことも減り、現

場の人員配置や行動もスムースに行えていると思い

ます。世話役さんは事前調査や計画づくりも含めて

ご苦労をかけますが、今後もよろしくお願いします。

新しい会員の方の参加が続いています。近年にな

い事であります。既存会員、特にベテランの方々は

積極的に新人の方とのコミュニケーションを取って

頂けるようお願い致します。　　　　　　　　　　　　　 　                              

　近年、SDGs（持続可能な開発目標）という国際的

目標が大きく取り上げられるようになっていることは、

皆様良くご存じのことと思います。その１５番目の目

標は、「陸の豊かさも守ろう」であり、その中に「森林

の持続可能な経営の実施」「森林減少の防止」「劣

化した森林の回復」など森林に関する目標が含まれ

ています。

  しかし、日本の哲学界の巨人梅原猛は３０年も前に

「森の思想が人類を救う」の著書の中で深刻な今世

紀の環境破壊から人類が生き残るためには、森林

の大切さを訴えていました。“今のままの状態が続い

たなら、遠からぬ将来、人類は確実に滅びざるを得

ない。その原因は、環境破壊である。”と警告をして

いました、そして、森の循環、再生の思想こそ人類

にとって大事だと言っておりました。まさに、偉大な

慧眼であります。また小学生の社会科教科書でも森

林は単に「林業」ではなく、「森林環境教育」として大

きく扱われる様に改定されています。

　いずれにしましても、これから、ますます森林ボラ

ンティアの役割が注目されることになりそうです。私

たちの活動がたとえ微々たるものであっても社会に

貢献していることは間違いありません。子どもや孫に

胸を張って言える活動です。この気概を持ち続けて

今年も「安全」に「楽しく」活動して行きましょう。

　「山を元気に　山で元気に　」を合言葉に。

埼玉森林サポータークラブとは！  会長　霜触　賢
「新しい年を迎えて」　会長　霜触　賢



　

　　

２

活動記録（2021年月・月・月）

　
　　

 自 然 の た よ り(56) コクランをご存知ですか 

　コクランは花が黒っぽいランで、埼玉県の絶滅危惧種Ⅰ

A（CR）で最も高いランクにあります。さらに「埼玉県希少

野生動植物の種の保護に関する条例」に指定されてお

り、強い保護が要請されています。この条例にかかるのは

ムサシトミヨ、アカハライモリなど22種ほどの動植物です。

これらを移動、捕獲するには県への届出が必要になり、違

反すると罰金もありますので自然分野ではかなり厳しい条

例でしょう。坂戸市ではコクランの群生地が見つかったこと

で、山林を伐採しての太陽光発電事業が取りやめになっ

た例もあります。

　このコクランが越生町のサポータークラブの活動地周辺

にもありますので、活動の際は誤って踏みつけたり、刈り

払ったりしないよう十分ご注意ください。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈No.647　賀登　環　　川越市〉

コクラン　花穂が残っている
10/2に撮影、冬でも緑の葉

コクランンの花　
インターネット画像より

月　日 曜日 フィールド 内容 参加数
9月5日 日曜日 高谷の森　　 下草刈り（中止） 0
9月5日 日曜日 カタクリの里　　 下刈り（中止） 0
9月12日 日曜日 越生ふれあいの里山　　 植栽地下草刈り整備（中止） 0
9月18日 土曜日 宝登山の森 下草刈り（中止） 0
9月19日 日曜日 くるみ小屋　　 林内整備（中止） 0
9月19日 日曜日 高谷の森　　 下草刈り 7
9月23日 木曜日 さいたま市市民活動支援センター 理事会 14
9月25日 土曜日 笠幡の森　　 下草刈り 8
9月26日 日曜日 緑の森博物館　　 下刈り（中止） 0
9月26日 日曜日 越生ふれあいの里山　　 オークネット準備 0
10月2日 土曜日 鴻巣市赤城　屋敷林 下草刈り 18
10月3日 日曜日 ときがわの森 間伐 10
10月6日 水曜日 宝登山の森 下草刈り 9
10月9日 土曜日 高谷の森　 下草刈り 9

10月10日 日曜日 越生ふれあいの里山　　 除伐山林整備 15
10月16日 土曜日 越生ふれあいの里山　　 オークネット 43
10月17日 日曜日 くるみ小屋　　 林内整備 17
10月17日 日曜日 笠幡の森　　 下草刈り（中止） 0
10月23日 土曜日 鷹ノ巣の森　　 下草刈り 8
10月24日 日曜日 緑の森博物館　　 下刈り 20
10月30日 土曜日 黒山の森 除伐・間伐 13
10月31日 日曜日 ときがわの森 間伐 23
11月6日 土曜日 桶川市屋敷林 間伐 18
11月7日 日曜日 龍ヶ谷の森 通路草刈り植栽地準備 13

11月13日 土曜日 笠幡の森　　 下草刈り及び倒木処理 19
11月14日 日曜日 滝ノ入の森 間伐 14
11月20日 土曜日 長福寺の森 下草刈り 13
11月21日 日曜日 くるみ小屋　　 林内整備 12
11月23日 火曜日 黒山の森 除伐・間伐 14
11月27日 土曜日 岩槻　浄国寺の森 林内整備 14
11月28日 日曜日 緑の森博物館　　 下刈り 15
11月30日 火曜日 越生ふれあいの里山　　 梅園小　間伐体験 28
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■10月31日（日）ときがわ町「ときがわの森」

今回はじめての活動で、初心者向けの講習会もあ

るということで、間伐作業に参加させて頂きました。

まず、現場に行くまでの道にも迷ってしまい、朝から

戸惑っていましたが、開始ミーティングで作業概要

をお聞きしどうにか落ち着きました。私はⅣ班に編

入していただき、作業前に間伐の意義やその重要

性、またテクニカルな面では作業時の危険性などの

説明を頂きました。その際、傷害保険の中で林業の

保険が一番掛け金が高く、危険な業種であることを

お聞きし、身が引き締まる思いでした。実作業で

は、参加者一人当たり一本づつ伐木することができ

ましたが受け口と追い口を平行にできなかったり、

つるの左右のバランスが悪かったりと、なかなかてこ

ずりました。ロープを数人で引っ張って伐倒できた

時はやはり達成感を感じることができました。作業の

合間には、鋸や鉈の種類や使い方などの説明をい

ただき専門的なお話しで非常にためになりました。

帰り際に伐倒してきた場所を振り返ると、日が差し

込んでいて充実感を感じました。次回も是非参加し

たいと思っています。

　　　　　　　　　　〈No.812　新井泰博　ふじみ野市〉

　　　

㈱オークネット支援　創立35周年記念植樹

2年ぶりの㈱オークネット参加者は、密を避けるため

2020年度と2021年度入社を中心に28名。開会式で

は、まず社長の藤崎様より越生の里山で森づくりを

始めてから16年が経つこと、山での作業には危険が

伴うことなどを「ガチで！」と力強くご挨拶いただき、

それを受けて霜触会長からは、作業の説明と安全第

一に行いましょう「マジで！」という挨拶がありました。

虚空蔵尊前の階段から現場に向かう途中、「結構な

山登りだね・・・」という声も聞こえましたが、登り切っ

たところでは遠くに見える山や建物の名前を確かめ

合う余裕も出ていました。作業は、倒す方向に受け

口が向いているか、ノコギリが水平に入っているかな

ど仲間同士で相談できたので、コロナ禍で直接の交

流が減っている中、良い機会だったようです。昼食

後、ヤマザクラ３本の植樹を行い、㈱オークネット創

立35周年記念の案内板前で記念撮影し、セレモニ

ーは和やかな雰囲気でした。閉会式は「森づくり活

動を年に２－３回に増やす案も出ている」と締めくくら

れました。　　　　〈No.695　樽石亜由美　東村山市〉

■10月17日（日）川越市「笠幡の森」■10月16日（土）越生町「オークネットの

　活動」
タイトル:「地球温暖化防止と花粉の少ない森づく

り」（オークネット社寄稿）

2021年10月16日（土）、埼玉県越生町にある越生ふ

れあいの里山「オークネットの森」で、入社１、２年目

の若手社員を中心に約３０人が参加し活動を行いま

した。昨年はコロナ禍のため中止していたので、２年

ぶりの実施となりました。当日はＮＰＯ法人埼玉森林

サポータークラブ様の指導の下、班ごとに間伐や除

伐のフィールドワークを体験させて頂きました。また、

昨年実施できなかった「創業３５周年記念セレモニ

ー」として、オオヤマザクラの苗木を３本植樹させて

頂きました。開会式で当社社長は、「2005年からサポ

ータークラブの皆様と共に活動に取り組んで参りまし

た、これからも継続させて頂きたい」と活動の継続に

ついて話をさせて頂きました。参加した入社２年目社

員は、「社会人になってコロナもあり、自然と触れ合う

機会が減っていたので良い気分転換になった。これ

まで縁がなかった森づくり活動について学ぶきっか

けにもなった」と普段と違う体験が出来たことを喜ん

でいました。

本日の笠幡の森の作業は、通称桧地区（市道側）の

アズマネザサを中心にした下草刈りでした。刈払機

使用者１０名、手作業３名での作業でした。動力班

は県道側と一番奥側、林地の境界側の３方向から

作業を行いました。手作業班は、道路まで飛散した

草を林内に掻き入れと残置植物のツボ刈りでした。

作業前の注意事項は、ヒサカキ、アズマネザサ以外

は残置植物として残すことでしたので、動力班の方

は慎重な作業を行いました。作業中、近所の住民の

方が、私のところまで来て「助かります。有難うござ

いました」とお礼を言いに来てくれました。終わりのミ

ーテイングでこのことを参加者に報告したところ、こ

の現場は近所の住民の感謝の言葉が伝わるのでや

りがいがあるねと嬉しそうでした。弁当持参の方は、

ソーシャルディスタンスをとっての昼食でした。

　　　　　　　　　　　〈Ｎo.１６０　小坂　博美　川越市〉
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■11月27日（土）さいたま市「浄国寺での
活動」
2020年9月に活動体験後、同年10月に入会させて頂き

ました。コロナ渦での活動自粛もあり活動に参加出来

る機会は減っていますが、それでも月に1回または2回

を目標に無理のない範囲で参加させて頂いておりま

す。出社制限により在宅勤務が増え、考える時間も増

えぼんやりと考えていたボランティア、それも自然を相

手にしたボランティアに参加してみようと思い入会しま

した。慣れないノコギリでの作業や下草刈り、そして苦

手な虫に苦戦しつつ、普段のデスクワークとは異なる

筋肉や頭を使うためか、いい意味での気分転換になっ

ています。朝が早いのが正直辛いところではあります

が、いつかチェーンソーも使えるよう息長くのんびり続

けていければと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　〈No.808　松原義典　朝霞市〉

クラブ員9名　5年生12名参加。10時半から12時準備。

13時45分児童到着。霜触会長の講義後、3班に分か

れ15時迄作業。今回ヒヤリとさせられる場面が有りまし

た。数年前にもそんな経験があり、クラブ員からは現地

が道路沿いで活動エリアが狭い等の声が。ここ数年ク

ラブ員の参加が少なく各班児童4名にクラブ員3名で安

全を考えるとギリギリの状態に、子供たちに何事もなく

終了出来ましたが、来年度は余裕のある体勢で臨み

たいと考えます、皆様どうぞご協力のほどよろしくお願

い致します。　　　　　　　〈No.630　鈴木久代　越生町〉

■11月6日（土）桶川市での活動
「ここでの活動は、今年で16年目になります」という世

話役さんの挨拶で開会した。市の指定保存林で、屋敷

を取り囲む杉林と竹林とである。18人が参加。刈払機

による林内草刈6名、チェンソーでの孟宗竹間伐10名

植栽木手入れ2名。8時頃から作業開始。昼に終了し

た。林間も竹林もすっきりした。10時のお茶と昼ご飯

は、参加者の密かな楽しみで、少年の頃の遠足気分

に浸れる。閉会式で、「3年前にフェンス沿いに植えた

山茶花」が、今年たくさん花芽を出して、花の咲くのが

楽しみですとの地主さんのご挨拶があった。3年前に

皆で植えた木々は徐々に背丈を伸ばしている。この屋

敷林の将来の夢を地主さんはどう描いているのだろう

とふと思った。　　　　　　〈No.741　若尾久一　日高市〉

　　　

■14日（日）毛呂山町「滝ノ入での活動」
毛呂山滝ノ入の森にて間伐作業を行う。難度の高い

現場。現場まで徒歩15分程度。急登あり、会話が途切

れる心拍数に。現場に着くとまず小休止。無理をしな

い所がクラブのいい所。間伐（伐倒）作業はやり甲斐が

大きいが、危険も伴う。倒す方向、かかり木について班

で話し合う。先輩達はリラックスした雰囲気で冗談を言

いながら。切って倒す場になると、緊張感が高まる。だ

から一本調子で無く上手く会話で変化を入れている。

さすが先輩達。我が岡田さんの班は9本伐倒。他班も

不思議ながら同じ位。緊張感と笑いと、心地良い疲れ

の後に終了。成果は大切だが、安全を最重要として捉

えている経験者が多い所が、初心者からはとても心強

く、また参加したいと思いました。

　　　　　　　　　　　　　　　〈No.806　熊谷政樹　練馬区〉

■11月30（火）梅園小学校5年生間伐作業
　支援
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「クラブ員の声」欄への投稿を２００字程度でお願

 いします。

越生ふれあいの里山活動（越生町）

■10月10日（日）オークネット森づくり活動支援の準備

作業を越生ふれあいの里山「A地区」と記念植樹予定

地周辺で実施する。予定地は尾根道脇の見晴らしの

良い場所となっています。

■10月16日（日）オークネット森づくり活動支援を行う。

オークネット新入社員22名の研修を兼ねた森づくり活

動と会社創立35周年記念植樹を行いました。コロナウ

イルスの抗原検査を実施し感染防止対策を取りまし

た。

■11月7日（日）越生・龍ヶ谷の森「A地区、B地区」の

通路今年2回目草刈りを実施する。両地区とも植栽木

は順調に生育しております。

■11月30日（火）越生町・梅園小間伐体験の支援を実

施する。5年生12名参加、3班に分かれて間伐知識の

講義と間伐は各班1本の伐木を体験する。

10月10日　オークネット準備　

  ＜記念植樹地のベンチで＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11月7日　龍ヶ谷の森 ＜A地区草刈り＞

〈越生ふれあいの里山担当　№718　片野健一　川越市>

拠点活動レポート

2021秋のくるみ小屋

10月は地元固有種の枝豆の収穫、鞘もぎ作業を地元

の方も一緒に行いました。怖いくらいたっぷりの枝豆を

お土産にいただきました。11月は嘉村さんを棟梁に下

の駐車場の崖側に間伐材でガードレールを設置しまし

た。これで安心して車を駐車できます。ところで、くるみ

小屋では有志で「Gウッドクラブ」を立ち上げました。生

の木を使ってのクラフト作りです。木のことや刃物のこと

などを勉強しつつ、自ら作品を作っていこうというもの

です。興味のある方は是非ご参加ください。木彫の達

人田山さんが世話役でトレーナーです。ちなみに第1

回を11月20日に行い、バターナイフやククサを作りました。

　　　　　　〈クルミ小屋担当　№82　香取由美　川口市〉

　

　　

間伐材でガードレール

Gウッドクラブ
ククサ（製作中）

Gウッドクラブ
バターナイフ（完成）

緑の森活動（入間市　緑の森博物館）

■10月24日(日）　八幡神社駐車場に集合し、動力班

はL・M地区の下草刈り、除伐を行い、尾根沿い遊歩道

の両側がスッキリしました。手刈り班は隣接する植樹地

のツボ刈りや、伸び放題の下草刈りを進めました。

■11月28日（日）　例年行っている地元の落ち葉掃き

活動の準備で、紅（黄）葉の綺麗な雑木林の下刈り、

枯損木の伐倒を行いました。八幡湿地保存会の会長

さんから近況報告ご挨拶を頂きました。

　　　〈緑の森博物館担当　№768　武藤光盛　所沢市〉

朝の朝礼風景

神泉の森活動（神川町　くるみ小屋）



　
連載記事
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 会員発言

「オオスズメバチにやられました」冬に蜂の話でもあり

ませんが・・・。越生で選木作業中に別のクラブ員と

共に襲われ、夫々数ヶ所を刺されました。その教訓

を“他山の石”として来夏に生かしていただければ幸

いです。

教訓の１　ヤブやボサ、古い玉切り材の近辺に近づ

くときは長い棒で探ってみる、偵察蜂が飛んでいな

いか確認する。我々はいきなりテリトリーに踏み込ん

だようです。／教訓の２　蜂の活動時期は「ポイズン

リムーバー」を各自が必携する。自分だけではなく仲

間が被害を受けた時に援助できます。／教訓の３　

刺された毒を洗い流すために、給水用とは別に水を

必携すべき。／教訓の4　単独行動は避け、必ず２～

3名で行動する。／教訓の5　病院にかかることもあり

健康保険証は持参する。無いと、病院でエライ金額

を取られます。後で精算は出来ますが・・面倒です。

今回は全くの油断と不注意から起きたことです。慎

重な行動が必要と痛感し反省をいたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　〈№668　霜触　賢　川越市〉

最近キャンプが人気で、キャンプ用に薪がよく売れ

ているそうです。通常薪割には斧を使います。（エン

ジン式の薪割り機を使えばアッという間に薪が出来

てしまいますが高価なので・・）僕自身、汗をかいて

斧を振って薪を割り続けて２７年になります。武道に

は「千日（３年）をもって初心とし、万日（３０年）をもっ

て極みとす」という言葉がありますが、そうするとあと３

年で薪割を極められるようになるのかも知れませ

ん？チェーンソーや刈払機と同様、斧の使い方にも

安全のための基本があります。両手で柄を持って頭

上に振り上げて薪めがけて斧を振り下ろす時、膝や

腕を上手に使って薪に対して垂直に真っすぐ斧を

落とすようにします。イメージとしては地球を割るよう

なつもりで、例えるなら杵で餅をつくのと同じような感

じでしょうか。振り回すのではなく斧の自重を利用し

て振り落とす感じです。野球

やゴルフのスイングのように

回転運動で振り廻すと、斧が

自分の足元に戻って来てしま

うので危険です。万が一の安

全対策として、足を肩幅より

やや広く構えて斧が来てしま

っても足に当たらないように、

股下を空けておくのが薪割の

基本のフォームになります。

まずは千日お試し下さい？　

　　〈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37話『薪割万日』

雑木林の昆虫−冬に見られる蝶　ムラサキツバメ−

　昆虫採集というと夏というイメージが強いと思いま

すが、実は一年中、昆虫の観察はできます。関東地

方の冬は「赤城おろし」など「からっ風」が吹くため、

晴れが多くても寒い日が続きます。しかし、雑木林や

屋敷林で風が遮られた陽のあたる場所では、越冬し

ていた昆虫が見られます。

　蝶ではムラサキシジミ（図1）やウラギンシジミ（図2）

などが梢で飛翔したり、笹の葉などで翅を広げて陽

を浴びている姿を目にすることがあります。

　最近では温暖化の影響か、

12月から1月、2月まで、特に風

の無い日には見られるようで

す。ムラサキシジミはオスの翅

が紫色の金属光沢をしている

のでキラキラ輝いて見えます。

ムラサキシジミに似て、やや大き

く尾状突起を持つムラサキツバメ

（図3）を目にすることがあります。

　ムラサキツバメは翅を開いた長さが約3.5〜4cmで、

チョウ目シジミチョウ科に属します。1980年代までは

近畿地方以西にしか生息していませんでした。1996

年に神奈川県で記録され、2000年には埼玉県、

2001年には福島県まで分布を広げ、勢力を拡大し

ています。

　ムラサキツバメは幼虫がブナ科のマテバシイを食

樹としています。マテバシイは琉球・九州・対馬の暖

帯から亜熱帯が固有の分布のようですが、本州・四

国の温暖な地域では古くから建築材、薪炭林、庭

木、防風林や食用種子として植栽されています。

　風のない暖かい冬、マテバシイを探しに雑木林や

寺社林を散策して見ませんか！紫色に輝くムラサキ

ツバメやムラサキシジミ、翅の裏側が銀色に輝くウラ

ギンシジミなどの昆虫に会えるかもしれません。

(標本写真提供：築比地秀夫氏）

　　　　　　　　　　〈No.722　利根川雅実　さいたま市〉

 シリーズ　森林の不思議

図1　ムラサキシジミ（2016年12月9日）

図2　ウラギンシジミ
（2016年12月10日）

図3　ムラサキツバメ（2016年12月8日）
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編集後記

「会員発言」コーナーの活用を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　霜触　賢

サポータークラブニュースは大事なコミュニケーショ

ン・ツールです。つまり、お互いに持っている情報を

積極的に共有し合う場です。「こんな優れものの道

具をみつけた」「ためになるこんな情報をみつけた」

「こんな道具を作ってみました」「森に関する面白い

本、記述があった」・・・などなど。他の会員さんにも

知ってもらいたい情報を「会員発言」にお寄せくださ

い。私の最近の経験では北村さんの『安全運転のた

めに車のエアコンの内気外気を有効に切り換えて

眠気を防止する』話は“なるほど、ガッテン、そうだっ

たのか”と目から鱗ものでした。また、沢田さんの刈

払機に『ジズライザー』を装着した効果の話など大変

◇全面解除！  対策は継続しましょう

新型コロナウイルス緊急事態宣言中最初の月

は、昨年２月１名の感染者その年の１２月には、

６千名弱となりピークはこの８月４万４千名強に達

した。が９月には、一気に９百名台、先月には、驚

きモモノキ何と１８２名。

＊活動は、検温、マスク、ハンドマイクを使用し、

うつらない！ うつさない！を継続しましょう！

◇新会員のご紹介

　　８２１ 中東 拓 (ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾀｸ）さん 　ふじみ野市

　　８２２ 八鍬　政和 (ﾔｸﾜ ﾏｻｶｽﾞ)さん  熊谷市

　　2名の方が入会されました。　皆様、よろしく　　

　　お願い致します。

◇チェーンソーを使用されている方へ

先日、ホームセンターを徘徊していましたら、目に

留まったのが“水溶性チェーン・オイル”。作業着

に付着した油が簡単に落ちる！？ご使用中の方

がおられましたら、情報の発信をお願い致します。

◇事務局のFＡＸを廃止しました

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。

*事務局の連絡時には必ず、会員番号とお名前

を入れて下さい。

　　　・電話０４８-８１４-２７７０

      ・メールアドレス：info＠shinrin-supporter.org

  ■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

2007年に私が香取さんから編集長を引き継いでから

14年。年4回会報を作成し延べ56号発行しました。

レベルの高い会報を作る事でクラブの品格を向上さ

せ、ひいてはクラブ員及び関係各位のクラブに対す

る意識を変えたいとの思いで編集を行ってきました。

その思いが遂げられたのかと言うとまだ途上だという

気がします。これからも一層レベルの高い会報の作

成を目指していきたいと思います。会報は会員相互

の数少ないコミュニケーションツールです。会員の皆

さんも会の一層の発展の為、傍観者であることを止

め積極的に会報へ寄稿して下さるようお願いします。

〇〇さん！　木を伐るだけでなく会報への寄稿も宜

しくお願いしますよ！　　　　　　（Ｎｏ.654　沢田　正）

参考になり、早速買い求めました。皆さんもいろいろ

な情報をお持ちのことと思います。「こんな話は笑わ

れてしまうんじゃないか？」などとビビらないで「会員

発言」コーナーにどしどしお寄せください。コーナー

の名前も”情報交換コーナー”とでも変えましょうか。

■会報では折を見てはクラブの活動地の現在を
　紹介しています。今回は2回目として2012年
　春に植樹された小川町の鷹巣の森を紹介します。

雑木林を皆伐
して広葉樹を
植樹した森で
す。９年間で
見事な森にな
りました。

活動地紹介

写真提供：鷹巣世話役　木島　浩
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拠点フィールドのご案内

活動スケジュール（2022年1月・2月・3月・4月)

http://www.shinrin-supporter.org/

８

 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　２０２２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

　<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

　　　　・武藤光盛）

※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！直前の当日欠席は世話役まで連絡を！

※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　曜日 フィールド 活 動 内 容 集  合  場  所
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 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19日  水 世界無名戦士の墓公園 梅園小　支援活動 越生町大観山頂上世界無名戦士の墓公園駐車場
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
2月1日  火 世界無名戦士の墓公園 梅園小　支援活動（予備日） 越生町大観山頂上世界無名戦士の墓公園駐車場
2月6日  日 埼玉教育会館2F201室 活動地の紹介（上古寺ほか） さいたま市浦和区高砂3－12－24（事務局の近く）

2月13日  日 越生ふれあいの里山 間伐・除伐 越生町上野２２６０先を右折さくら公園駐車場
2月20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
2月27日  日 緑の森博物館 間伐・除伐 所沢市糀谷７８　八幡神社
3月13日  日 ときがわの森 間伐・除伐・手鋸研修 ときがわ町関堀１４８－１　せせらぎホール駐車場
3月19日  土 笠幡の森 下草刈り・倒木処理 川越市笠幡１９５３　林内通路脇
3月20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
3月20日  日 越生ふれあいの里山 間伐・除伐 越生町上野２２６０先を右折さくら公園駐車場
3月27日  日 緑の森博物館 間伐・除伐 所沢市糀谷７８　八幡神社
4月10日  日 越生ふれあいの里山 間伐・除伐 越生町上野２２６０先を右折さくら公園駐車場
4月17日  日 くるみ小屋 林道整備 神川町大字上阿久原　くるみ小屋
4月23日  土 （仮）越生ふれあいの里山 オークネット森づくり支援 越生町上野２２６０先を右折さくら公園駐車場
4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


