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埼玉森林サポータークラブとは！ 会長
「令和４年度通常総会開催」
時折降る激しい雨の中、6月11日(土)に埼玉会館
７B会議室(さいたま市浦和区)において「令和４年
度通常総会」が開催されました。岡田(豊)副会長
の開会の言葉、霜触会長の挨拶（以下のとおり）
に続き議事へと進みました。議長に霜触会長、議
事内容を小室専務が説明、以下２議案を審議し
たところ２議案ともに満場一致で承認され、片野
副会長の閉会の言葉で終了となりました。【出席
総数：106名（当日出席者26名、委任状80名）】
会長挨拶＝令和４
年度第２１回の通常
総会の開催に当た
りご挨拶申し上げま
す。日頃、会員の皆
様にはサポーター
クラブの活動に対
し、ご理解とご協力
をいただき感謝申し
上げます。また世話役の方々には、事前の下見、
作業計画の作成、クラブ員とのコミュニケーション
や外部との折衝など幅広いフィールドの維持管理
に努力して頂きありがとうございます。さて、昨年
度の活動状況は資料にございますので細かくは
省きますが、活動計画の約35％が中止になりまし
た。いうまでもありませんがコロナ禍による活動自
粛によるものが殆どです。しかし、コロナ禍のもと
での作業において、クラブ員の感染対策のおか
げで活動中の感染やクラスターの発生が無かっ
たことに対しては、大変ありがたく御礼を申し上げ
ます。感染状況は落ち着いてきたかに見えます
が、朝の検温、体調チェック、ミーティング、昼食
時などで密を避けるといった感染対策は今しばら
く続けていきたいと思いますので、ご協力をお願
い致します。さて、4月からすでに新年度が始まっ
ておりますが、新年度にあたっての考え方は前号
のクラブニュースに書いておりますので割愛いた
します。大事なことは、クラブの大きな目標である

霜触 賢

豊かな森林を次世代に継承することです。
人がその地道な活動に楽しみを見出して活動を
続けていくことだと思います。今年度も「山を元気
に・山で元気に」を胸に刻んで楽しく安全に活動
していきましょう。
会長 霜触 賢
『議

事』

第１号議案 ：令和３年度事業報告及び決算につ

いて
事業報告：事業実施回数６７回・参加人数：５８６人
決算報告・・・経常収益：2,335,105円
【内訳：会費436,000、寄付金：258,400、助成金等
1,580,000(含未収金180,000)、その他収益
60,705】
経常費用：2,483,406円
【内訳：事業費2,060,172、管理費423,234】
当期正味財産増減額：△148,301円
前期繰越正味財産額：1,217,429円
次期繰越正味財産額：1,069,128円
第２号議案 ：令和４年度事業計画及び予算につ
いて
事業計画・・・実施予定回数：９０回
予 算・・・経常収益：3,000,000円
経常費用：3,000,000円
当期正味財産増減額：
0円
前期繰越正味財産額：1,069,128円
次期繰越正味財産額：1,069,128円
この後、事務局近くの会場で懇親会を実施したと
ころ１８名の参加があり、久しぶりの酒席を楽しみ
ました。
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自 然 の た よ り(58) エゴノキ
エゴノキはエゴノキ科の落葉中高木で雑木林には普通にあります。実を口にすると「えぐい」ことからの名
前です。この木は実に多様な側面をもっていて面白い木です。まず5月中頃から白い下向きの花をたわわ
に咲かせます。木の下の地面が白い絨毯になるほどです。
やがて、この花は緑色の実になり、この実に面白い昆虫がとりつきます。エゴヒゲナガゾウムシで、わずか
5㎜くらいですが、実にシュールな造形です。ルーペでみると感動します。卵を産んだ後は小さな茶色の穴
が開いています。6月終わりころになると今度はバナナのような変なものがぶら下がっています。これは“エ
ゴノネコアシ“という虫こぶです。エゴノネコアシアブラムシという小さな虫が中にいっぱい入っています。こ
の生態は実に面白く複雑です。この紙面に書ききれないのが残念です。是非、インターネットでチェックし
てみてください。この虫こぶも10日ほどで消え、後は実が次第にこげ茶色になっていきコーヒーの豆がぶら
下がっているような風景になります。この実はヤマガラの好物です。実にはサポニンという軽い毒が含まれ
ていて、小川で魚を麻痺させるのにばらまいて魚とりをした、という話もあります。
〈No.647 賀登 環 川越市〉

エゴノキの花

エゴヒゲナガゾウム
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左が虫こぶ

右はまだ青い実

フィールド活動レポート
■3月26日
（土）小川町「高谷の森植樹」

■4月16日
（土）川越市「 笠 幡 の 森 」

今回で最後の植樹で、空き
スペースの植樹となった。
コナラ、ヤマザクラ、ヤマモ
ミジ、ヤマグリ、アカマツの
各30本、計150本を植え
た。まん延防止等特別措
置が明けたばかりですが限
定人数で実施した。今まで
に ５ 回 に分 け1 ，1 90 本 植
え、今回で1，340本となっ
た。最初に植えた木はすでに６年たち、根も大地に
根付き木も毎年大きくなっている。今回植えた木もあ
と５年もたつと立派に大きくなっていると思われる。
今後はしばらく下草刈りの作業が中心となる。高低
差もほとんどなく参加しやすいフィールドですので、
皆さんの参加をよろしくお願い致します。
〈No.522 岡田 豊国 東松山市 〉

前日からの雨も止み、暑くも寒くもないスタートで、
体温の確認後ラジオ体操をして活動に入りました。
ここは個人所有の6haほどの平地林で、2010年に
「彩の国みどりの基金」を活用しジャングル状態であ
った2.6haが取り敢えず手入れされました。この事業
を行った埼玉県川越農林振興センターから、継続
的な手入れをサポータークラブに打診され、地主、
クラブ、振興センターの3者で話し合いを行い引き
受けることになりました。その後すぐ近くの同じ所有
者の平地林も合わせて手入しています。今回は11
名と参加者が少なかったので、枯損木の処理や伐
採は次回とし、下草刈りを行いました。下草刈りした
場所は樹木が少ないため、アオキを残すことに重点
を置きました（さしずめ青木ヶ原？）。花を付けたホ
ウチャクソウや、カクレミノ、ムラサキシキブ、エゴノキ
などに気をつけながらの作業になりました。暖かくな
り目覚めたアマガエルが２～３匹まとまって急に飛び
出すこともあり、刈払い機で切り刻まないよう、こちら
にはもっと気を取られました。使用中のタヌキの見事
なため糞がありましたが、下草刈りがタヌキ対策の一
つのようですから、どうするでしょう。この林の周辺も
民家が多くあり、落枝などの苦情が絶えず、2年前
に地主が道路際をばっさりと20ｍくらい伐採し景観
が変わってしまいました。都市部におけるオアシス
のような緑地も存続が難しくなっています。
〈No.690 賀登 勉 川越市〉

■4月10日（ 日）ときがわ町「ときがわの森」
コロナまん延防止特別措置が約3ケ月ぶりに明け
て、久しぶりの活動参加でした。山で身体を動かす
のも久しぶり、加えて季節外れの暑さの予報で、無
理せず準備運動を怠らず。ときがわの森は若いヒノ
キの森で、成長に負けないようタイムリーな間伐が
必要です。4班のうち、私が参加した手鋸間伐班
は、指導者なしで自立して間伐ができるチームとな
れることが課題でした。北村教官の厳しい指導のも
と、森さん、嘉村さん両名がリーダーとなり、選木か
ら一連の工程を基本を確認しつつ開始。久しぶりと
あって、最初は思い出しながらでしたが、だんだん
慣れてきて、手鋸でも戦力になれるかな?というとこ
ろまで行けました。リーダーは1名での伐倒に挑戦。
チェンソーが使えなくても、手鋸チームで一定の数
が倒せれば、それだけはかどるので、それを目標に
励みました。結果は、手鋸チームの成果11本。他の
3班の22本と合わせて、この日の合計33本の伐倒と
なりました。この日のお弁当がいつにも増して美味
しかったことは言うまでもありません。
〈No.782 宇都宮裕子 さいたま市〉

タヌキのため糞
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フィールド活動レポート他
■4月30日（土）小川町「上古寺」での活動

■5月15日（日）小川町「高谷の森」での
活動

今回の活動は植栽地を囲う防除ネット外しが主でし
た。この外し作業の最大の難関は「ネット下を如何に開
放するか」という点でした。ネット下部分はペグで所々
固定されており、これらを引き抜くのが大変だったこと
は想定内でしたが、他にも丸太や岩で抑えられている
部分、さらには雑草がひどく絡まっている部分があり苦
戦しました。幸いにも前日の降雨で土が柔らかめだっ
たので、ペグ抜きにはよい条件でした（現場までの道
は泥もありましたが）。休憩後の枝打ち作業の際、個体
により生長に差があることがよくわかりました。聞くところ
によると今回でこの場所での活動は終了とのこと、今後
のヒノキの生長が見届けられないのは残念なことですね。
〈No.792 金子令治 川口市〉

今日の作業は3月に行った150本の植樹の苗木や支柱
点検と今年大きく育った竹林の伐採、一部地域の下草
刈りです。作業自体は難しい作業はありませんが、気
温が上昇してくるこの時期は熱中症に注意し、作業前
や作業中の水分補給をこまめに行い、熱中症予防対
策を行って行きましょう。緊急事態宣言も解除となり、
新型コロナ感染者も引き続き減少傾向です。また新た
なコロナ株が出現し感染者が増加するかもしれませ
ん。今のうちにみなさんの参加をお待ちしています。
〈No.749 岡田 了〉

＝会員レポート＝
ちょっと前になってしまったが、２月末に２泊３日で伊豆
大島へツバキを見に行く機会に恵まれた。妻と、磯釣り
メンバー９人と一緒に出かけた。伊豆大島はツバキ祭
り（1/30～3/27）の真っただ中であったが、コロナ禍で
北風の強い寒い日が続き、ゆっくりツバキの花を見ると
いう気分ではなかった。３日間にわたって、個人経営
の椿花ガーデン、コロナで閉園していたが都立大島高
校の椿園を少々、そして都立大島公園の椿園、更に
大島椿㈱製油所の圃場を見て回った。4カ所とも日本
ツバキ協会の方に紹介していただき、事前に連絡して
いただいた。それ以外にも「仙寿椿」というヤブツバキ
の巨木、「大島天然五弁の大変化椿」の銘木も見て回
った。大島のツバキの感想としては、一番びっくりした
のは写真にあるように直径６０～７０センチもあるヤブツ
バキで、その太さに大変驚いた。樹高は幹の太さに比
べ高くはないが、上の方にヤブツバキの花が少々咲い
ていた。とにかく太さは圧巻であった。もう一つ興味深
かったのは大島椿㈱の椿油の種を取る圃場も見学さ
せてもらった。社長の所有林で、まだ雑木林を切り開
いている最中とのことで、雑木を切りつるを切り、残った
のがヤブツバキとのこと。それほどヤブツバキが多いと
のことだ。五島列島の「玉之浦」は１万本のヤブツバキ
の中から「玉之浦」の名品が発見されたというから、大
島にもそれに近い品種が山の中にひそかに咲いてい
るのではないかと思った。大島の雑木林の山には、ヤ
ブツバキ、スダジイ、シロダモの常緑広葉樹が多く山全
体が緑色で、武蔵野の雑木
林に見られるコナラ、クヌギ、
ヤマザクラ、ヤマモミジ、ヤマ
グリ、アカマツは全く見られな
かったのも、もう一つの驚き
であった。久しぶりの思い出
多い旅であった。ところが、
家に帰ってから、妻に寒いし
花を見る気分にとてもならな
いと、怒られもう二度と一緒
に旅行しませんと言われまし
た。でも私としては有意義な
楽しい旅でした。 〈Ｎｏ．522
岡田 豊国 東松山市〉

■5月7日（土）小川町「鷹ノ巣の森」での
活動
鷹巣の森も、植栽から12回目の春を迎えることができ
ました。この間、たくさんの会員の皆さまのご尽力により
すばらしい森に近づいてきました。それでもまだまだ竹
との戦いは終わりません。さらに近年は篠竹も目立つ
ようになっています。竹が伸び始める5月初旬のこの作
業は、鷹巣の森づくりにおいて最も重要なものです。
今回も9名の精鋭が集結し、下草刈りを行いました。こ
の森は広さはそれほどではありませんが、傾斜もあり作
業のしにくい現場です。それでも手慣れた精鋭たちは
てきぱきと作業をこなしていきます。 秋からは、枯損
木の処理や混みすぎた個所の間伐をおこない、作業
しやすく見た目も美しい森の育成を目指します。
〈No.621 山口 言 嵐山町〉
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拠点活動レポート
ときがわの森活動（ときがわ町）

越生ふれあいの里山活動（越生町）

■「ときがわの森」は拠点活動地となりました。
令和4年度より「ときがわの森」は拠点活動となります。
具体的には、原則毎月第１週の日曜日活動をします。
活動フィールドはクラブＨＰ／活動フィールド紹介にも
載せてあるとおり、ヒノキの人工林です。植物の多様さ
という点からすると物足りないということになるかもしれ
ませんが、それでも、育っている樹は通直で、病虫害
等による変色もなく、何よりも着葉量がしっかりと確保さ
れている。樹と樹の間隔も適当で、林床は適度に下草
に被われ、全体が生き生きとしている。（急坂ですけど
も）散歩していて気持ちのいい林を目指したいと思います。
実際の作業は、
1）春～夏は、手・動力ともに間伐
2）秋～冬は、手作業は枝打ち、動力は間伐
3）年間とおして初級者伐木実習が主となると思います。
現状の手鋸での伐木実習に加え、新しくチェーンソー
を始める方がいれば「ここで腕を磨く」ということになると
思います。まず事務局に相談してみて下さい。色々と
相談に乗っていただけると思います。
尚、クラブＨＰ／活動フィールド紹介の資料では、車は
フィールドに行く林道に縦列駐車すると記載しておりま
すが、この度、越瀬橋手前の貯木場に集合・駐車でき
るようになりました。
■令和４年度春の活動
□4月10日（日）会員17名で間伐実施
□5月1日（日）会員13名で間伐実施
□6月5日（日）会員19名で間伐実施
■世話役として気になっている箇所
１）SⅠ・SⅡの上部、JⅡ（←クラブHP活動フィールド資
料の図を参照願います）の急傾斜箇所は樹があまり大
きくならないうちに間伐を進めたい。
SⅠ→初級者実習でかなり進んでいる。
SⅡ→比較的上級者・足腰の若い精鋭で間伐実施中。
JⅡ→昨年度より取組み、ほぼ終了。
2）SⅣ→J０→JⅤの境界域は、陽当りがよくないのか、
劣等木が多い。今後、若手（？）チームで稜線部分に
沿って間伐予定する。
3）土砂流出防止の為、林道上側の樹は葉を繁らせ、
根をグッと張ってもらいたいと思うのだけど、隣の樹と枝
を接している樹が多い。（最近顕著）→シニアチームで
ＪⅧエリアから間伐した。シニアチームで優先実施予定。
〈ときがわの森担当 No790 山根義之 朝霞市〉

■令和4年4月17日（日）「C地区」の間伐、除伐作業と
5月21日（土）予定されている「オークネット森づくり活
動」間伐体験支援の準備作業を行う。間伐体験の作業
予定時間は1時間のため伐倒木の選木と作業の効率
的な方法を検討し当日担当のクラブ員を決めて準備を
行い間伐準備は完了する。

■令和4年5月8日（日）前月に続き「C地区」の除伐作
業と5月21日（日）オークネット森づくり活動支援準備作
業を行う。除伐は3班で金比羅神社登山道から沢の方
向へ広範囲に作業を行い秋口からの間伐に備える。
オークネット除伐体験の準備では、除伐の範囲をテー
プ指示し終了する。オ
ークネット支援準備作
業は2回に渡りました
が、残念ながら5月21
日（土）オークネット森
づくり活動は降雨の
予想で中止となり秋に
実施の予定です。
〈越生ふれあいの里山担当 №718 片野健一 川越市〉

緑の森活動（入間市

緑の森博物館）

■4月22日（日） 下草刈り
新年度を迎え、コロナ禍により停滞していた活動開
始。17名の参加で雑木林広場周辺（クラブ20周年記
念サクラの植樹地）の下草刈りを行った。植樹地は
アズマネザサ等伸び放題で、動力班の刈払い機が
大活躍し、予定範囲は早々にスッキリした。
■5月22日（日） 下草刈り
緑の森博物館の東側（Ｎ地区、Ｌ地区）の下草刈り。
茶畑の上側からコナラ、クヌギの植樹地へ斜面を登
りながらの作業で、草丈は背丈を超える場所もあっ
たが、動力班11人の圧倒的なパワーで、予定地区
を超えるところまで進ん
だ。手作業班は倒木の処
理、支障枝の剪定等を行
った。なお、下草刈りのシ
ーズンを迎え、刈払い機な
ど動力機械の点検整備の
重要性を再確認した。
〈緑の森博物館担当 №
768 武藤光盛 所沢市〉

今後の活躍が期待される「ときがわの森」世話役のお二人

サクラ記念植樹地の下草刈り

山根義之さん
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岡田豊国さん

連載記事
新入会員発言

シリーズ

森林の不思議

雑木林の昆虫−−夏の風物 セミ（蝉）−

安井建築設計事務所という組織事務所で21年間、
設計や積算の経験を積み、現在は川越市の建築職
員として勤務しています。週末は職員課の了解を得
て建築の無料相談所「たく建築企画」を開設してい
ます。その一環として昨年から沢田正副会長と一緒
に小中学校の環境整備活動をしている節操のない
地方公務員５１歳です。建築業界のトレンドですが、
国産木材を使った木造公共建築に興味があり、設
計の講習会に参加する一方で、森林の伐採現場や
製材・プレカットの工場も見学します。最近はウッド
ショックの影響もあり、国内林業と木造建築をつなぐ
活動にも興味があります。すべて投げ捨てて日本一
のキコリになる覚悟はありませんが、森に足を踏み
入れ、樹木の成長に少しばかり貢献できて、森の中
でお弁当を食べながら人生の大先輩方とおしゃべり
ができたら楽しいかな～と思いつつ、地産地消の木
造建築を模索する建築家？として、ここでの森を守
る活動が、これまで接点がなかった人や活動とつな
がることに期待しています。なにとぞご指導のほどよ
ろしくおねがいします。
〈No.821 中東 拓 ふじみ野市〉

真夏の暑い日中、セミ（蝉）の鳴き声が騒々しく感
じることがあり
ます。幼虫は
木々の根から
養分を吸い
土の中で成
長します。2か
ら3年後に地
上で羽化して
成虫になり、
その後数週
間で寿命を
終えます。抜
図1 県内で一般的に見られるセミ
け殻や鳴き声
でもセミの種類がわかります。
埼玉県の平地で一般的に見られるセミはクマゼミ
（図1a）、ミンミンゼミ（図1b）、アブラゼミ（図1c）、ニイ
ニイゼミ（図1d）、ヒグラシ（図1e）やツクツクボウシ（図
1f）です。それらの鳴き声はクマゼミ「シャーシャー」、
ミンミンゼミ「ミーンミンミン」、アブラゼミ「ジーージー
ー」、ニイニイゼミ「ジイジイ」、ヒグラシは「カナカナ」
そしてツクツクボウシ「オーシンツクツク」です。
クマゼミは30年前
まで西日本でしか
見られませんでした
が、温暖化の影響
で県南では一般的
になってきました。
アブラゼミやミンミ
ンゼミは都会でも公
園や街路樹があれ
ば生息できます。都
内では新宿御苑な
どの公園や街路樹な 図2 アブラゼミとの比較
どセミの生息に適した場所があり、都会の真ん中で
もアブラゼミやミンミンゼミの鳴き声が聞こえます。
また、最近になって中国大陸原産のタケオオツクツ
ク（図2左）が川口市、神奈川県（川崎市）、愛知県
（西尾市）で確認されています。名前の通り幼虫は竹
の地下茎から汁を吸って成長するため、中国ではタ
ケ類の害虫です。夏の日没前後1時間ほど、竹林か
ら甲高い機械音のような大きな鳴き声がします。中
国製竹ぼうきについた卵から繁殖したようです。
セミは古来から身近な存在で、特に私はヒグラシが
好きです。その鳴き声を絶やさないためにも雑木林
や鎮守の森などの保全が必要だと思います。なお、
標本写真は築比地秀夫氏からの提供です。
〈No.722 利根川雅実 さいたま市〉

会長の独り言
通常総会も無事に終わった。続く二年ぶりの懇
親会は２０名弱の参加者ではあったが大いに盛
り上がった。やはり、みんなも心待ちにしてい
たのだ。そして仲間の作業の時と違う顔が見ら
れるのは楽しい。今回参加できなかった会員も
是非、総会や懇親会に参加して欲しいものだ。
もちろん、人それぞれの都合や考えがあるので
強制されるものではないが。山に来て作業だけ
で終わって帰るばかりではないボランティア参
加の別の楽しみが見出せるのではないかと思う。
山では聞けなかった技術的な話、経験談、失敗
談、新しい道具の話などなど談論風発、侃侃諤
諤これも楽しいものだ。山や森と触れ合い癒し
が得られるように、人と人との触れ合いも大事
にしたいと思う。
霜触
賢

「クラブ員の声」欄への投稿を２００字程度でお願
いします。

■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

６

事務局からのお知らせ他
「ご用心！山作業の厄介者“ハチ”から身を
守ろう」ポイズンリムーバーと手鏡を一緒に
持ち歩こう
ハチの特性 １）巣に接近すると威嚇する ２）巣に
刺激を加えると攻撃してくる。
ハチ対策 ①適切な服装・身なりで作業する（肌の
出・黒っぽい色の着衣を避け・化粧水・香水等の使
用も避ける等） ➁防蜂装備（防蜂手袋・防蜂ネット
等）を着用する ③殺虫スプレー・ハチノックを携行
する ④適切な退避をする（ハチが周囲を飛び始め
たら引き返す等）
＊巣に近寄らない、巣を刺激したり震動を与えない
といった行動を心掛ける事が重要です。
刺されてしまったら 刺された現場から離れ、速
やかに毒吸引器等で毒を絞り出す。
①ポイズンリムーバー（ハチ毒の吸い出し器）で毒を
絞り出すことが重要です。刺されてすぐに傷口が塞
がってしまいます、早く吸い出せた場合は腫れが軽
く、時間が経つと腫れあがります。時間にして３分以
内です。あると役立つのが「手鏡」です。自分の目で
見えない箇所（首とか顔等）に刺された場合、素早く
自分で見ながら対処できる。
＊リムーバーと手鏡は携行するか、できるだけ近くに
置いておきたい。 ➁手元にリムーバーがない場合
流水に浸して刺された傷口を指でつまんで、押し流
す方法もあります。患部を冷水で冷やしたり、刺され
たところに「抗ヒスタミン軟膏」を塗ったりすることも被
害軽減に有効です。 ③最後に、ハチ刺されのアレ
ルギーに備える ・ハチ毒や植物アレルギー（急性
アレルギー反応）が出た場合は、医師の治療を速や
かに受診してください！・また、持病としてアレルギ
ーをお持ちの方は、事前に医師に相談してください。

◇新事務局体制
事務局長719 玉熊英一（さいたま市）
事務担当
新井幸代
◇新会員のご紹介
８２４ 嶌田 昭成さん（毛呂山町）
８２５ 積山 良二さん（入間市）
８２６ 名取 信彦さん（松伏町）
８２７ 山本 徹さん（幸手市）
皆様、宜しくお願い致します。
■新事務局長紹介
事務局を担当させていただくことになりました７１９
玉熊英一です。
これまで県の林業職員として、また林業団体の役員
として森林・林業に関わってきました。今後は、皆様
の活動の一助になれればと思っております。
平成９年（１９９７年）１２月に発足した森林サポータ
ークラブが２５年周年を迎えるとのことです。
実は、設立総会に出席させていただいておりまし
た。当初は中々活動フィールドが見つからず苦労さ
れながらも活動を続けられ、多くの実績を積み上げ
てこられた皆様に敬意を表しますとともに、会の事
務局を担当させていただき光栄に感じております。
いたらないことも多いと思いますが、よろしくお願い
致します。
◇令和４年度 会費納入のお願い。納入（郵便振
込）をお忘れの方は、ご注意ください！ ２年経ます
と除籍になります。払込口座番号：
０１２０＝２＝４０７２３９ 加入者名； ＮＰＯ法人 埼
玉森林サポータークラブ（名前が長いので、記入可
能まで） 年会費 ３千円
◇活動参加について
・新会員は、参加する最初の活動は、１）草刈り活
動は『高谷の森』へ ２）伐倒の活動は、『ときがわ
の森』に参加し、作業の基礎を習得してください
・申込締切後の参加連絡は、活動前の水曜日迄に
世話役、事務局へ連絡をしてください。
◇｛緑の森博物館保全活用協議会」報告
６月２５日に第２６回「さいたま緑の森博物館保全協
議会」が入間市で開催され、「緑の森博物館」保全
事業に係る２０のボランティア団体や研究会、自治
区が参加しました。各団体の活動報告では当クラブ
の活動状況をクラブのリーフレットを中心に説明、長
年緑の森の来場者が気持ち良く散策できるように、
受け持ち区域の除伐や草刈りや安全対策に力を注
いで来たことを力説いたしました。各団体も高齢化
や後継者不足に悩んでいる事、またナラ枯病が目
立ち、伐倒した後始末にも苦労していることが報告
のなかで気を引きました。総じてどの団体も真面目
に保全活動に取り組んでいる姿が見え、それなりに
興味深い会でした。今迄報告が無かったことが不思
議です。報告者 霜触 賢

事前に“ハチの巣”を見つけた場合

①刺される危険があるので、ハチの巣の周辺は除け
て作業をしない。➁用心の為にテープ等で “目立つ
印”を付け、周囲に注意喚起する。これもハチ刺され
予防に大事なことです。(林業新知識2018年８月号
から抜粋）

編集後記
定期総会も無事終わり、3年ぶりに懇親会も開催で
きたとのことです。暑くなるこの時期、熱中症になら
ないよう活動しましょう。コロナ禍も大分収束に近づ
いてきたので、活発な活動報告が多くなる事を期待
しています。まだ、適宜マスクを使用し、楽しく安全
な活動を心がけましょう。（№722 利根川雅実 さい
たま市）

7

活動スケジュール（2022年7月・8月・9月・10月)
7月2日
7月3日
7月3日
7月10日
7月17日
7月24日
7月31日
8月21日
8月28日
9月4日
9月4日
9月11日
9月17日
9月18日
9月18日
9月23日
9月24日
9月25日
10月1日
10月2日
10月9日
10月15日
10月16日
10月16日
10月22日
10月23日
10月29日
10月30日

土
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
土
日
日
金
土
日
土
日
日
土
日
日
土
日
土
日

笠幡の森
笹刈り
ときがわの森
間伐
カタクリの里
下草刈り
越生ふれあい里山 除伐・下草刈り
くるみ小屋
林内整備
緑の森博物館
下草刈り
ときがわの森
除伐
くるみ小屋
下草刈り
緑の森博物館
下刈り
ときがわの森
間伐
カタクリの里
下刈り
越生ふれあい里山 植栽地下草刈り準備
宝登山の森
下草刈り
くるみ小屋
下草刈り
高谷の森
下草刈り
笠幡の森
下草刈り
鷹ノ巣の森
下草刈り
緑の森博物館
下刈り
鴻巣・赤城屋敷林 下草刈り
ときがわの森
間伐
越生ふれあい里山 除伐山林整備
笠幡の森
下草刈り
くるみ小屋
森の収穫等
高谷の森
下草刈り
越生ふれあい里山 オークネット森づくり支援活動
緑の森博物館
下刈り
黒山の森
除伐・間伐
桶川・加納屋敷林 間伐

川越市笠幡１９５３ 林内道路脇
ときがわ町西平 越瀬橋 手前 左側
神泉カタクリの里 グーグルマップ検索
虚空蔵尊 越生町上野２２６０先を右折 さくら公園駐車場

神川町上阿久原 くるみ小屋
入間市宮寺８８９－１ 緑の森博物館
ときがわ町西平 越瀬橋 手前 左側
神川町上阿久原 くるみ小屋
入間市宮寺８８９－１ 緑の森博物館
ときがわ町西平 越瀬橋 手前 左側
神泉カタクリの里 グーグルマップ検索
虚空蔵尊 越生町上野２２６０先を右折 さくら公園駐車場

宝登山ロープウェイ駐車場の下（旧町民プール）
神川町上阿久原 くるみ小屋
小川町高谷八幡２７３７ 総合グランド入口左折 すぐ
川越市笠幡１９５３ 林内道路脇
小川町鷹巣６８０ 鷹ノ巣の森 現地
入間市宮寺８８９－１ 緑の森博物館
鴻巣市赤城７６０
ときがわ町西平 越瀬橋 手前 左側
虚空蔵尊 越生町上野２２６０先を右折 さくら公園駐車場

川越市笠幡１９５３ 林内道路脇
神川町上阿久原 くるみ小屋
小川町高谷八幡２７３７ 総合グランド入口左折 すぐ
虚空蔵尊 越生町上野２２６０先を右折 さくら公園駐車場

入間市宮寺８８９－１ 緑の森博物館
越生町黒山７７１ 現地
桶川市加納４３６

※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。
拠点フィールドのご案内
■ときがわの森（ときがわ町）

■緑の森博物館（入間市）

毎月第１日曜日活動（担当：山根義之・岡田豊国）

毎月第４日曜日活動（担当：伊東喜尋・岡田

■越生ふれあいの里山（越生町）

了

・武藤光盛）

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）

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

２０２２年 ７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
http://www.shinrin-supporter.org/

■発行責任者：霜触 賢 ■編集リーダー：沢田 正
■編集スタッフ：木島 浩・北村 博・梶田 力・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・平井崇詞・藤井俊文
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