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森林環境税及び森林環境譲与税の創設
我が国の森林は、地球温暖化防止や水源涵(かん)養
など、様々な公益的機能を有しており国民に広く恩恵
を与え、適切に森林の整備を進めることは、国土の保
全や国民の命を守ることにつながります。しかしなが
ら、林業採算性の悪化や担い手不足等により、近年、
手入れが行き届いていない森林の存在が顕在化して
おり、森林環境税はこうした課題を解消し、森林の整
備等を進めるために、国民一人一人が等しく負担を分
かち合って森林を支える仕組みとして創設されること
になりました。森林環境税は、年額１，０００円を市町村
が個人住民税均等割と併せて平成３６年度から徴収
することになっており、これに先立って森林環境譲与
税が国の特別会計から、平成３１年度は全国の自治体
に合計２００億円が交付されることとなっています。ま
た、森林環境譲与税の譲与基準については、譲与税
の１０分の９に相当する額は、市町村に対し当該額の１
０分の５の額を私有林人工林面積で、１０分の２の額を
林業就業者数で、１０分の３の額を人口で按分し、譲
与税の１０分の１に相当する額は都道府県に対し、市
町村と同様の基準で按分して譲与するとされています。こ
の税の使途は市町村においては、次の施策に要する
費用に充てるとされています。
１ 森林整備に関する施策
①森林所有者から経営や管理の委託の申出があった

森林の間伐等の施業、②森林所有者からの寄附等に
より取得した公有林の整備、③管理放棄され整備・保
全を担う者がいない里山林の整備等、④森林整備等
に必要な境界明確化、⑤森林所有者の意向確認など
２ 人材育成・担い手確保に関する施策
①林業への就業を希望する者に対する実践的・体系
的な研修の実施、②研修等と一体となって取り組む地
域への移住支援など
３ 木材利用の促進に関する施策
①木造公共建築物や多数の人が利用する木造民間
施設の整備、内装の木質化、木製備品の購入、②小
中学校等における木製机・木製椅子の整備、乳幼児
を対象とした木製遊具の提供など
４ 普及啓発に関する施策
①林業体験や森林観察、森林の機能の学習、木工体
験等の木に触れる機会の提供、②ボランティア団体等
による植樹・育樹活動、③森林整備や木材利用を通じ
た都市と山村が連携した取組など都道府県において
は、市町村が実施するこれらの施策の支援等に要す
る費用に充てるとされています。なお、県及び市町村
はこれらの使途等についてインターネット等で公表す
ることになっています。県では、この税を活用した市町
村の取組を積極的に支援してまいります。
（埼玉県農林部森づくり課総務・森林企画担当）
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機能
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水源涵養機能

公共施設等に於ける木材利用の促進

活動記録（2018年12月・2019年1月・2月）
月 日 曜日
12月1日 土
12月2日 日
12月8日 土
12月9日 日
12月15日 土
12月16日 日
12月22日 土
12月23日 日
12月26日 水
12月26日 水
1月3日 木
1月4日 金
1月6日 日
1月12日 土
1月16日 水
1月17日 木
1月19日 土
1月20日 日
1月25日 金
1月26日 土
1月27日 日
2月2日 土
2月9日 土
2月10日 日
2月16日 土
2月17日 日
2月17日 日
2月24日 日

フィールド
自性院の森
滝ノ入の森
浄国寺の森
越生ふれあいの里山
黒山の森
くるみ小屋
笠幡の森
緑の森博物館
市民活動支援センター
林材会館
くるみ小屋
緑の森博物館
越生ふれあいの里山
鷹ノ巣の森
朝志ヶ丘 小寺の森
越生町野末張見晴台 付近
ときがわの森
くるみ小屋
事務所
江戸屋弘東園
緑の森博物館
浄国寺の森
予備日 江戸屋弘東園
越生ふれあいの里山
笠幡の森
くるみ小屋
見沼の森 斜面林
緑の森博物館

活動内容
林内整備
間伐・除伐
林内整備
間伐・除伐
間伐・除伐
小屋周辺整備
林内整備
落ち葉掃き
ニュース印刷 編集会議
正副会長・相談役会議 理事会
安全祈願とパトロール
安全祈願とパトロール
安全祈願とパトロール
枝打ち
林内整備
梅園小 ６年生 植樹体験支援
枝打ち
林内整備
チェーンソー講習 講師と事前打合せ
落ち葉掃き
間伐・除伐
下見 （３月２日活動）
落ち葉掃き作業完了で、中止
間伐・除伐
降雪のため中止
林内整備
林内整備
林内整備
間伐・除伐

参加者数

8
12
20
14
14
50
20
75
7
13
7
30
16
10
9
29
12
6
4
68
26
2
0
0
16
7
8
25

自 然 の た よ り (48) スプリングエフェメラル
スプリングエフェメラル（spring ephemeral）とは、「春の儚きもの」、「春の妖精」などと訳され、
早春まだ他の植物が葉を広げる前に花をつけ、足早に生活サイクルを終える一群の植物を指していま
す。代表的なものはカタクリでしょうか。他にはフクジュソウ、セツブンソウ、アズマイチゲ、ニリン
ソウなどが有名です。川越市、入間市にはアズマイチゲの自生地があります。川越市は池辺公園、入間
市は牛沢地区西武線の傍の斜面。ここはカタクリの群落地でもありますので一見の価値があります。ア
マナ（甘菜、ユリ科）は雑木林でみることができます。平たい細長い葉を一枚、ツンツンと林床に出し
ています。その割には大きな星形の花をつけます。３月中旬ころから１ヶ月くらい見られます。曇りや
雨の時は花は閉じていますので見るなら太陽が出ている日です。地下に球根を蓄え、これを食すると甘
いというのが名前の由来。ヤマエンゴサク（山延故策、ケシ科）はとても清楚なうすいブルーの細長い
花をつけます。例年、3月末から4月上旬の短い間です。これらは本来、山地の植物で暑い所は苦手で
す。氷河期の生き残り植物と言われています。以上紹介しましたスプリングエフェメラルは花が咲き終
わると急速に地上から姿を消し、長い眠りに入ります。いち早く太陽光を吸収し栄養を蓄え、退場する
のが彼らの生き残り戦略のようです。是非、3月初めから4月初めを狙い目に足を運んでください。
〈No.647 賀登 環 川越市〉

アズマイチゲ

アマナ

２

ヤマエンゴサク

１月

フィールド活動レポート

■今年一年の安全を願って拠点活動地で安
全祈願を行いました。

■1月12日
（土）小川町「鷹ノ巣の森」
東京で、初雪が舞ったと報道された日だった。今年初
めての作業で、曇り空の寒い中１６名が集合し、竹林
に埋もれた植栽地の竹を刈取る作業をした。この急傾
斜地に、平成24年11月に杉戸農高の生徒が、桜など
を植樹した所である。既に４～５ｍに成長している木も
あるが、竹に埋もれ、植樹地には見えなかった。竹の
繁殖力の強さに改めて驚く。作業後、見上げると、頂
上まですっきり見える。この春のこの山桜の花を見た
いものだ。１０時、差入れの亀屋の最中を味わった後
寄居町鷹巣の林地の枝打ちも実施して正月明けの作
業を完了した。〈No.741 若尾久一 日高市〉

・1月3日（木）神川町神泉の森にて

・1月4日（金）緑の森博物館（糀谷八幡神社）にて

■1月17日
（木）越生町
「梅園小学校記念植樹支援」
昨年は降雪のため中止になった記念植樹でしたが、
今年は晴天の絶好の活動日和でした。６年生１５名が
勢揃いした姿は１年間の成長を窺わせました。クラブ
員一同「大人びてきたネエ～！」「大きくなったナア」と
感心しきりでした。今年は林道を上がった野末張見晴
台下の台地状の場所が予定地でしたが、地盤が固く
掘削は小学生には無理と判断し、急遽、クラブ員と農
林振興センターで事前に穴掘りをしておくこととなり、
晴天の下、たっぷりと汗をかかされました。お陰で無事
予定時間内に植樹は完了しました。子供たちはその
後、見張台展望所で関東平野の眺望を楽しんだそうで
す。水の手が乏しい場所なので活着が心配ですが、お
りを見て生育状況を確認したいと思っています。
〈№668 霜触 賢 川越市〉

・1月7日（土）越生ふれあいの里山にて

３

フィールド活動レポート
■1月12日（土）ときがわ町「ときがわの
森」での活動

■逝去されたクラブ副会長 竹原照雄氏を
偲び記念植樹を行いました。
3月21日 (木・祝)記念植樹準備
3月23日（土）記念植樹
昨年の5月25日に逝去された元クラブ副会長竹原照雄
氏のご遺族からの申し出で記念植樹が行われました。
どちらかと言うと消極的な私にとり何事にも積極的だっ
た竹原さんは良き先輩でした。様々な教訓を教えて頂
きました。クラブ活動以外でも災害被災者支援ボラン
ティア活動に理解を下さり何度も被災地へ同行して下
さいました。災害被災地でも積極的に支援活動を行
い、被災者の皆さんから感謝の声が上がりました。私
は「竹原さんを忘れてはならない」と言う気持ちで今回
の記念植樹に参加しました。これからも「人の為に役立
ちたい」と言う竹原さんの遺志を繋げていきたいと思い
ます。
〈No.654 沢田 正 川越市〉

穏やかな冬晴れの天気でしたが集合場所が昼頃
まで山陰で陽が当たらない場所なので作業前に
温まってもらおうと、1/4に八幡神社の宮司さんか
ら頂いた酒粕で甘酒を作って、いつもはギリギリ
到着の私ですがこの日は一時間も前から皆さん
の到着を待ち構えていました。作業は12年生の
檜の枝打ちで今回は6回目で尾根の天辺までや
りました。作業後に山の中で食べた小室さん特製
のトン汁が格別に美味しかったです。終了後、私
はときがわに来たら必ず寄るわたなべ豆腐工房
で買い物して帰りました。今回の参加者は少なめの
12名でしたが、枝打ち体験出来る数少ないフィー
ルドですので沢山の方に参加して欲しいですね。
〈№242 古川ちえ子 鴻巣市〉

記念植樹準備の様子

■1月26日(土)三芳町「江戸屋弘東園落葉
掃き活動支援」（寄稿）ところざわ倶楽部「所沢の
自然と農業サークル」 清水仁一
我々にとり今年で3年目となりました江戸屋弘東園での
落ち葉掃きですが、所沢市で「みどりの景観保全」や
「農に親しみ農業の活性化促進」に関わっている５団体
に声掛けして参加させて頂きました。広大な芋畑や苗
床等を見ることで単なる雑木林の手入れではなく、落ち
葉堆肥農法を実践している農家のお手伝いが出来てい
ると言う実感が継続的な参加に繋がり、落ち葉を掃いた
後や新緑の頃の草花が咲き誇っている雑木林の景観
が達成感を満たしてくれます。又、伊東農園の指導と安
価で苗の提供を受けて「さつま芋づくり」も楽しんでいま
すので正に一石二鳥です！寄せ集めの高齢者ですが
サポータークラブの皆さんの規律ある団体行動に感嘆
しながら一緒に楽しく過ごす事が出来ました。来年も宜
しくお願いします。

記念植樹の様子

４

拠点活動レポート他
越生ふれあいの里山活動（越生町）

緑の森活動（入間市

緑の森博物館）

■12月23日（日）糀谷八幡湿地保存会支援活動（落ち
葉掃き）
緑の森博物館内にある所沢地区八幡湿地東側の里山
（0.3ha）で、保存会・三ヶ島小5年生・保護者・先生合
計55名、クラブ員21名が参加し、熊手で落ち葉を掃
き、堆肥場に運び込み、踏み固めるという一連の作業
を実施。昼食時に保存会よりトン汁や焼き芋などをご
馳走になりました。

■12月9日（日）「龍ヶ谷の森活動」
植栽木の整備回数が少ない「A地区」の枝切り、蔓（つ
る）切りを行いました。動力による灌木の除伐、下草刈
りを実施し植栽地の景観を整えました。樹木は大きく伸
長しているため通路を除き今後植栽木の整備頻度は
減らす予定です。
■1月6日（日）「越生ふれあいの里山活動」
参加者全員で森林パトロールと、新年を迎え越生神
社、虚空蔵尊にお参りし今年1年の安全を祈願しまし
た。無名戦士の墓をスタート、尾根道に沿って大高取
山方向へ進み、メンバーの疲れの程度と時間を見なが
らさくら公園駐車場へ下り虚空蔵尊へ到着しました。

■1月4日（金）糀谷八幡神社で安全祈願
神社が150年ぶりに建て替わり2018年10月吉日に完
成。新装なった拝殿で9時より宮司さんによりクラブの
安全祈願をしてもらう。その後活動地である所沢地区
を一周しました。
■1月27日（日）所沢地区（1.3ｈa）間伐、除伐
この日は朝日新聞の小林記者が取材に来られた。細
部は2月5日（火）の夕刊かクラブの一斉メールを見て
下さい。又この号の7ページ目の事務局からのお知ら
せページでも紹介しています。

（虚空蔵尊にお参りし今年1年の安全を祈願しまし
た。）

（無名戦士の墓展望台よりスカイツリーがよく見えます。
空は青く雲一つない晴天です。）
■2月10日（日）
「越生ふれあいの里山活動」大寒波と降雪の天候予想
により活動を中止しました。
〈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）

くるみ小屋で毎年、新年３日に行っている安全祈願の
初詣は、晴天に恵まれ、山の神を祀った横隈山への登
り坂も皆んな足取り軽やかでした。今年も無事に活動
ができるようしっかりお祈りをしてきました。1月20日と2
月17日は、下屋根の材料となる木を間伐し、集材、玉
切り、皮むきを行いましたが、どちらも６人での作業だっ
たので、思うように捗りませんでした。5月のくるみ小屋
記念日までにリフォームを完成させたいので、皆様の
お力をお貸しください。お待ちしています。
〈№82 香取由美 川口市〉

■2月24日（日）所沢地区（1.3ｈa）間伐、除伐
1班は8名で道路にはみ出しているヒノキをチルホール
を使い処理。2班は5名で森に入り倒木の処理。3班9名
は除伐及び森林内に捨てられていたゴミ（タイヤ、カセ
ットテープ、ビン、カン等）を処理しました。
〈緑の森博物館担当 No.427 伊東喜寿 入間市〉
「クラブ員の声」欄への投稿を２００字程度でお願
いします。

５

連載記事他
会員発言
今回の【帰森庵】見学会は、山の木の循環の一つとな
る薪ストーブ＆国産材の積極的利用という視点で、見
学は当日限りＳ様ご夫妻のご厚意により開催させて頂
きます。お花見ついでにでもお気軽にご参加下さい！
◆見学日時／４月６日（土）１３：３０～１５：００位
◆集合場所／ときがわ町大字大野の「高篠峠」に１３：３
０集合
◆高篠峠へは、ときがわ役場第二庁舎前県道「田中」
交差点から30分位（道は白石峠経由がわかりやす
い）、帰森庵は高篠峠から南100ｍ先に見えます。尚現
地は携帯圏外ですのでご注意下さい。
◆参考～ＫＩＪＩＭＡ建築工房(＜検索)のホームページ
にて ＊帰森庵の紹介＝トップページ→設計監理日記
→帰森庵 ＊神川町くるみ小屋の紹介＝トップページ
→山小屋の記録
〈No.30 木島浩 寄居町〉

はじめまして、入会して一年未満の新入生、今井俊光
(56才)です。今迄趣味という趣味がなく、妻からのクラ
ブ体験参加の誘いが切っ掛けとなり入会となりました。(
たぶん、単身赴任して家でボーと腑抜けていたのか
な）。初体験は、竹伐採(+筍堀)でした。正直なイメージ
は年齢層が高く独特の雰囲気を感じました。嫌いでも
なく、知らない知識が得られるかもしれない、また、今
後の先行きも見据え、人の手助けにもなると思案の末
に入会しました。約半年が過ぎ、自然に囲まれた環境
の中、雑然とした木々や植物を整備する事に依って陰
から陽へと光が差し込まれ生き生きとした姿になってい
く様子を気持ち良く感じています。未だ機械類は扱うこ
とはできませんが手作業でもやれることがある。まだま
だ皆々様からすると若輩ですのでご指導ご鞭撻の程、
宜しくお願い致します。〈Ｎｏ.794 今井俊光 川越市〉

シリーズ

薪ストーブの魅力と暮らし

■第 ２ ７ 話 『ポツンと一軒家！？見学会のご
案内』
今回は、薪ストーブ＆国産材の家【帰森庵／きもりあ
ん】見学会のご案内です。薪ストーブに関して、以前か
ら興味のある方、最近になって興味を持たれた方、使
い勝手や煙や臭い、実際どんなものだろうか？と関心
のある方もいらっしゃるのではないかと思います。又、
日頃の森林サポータークラブの活動では、植林から山
の木を育てることに長年汗を流してきているところです
が、立派に育った木が伐採されて実際に使われる現場
を見る機会はあまりないのではないかと思います。木を
育てたら使う～木を使ったら育てる、といった循環は再
生可能な木の資源を絶やさないために大切な事ですね。
【帰森庵】は、Ｓ様ご夫妻が昨年１２月にときがわ町の山
の中に建てられた、ポツンと一軒家！？的な小さな平
屋ワンルームの週末住居（設計＝ＫＩＪＩＭＡ建築工房／
木島浩、施工＝岩崎工務店）で、冬の生活を楽しむよ
うに薪ストーブがあります。燃料となる薪は廻りの山の
間伐材から調達して木の有効利用を図ります。建物
は、土台や柱梁などの構造材、内外装の仕上材、建具
材等、全てを県産材・国産材の杉桧を利用し、それら
は銘木や無節など選定された材木ではなく、地元の木
を分け隔てなく気軽に使うことを趣旨としています。

クラブ員の声
「モンゴルから日本の里山へ」
赤い夕日に照らされた台地、地平線の彼方、
丘陵に樹木は一本も見当たりませんでした。雪
解けから僅か一週間で鈴蘭、菖蒲、ユリが咲き
乱れる内モンゴル。生粋の日本人として幼少
期を過ごす。草原の中を生き残りの寄せ集め
難民となり、米軍の上陸用舟艇に乗せられ舞
鶴に入港。小島にも松が植えられ湾全体が緑
に被われていた。その美しさに驚嘆したのを今
も憶えている。今は日本の山、松は枯れ手入の
行き届かない山林、里山も竹に侵食され放置
されつつあります。今こそ県民全体で緑化に
取り組まないと山は衰退し荒廃します。サポー
タークラブ役員・世話役の皆様の努力に心より
感謝いたします。No.221 佐々木満雄 川越市
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■

事務局からのお知らせ他
平成31年度が始まりました。心も新たに楽しく活
動致しましょう！

2019年2月5日（火）朝日新聞夕刊 9面で
クラブが紹介されました（記事抜粋）

◇新会員のご紹介
796 吉松 慎哉さん（川越市）
2月22日に入会されました。
797 川堀 和幸さん（宇都宮市）
３月２日に入会されました。
皆様、宜しくお願い致します。

森を味わい森を守る
下草刈り・間伐ボランティア
会長の霜触 賢（しもふれ けん）さん（71）は「う
っそうとしていた森林が、間伐や下草刈りをする
と明るくなる。ハイカーの方に『綺麗になりました
ね』と言われるのが励みです」と話す。合言葉は
「森を元気に、森で元気に」だという。長く続く理
由は「自由さ」だ。出席の義務はなく、期限や伐
採本数などノルマは決めない。「お金を出しても
やって欲しい依頼もありますが、断ります。義務
が生じると長続きしない」と。専門家を呼んで毎
年行うチェーンソー講習会は、安全面を重視して
法の定めより時間をかけるという。「広大な森林に
対して活動は微々たるもの。それよりも森の気持
ちよさを味わい、森林の現状、窮状の理解者が少
しでも増えることに意味があります」と話している。

◇新年度に入りました！
会費と動力使用者の会員は、一斉 メールで
お知らせしたとおり、振込をお願い致します。
尚、２年以上未納の会員の方は、ご注意くださ
い！除籍になるかも？
◇動力研修会今年も開催します。
刈払い機研修会＝
6月1日（土） 緑の森博物館で開催
チェーンソー研修会＝
8月24日（土）学科
9月28日（土）・9月29日（日）実技
※チェーンソー講習会の場所は未定
※申し込み等は事務局へ

クラブ員の声
「世話役さんに感謝を」
今さら言うまでもないことですが、世話役の仕
事って大変です。現場の事前下見、伐倒木の
選木とテープ張、班編成の検討、山主との打
ち合わせ、作業手順の検討、必要道具の点検
と準備、活動シートや参加者名簿の作成印
刷・・・ｅｔｃ天気の読みと中止の判断・・時には
外れもあり。当日参加予定者の欠席による編
成替え。また大勢の場合は作業が均等になる
ように目配りし各班の作業進捗状況や安全確
保の見回りも行います。まさに活動が円滑に行
われるための縁の下の役目です。世話役と自
分の考えが違う場合もありますが批判をするま
えにまず、感謝の気持ちを持ちたいものです。
№668 霜触 賢 川越市

【理事会開催】
当クラブの平成30年度第4回理事会が平成31年3月15
日（金）に浦和駅東口のパルコ9階のさいたま市市民活
動支援センターで開催されました。理事14名が出席
し、次の議案について討議され決議されました。議案
①役員の欠員補充について ②龍ケ谷の森の記念植
樹について ③平成31年度の活動計画について 討
議内容①については、副会長が現在2名欠員なので
総会で選任するため人選を協議しました。又、理事の
補充についても協議しました。②については、3月23日
に龍ケ谷の森で行う記念植樹の実施内容の詰めを行
いました。③については、2019年度の活動計画を、総
会で決定出来るよう内容の詰めを行いました。理事の
皆さん、お忙しい中を集まっていただき、17時から1時
間近く討議が行われました。（No.660 小室正人）

■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

編集後記
年が明けたと思ったら、あっという間に4月。日増しに暖
かくなり、冬の間眠っていた草木も芽吹く頃になりまし
た。寒さで枯れてしまったのかと心配していた庭木も、
新しい葉が伸びてきてほっとしています。これからクラ
ブの活動地でも、植栽木が葉を広げ、それとともに下
草も勢いよく伸びてきます。春の息吹に触れると、人も
エネルギーチャージできそうですね。
（No.695 樽石亜由美）
７

活動スケジュール（2019年4月〜7月)
4月6日 土 大野の森

作業道づくり・間伐

ときがわ町西平 越瀬橋の手前 左前方に入った所

国産材を使った住宅見学会

ときがわ町西平 越瀬橋の手前 左前方に入った所

4月13日 土 越生ふれあいの里山

オークネット森林体験支援活動

虚空蔵尊 越生町上野２２６０ 先右折 さくら公園駐車場

4月14日 日 黒山の森

間伐・除伐

越生町黒山７７１ 現地
虚空蔵尊 越生町上野２２６０ 先右折 さくら公園駐車場

4月6日 土 高篠峠 付近

4月20日 土 越生ふれあいの里山

予備日

4月20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

4月21日 日 くるみ小屋

林内整備

神川町上阿久原 くるみ小屋

4月27日 土 笠幡の森

竹林整備

川越市笠幡１９５３

4月28日 日 緑の森博物館

下草刈り

入間市宮寺８８９－１ 緑の森博物館

4月30日 火 大野の森

オークネット支援活動

林内道路脇

間伐

ときがわ町西平 越瀬橋の手前 左前方に入った所

5月2日 木 笠幡の森

林内整備 （倒木処理など）

川越市笠幡１９５３

5月4日 土 北朝霞駅前

みどりの募金活動

JR 北朝霞駅前

5月5日 日 黒山の森

間伐・除伐

越生町黒山７７１ 現地

5月6日 月 高谷の森

下草刈り

小川町高谷字八幡２７３７ 総合グランド入口を左折 すぐ

5月11日 土 上古寺の森

下草刈り

小川町上古寺４８１ 光兆産業駐車場の先を入る

5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 先右折 さくら公園駐車場

5月18日 土 鷹ノ巣の森

林内整備（下草刈り など）

小川町鷹巣６８０ 鷹ノ巣の森現地

5月19日 日 くるみ小屋

記念日

神川町上阿久原 くるみ小屋

5月24日 金 理事会

理事会 正副会長会議 浦和・パルコ ９階

5月25日 土 長福寺の森

林内整備

小川町飯田８７０ 長福寺駐車場

5月26日 日 緑の森博物館

林内道路脇

市民活動支援センター

下草刈り

入間市宮寺８８９－１ 緑の森博物館

6月1日 土 緑の森博物館

刈払い機講習会

入間市宮寺８８９－１ 緑の森博物館

6月2日 日 高谷の森

下草刈り

小川町高谷字八幡２７３７ 総合グランド入口を左折 すぐ

6月8日 土 埼玉会館

通常総会

さいたま市浦和区岸町７－１－３

6月9日 日 越生ふれあいの里山

下草刈り

虚空蔵尊 越生町上野２２６０ 先右折 さくら公園駐車場

下草刈り

小川町鷹巣６８０ 鷹ノ巣の森現地

6月15日 土 鷹ノ巣の森

県庁手前

6月16日 日 くるみ小屋

林道下草刈り

神川町上阿久原 くるみ小屋

6月22日 土 笠幡の森

林内整備 （倒木処理など）

川越市笠幡１９５３

6月23日 日 緑の森博物館

下草刈り

入間市宮寺８８９－１ 緑の森博物館

林内道路脇

6月29日 土 上古寺の森

下草刈り

小川町上古寺４８１ 光兆産業駐車場の先を入る

6月30日 日 宝登山の森

下草刈り

長瀞町宝登山ロープウェイ駐車場下 旧町民プール駐車場

7月6日 土 大野の森

作業道下草刈り

ときがわ町西平 越瀬橋の手前 左前方に入った所 ８：００

7月7日 日 カタクリの里

下草刈り

神川町上阿久原６６０ 集落農村センター

7月21日 日 くるみ小屋

小屋周辺の整備

神川町上阿久原 くるみ小屋

7月28日 日 緑の森博物館

救急救命講習

入間市宮寺８８９－１ 緑の森博物館

※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
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２０１９年 ４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/
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