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令和元年度通常総会開催 令和元年6月8日
今年も多くの会員の皆様に参加いただき、6月8日(土)
埼玉会館7Ｂ会議室（さいたま市浦和区）において「令
和元年度通常総会」を開催致しました。片野副会長の
開会の言葉で始まり、会長から挨拶（別記のとおり）が
あり議事へと進みました。議長を霜触会長、議案内容
を小室専務理事が説明し、以下の３議案を審議したと
ころ何れも全会一致で承認され、沢田副会長の閉会
の言葉で総会は無事終了致しました。
【出席総数：108名（当日出席者35名、委任状73名）】
会長挨拶＝第18回通常総会にご参加いただきまして
ありがとうございます。会員の皆様には常日頃サポー
タークラブの活動にご協力、ご参加いただきありがとう
ございます。
平成30年度の活動は、議案書にもありますように活
動回数118回、延べ参加人数2,157人となり、前年度よ
り少し減少しました。これは活動が停滞したことではな
く、悪天候による中止、竹林整備が一段落したこと、作
業地の整備保全が終了したこと、高校生の森林体験
学習が終了したことなどによるものです。
今年度の活動は数字的には前年度より若干少なくな
る活動計画を立てておりますが、これは7・8月の活動
を大幅に抑えていることがその要因です。夏場の下草
刈りを中心とした活動を前倒しや９月に送るなど後ろに
ずらした結果で、会員の健康を考えた判断ですのでご
理解をお願いいたします。通常の活動以外にも、「緑
の募金活動」「仙台の防災林復興支援」「チェーンソー
などの動力機研修」「埼玉県ドリームフェスタ参加」「学
生の森林学習支援」等の社会貢献活動も継続していく
予定です。
「継続は力なり」という言葉がありますが、私たちの活
動を継続し大きな目標で
もあります「豊かな森を次
世代に引き継ぐ」ために
は組織の新陳代謝を図
っていく必要があります。
このところの新入会員の
入会動機には“ＨＰを見
て”というのが目立ってい
ます。ＨＰの一層の充実
のためにも、活動写真の
提供等世話役の方々の
ご協力をお願いします。

昨年度は幸いにしてさしたる事故もなく年度を終える
ことができました。今年度も是非、無事故でありたいと
願っております。７月には久しぶりに救急救命講習を
予定しておりますので多くの方の参加をお願いしま
す。また、チェーンソー研修にもすでに受講をされた
会員の方も参加されレベルアップをしていただきたいと思
います。「安全は一人一人の意識にかかっておりま
す。」今年も無事故で安全に楽しく活動するためにも
一人一人が、そしてお互いに十分に注意し合うという
基本の確認をお願いして私の挨拶とさせていただきま
す。
会長 霜触 賢
『議
事』
第１号議案：平成30年度事業報告及び決算について
事業報告・・・実施回数：118回・参加人数：2,157人
決算報告・・・経常収益：4,310,985円
【内訳：会費595,000、寄付金：796,340、助成金等
2,248,000(含未収金340,000)、その他収益331,645】
経常費用：3,967,262円
【内訳：事業費3,484,448、管理費482,814】
当期正味財産増減額： 343,723円
前期繰越正味財産額：1,053,204円
次期繰越正味財産額：1,396,927円
第２号議案：令和元年度事業計画及び予算について
事業計画・・・実施予定回数：106回
予 算・・・経常収益：4,000,000円
経常費用：4,000,000円
当期正味財産増減額：
0円
前期繰越正味財産額：1,396,927円
次期繰越正味財産額：1,396,927円
第３号議案：任期満了に伴う理事及び監事の選任に
ついて 新任理事＝岡田 了、退任理事＝大島康
行、藤井俊文 新任監事＝大島康行、退任監事＝
長 利光
この後、事務局近くの会場で懇親会を実施し35名の
参加があり楽しい時間を過ごしました。
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フィールド
浄国寺の森
滝ノ入の森
ときがわの森
ときがわの森 Ⅱ（大野の森）
滝ノ入の森
市民活動支援センター
笠幡の森
くるみ小屋
緑の森博物館
龍ヶ谷の森
龍ヶ谷の森
緑の森博物館
市民活動支援センター
黒山の森
大野の森
高篠峠
越生ふれあいの里山
黒山の森
越生ふれあいの里山
くるみ小屋
笠幡の森
緑の森博物館
上古寺の森
ときがわの森
笠幡の森
ＪＲ北朝霞駅前
黒山の森
高谷の森
上古寺の森
越生ふれあいの里山
鷹ノ巣の森
くるみ小屋
市民活動支援センター
長福寺の森
緑の森博物館

活動内容
林内整備
下見 （３月９日活動）
作業道の整備 枝うち
下見 （４月６日活動）
間伐・除伐
理事会
林内整備
小屋周辺整備
落ち葉掃き
植樹 準備活動
植樹
間伐・除伐
ニュース印刷 編集会議
間伐・除伐
作業道の整備 間伐
県産材の住宅見学
オークネット森林活動支援
除伐
Ａ地区 除伐・間伐
小屋周辺整備
竹林整備
間伐・除伐
下見 （５月１１日）
中止
林内整備
緑の募金活動 街頭募金
除伐
下草刈り、苗木の固定
下草刈り
Ａ地区 除伐・間伐
下草刈り
周辺整備
会員１４名＋外３４名
第１回理事会
中止
下草刈り、除伐
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「森は海の母」と言われます。森、川、海と繋がることで豊かな生態系が生まれます。海から川へ回帰
する魚、代表格はサケでしょうか。サケ科の魚は多種ありますが、特徴の一つにアブラ鰭を持つことが
挙げられます。これからアユの季節になりますが、アユもアブラ鰭がありサケ科に分類されていました
が、現在はキュウリウオ科になっています。アユは昭和の初めころまでは、埼玉でもいっぱい採れて食
卓を賑わせていたそうです。戦後、海や川が汚れ激減したようですが、2000年代になって川がきれいに
なると多摩川に100万匹の稚アユが遡上したと話題になりました。そのころ荒川にも遡上してきました
が、秋ヶ瀬の堰で立ち往生、やがて魚道ができるとどんどん遡上していきました。
ところが、荒川から入間川に入ると落差の大きい菅間堰が待ちかまえ、ここで立ち往生でした。
10年ほど前、何とか自然遡上させたいと願う市民が魚道を作るよう働きかけを始めました。魚道ができ
たらどこまで遡上できるかを調べるため、アブラ鰭を切除した
標識アユを毎年1万匹ほど放流してきました。各方面への働き
かけで菅間堰には魚道ができましたが、越辺川、都幾川などに
も横断堰はまだまだあります。これらの河川に今年も標識アユ
を放流しましたので、アブラ鰭のないアユを採捕されましたら
ご連絡下さい。
〈No.647 賀登 環 川越市〉
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１月

フィールド活動レポート

■4月6日（土）ときがわ町「大野の森」

山登りが趣味の私は、埼玉森林サポータークラブ
の活動に参加する前は、山を歩くのなら人工林よ
りも様々な木々を愛でることができる落葉樹の登
山道が良いと思っていました。まだ2回目の参加
ですが、黒山の森で間伐・除伐の作業をお手伝
いして感じたことは、手入れが行き届いた森林
は、手入れする人々の苦労と健全に育成された
森林の美しさがあることを少しは分かるようになり
ました。そして、健全で美しい森林を育むために
は、様々な森林の仕事を理解し、道具の使い方、
除伐での木の処理の仕方など学ぶことが多くあり
ました。和気あいあいと作業を楽しむサポーター
クラブの皆さんの経験豊富な知識を教わりなが
ら、今後も森林の健全な育成に少しでもお手伝い
ができればと思います。
〈No.796 吉松慎哉 川越市〉
黒山の森は急斜面。今回は、次回（５/５）と合わ
せて、尾根まで除伐を終わらせたいとの世話役の
意向。「ヨシ！」と意気込んで出発するも、作業道
の一番急なところを行く頃には「ゼイゼイ。ハアハ
ア。ケツの筋肉がダルイ！休憩じゃ、休憩じゃ。
昨年、作業道から除伐地に入るだけでも草を掻き
分け、掻き分け難儀したのに、あれから１年、除
伐したところはスンナリ登っていける。『一人で出
来なくとも、皆でやれば。。。』なんて言葉は、安
易で甘ったれていてあまり好きではないけど、『皆
でやるって大したもんだ！』当日の除伐作業は、
尾根まであと少しというところで時間切れ。なんか
てっぺんを残したテクノカットのようなカッコ。私個
人は、次回は参加できない。「クソォ、達成感。仲
間にくれてやる。」と作業道を下った。黒山の森
は、秋から間伐するとのこと。あんな斜面で、どう
木を倒すのだろう。コワイ。コワイ。
〈No.790 山根義之 朝霞市〉

４月６日初めての活動地、大野の森の間伐作業が行わ
れました。初日ということで、ときがわの森の駐車場に８
時に集合してもらい、そこから２０分ほどの道のりでし
た。大野の森の活動地は埼玉県中央部森林組合の紹
介で、約０．５ha、ヒノキの１０～１５年生林とのこと。今
回の間伐は、列状間伐という方法を初めての試みとし
て実施しました。等高線状に２列残し１列間伐するとう
い間伐の方法です。１／３間伐法です。間伐する列に
あるヒノキは太い木でもなんでも間伐です。どの木を切
ろうかと考える必要のない間伐方法で、選木で悩んで
いる方にはうってつけの方法かもしれません。作業道
からヒノキの林に降りる階段も立派なものが作れまし
た。自我自賛ですが。とにかく活動地は、斜面がきつ
く、岩がゴロゴロしている場所で、足場は大変悪く、岩
を一度転がすと下の沢まで転がってしまうほどです。１
本１本確実に切り
倒し、けが人もな
く無事に作業が
終わったのも、日
ごろの活動の成
果かもしれませ
ん。１５名の参加
のメンバーの
方々大変お疲れ
様でした。〈No．
522 岡田豊国
東松山市>

■5月2日
（木・祝）川越市「笠幡の森」
令和元年のゴールデンウイークは何と10連休でした。
この日は10連休の混雑を嫌がり、遠出を避けたクラブ
員が大勢参加しました。作業は竹林の手入でした。竹
林はよく番傘をさして歩ける位が丁度良い密度だと言
われます。この森はやや高密度です。毎年数回竹の
間引きを行っていますが追いつきません。効率的な間
引きの方法としてタケノコの除去があります。この日も
タケノコの除去を行いました。除去したタケノコは嬉し
いお土産になりました。〈No.654 沢田 正 川越市〉

■4月14日（日）越生町「黒山での活動」
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フィールド活動レポート
■5月4日（土）「緑の募金街頭募金活動
（朝霞市 北朝霞駅頭）」

■5月11日（土）小川町「上古寺」
15名の参加で、ヒノキの植栽地の草刈り作業を行っ
た。今年は雨が少ないせいか草はそれほど伸びてな
く、斜面下から上に向かい刈払機により作業を行い、
思った以上に作業は順調であった。さすがに植栽地の
上部になると斜面もきつくなり、また岩がむき出しのとこ
ろも多く足場も悪くなり、刈払機作業も結構危険であっ
た。草刈り作業が早めに終了したので、途中からは、
植樹したヒノキの下枝打ちとつる取りの作業に切り替え
ることにした。ヒノキも早いものは背丈ほどに伸びてい
て、下枝も伸びており、刈払機の作業の時に、支障を
きたしていたので、すっきりすることができた。今の時
期は下枝打ちの時期ではないということもあり、枝は
少々長めに残し作業を行った。１１時頃には作業は終
了。その後の空気のおいしい中での楽しい昼食タイ
ム、これだけでも参加してよかったと思うメンバーも多
いのではないでしょうか。参加のメンバーの方々大変
お疲れ様でした。〈No.522 岡田豊国 東松山市〉

5月4日みどりの日は恒例北朝霞駅頭での街頭募金活
動を行いました。埼玉県緑化推進委員会松村代表理
事とサポーター９人が、緑の羽根と募金箱、のぼりを持
って駅頭に並び「おはようございます。今日は緑の日
です。緑の募金にご協力をお願いします。」とJR北朝
霞駅と東上線朝霞台駅を行き交う人に声をかけ、
20,740円の募金が集まりました。
〈№82 香取由美 川口市〉

■5月6日（月・祝）小川町「高谷の森」
元号も令和に変わった、10連休最終日の活動でした。
内容は下草刈りと苗木の固定で、手作業班として後者
を担当しました。ゆるくなった支柱はゴムハンマーでた
たき、支柱から外れている苗を再固定しました。今回初
めての活動地で植栽時の状況はわかりませんが、概
ね順調な生育と感じられました。なお、植栽前の「森」
の様子（2014年2月時点．グーグルマップのストリートビ
ューで閲覧可能．）と比較するとずいぶん様変わりして
いることがわかります。今回のその他のイベントとして、
植栽地の内容を示す看板の「除幕式」（？）が行われ、
一部ヤラセ疑惑の声も上がりましたが、盛大に執り行
われました。もうしばらく下草刈りなどが必要かと思いま
すが、今後、立派な森となることを楽しみにしましょう。
〈No.792 金子令治 川口市〉

■6月1日（土）「刈払機講習会」
刈払機の講習会が緑の森で開催された。受講者は6
名。午前の座学の後、午後の実技となった。曇り空で、
気候的にはちょうどよかった。講師が、服装チェック、
機械の始動方法、足の動かし方、キックバック実演等
の説明をした後、三人一組で、研修生が個別に機械を
操作して草刈をした。皆緊張していたが、二周目の順
番になると多少スムーズになった。少人数のため、各
講習生の作業時間が多く取れて、有意義な実技体験
だったと思う。刈払機は刃物を扱う作業なので、危険
の内容とその回避の方法を知り、それを実践できること
が必要だ。自己流に流されず、講習会の知識を生か
し、自分や他人を危険に晒さない安全な作業を続けて
いって欲しいものだ。
〈No.741 若尾久一 日高市〉
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拠点活動レポート
越生ふれあいの里山活動（越生町）

神泉の森活動（神川町

■4月13日（土）22回目となるオークネット森林活動の
支援を行う。オークネット55名、サポーター23名計78名
の参加で今回は間伐体験クラフト制作の2グループの
活動支援となりました。
■4月20日（土）「越生ふれあいの里山活動」
オークネット間伐作業地の掛かり木、未処理木の処理
作業を行う。間伐鋸を使用し新入会員吉松さん(796)は
伐木の基本を体験しました。
■5月12日（日）「越生ふれあいの里山活動」
「C地区」～金比羅宮とオークネット森立看板の範囲の
除伐・間伐を行う。手作業班による除伐は道路側を担
当し景観の整備をおこないました。

くるみ小屋）

春のくるみ小屋4月に有志が玄関とテラスに下屋根の
設置工事をしてくれました。おかげで出入口の床が雨
ざらしにならず、床木が腐ることもなくなります。5月の第
17回くるみ小屋記念日は、お茶摘みから始まり、300年
の森の散策、紅茶つくり、パーティーを行い、記念日を
祝いました。今年も川越「すぺいん亭」のシェフが５０人
分の大きなパエリアパンでジャンバラヤを作ってくれま
した。地元の方も加わって、くるみ小屋の歴史を振返
り、今後の活動について思いを新たにしました。
〈№82 香取由美 川口市〉

（オークネット22回目の森林活動全員集合）

緑の森活動（入間市

緑の森博物館）

■3月24日（日）所沢地区（1.3ha）間伐・除伐
県政広報テレビ番組（いまドキッ！埼玉）収録の為作業
活動をテレビ埼玉が撮影に来ました。動力（チェーンソ
ー）班は3班10名編成で倒木処理、間伐を行いました。
人力班12名で除伐を行いました。
■4月28日（日）N、L地区下草刈り
1班5名、刈払機でN地区（0.1ha）の下草刈り。2班5名、
刈払機でＬ区（0.2ha）の下草刈り。3班人力班10名で27
年に植樹したエリアの坪刈りとつつじの周りの坪刈りを
行いました。
■5月26日（日）Ｒ地区下草刈り、所沢地区除伐
刈払機班10名でＲ地区（0.3ha）＝クラブの20周年記念
植樹（ヤマザクラ）を行ったエリア=下草刈り。人力班9名
で所沢地区（1.3ha）を除伐しました。

（目標の間伐木、伐木作業前準備中）

〈緑の森博物館担当 No.427 伊東喜寿 入間市〉
（架かり木処理作業前の休憩）

「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担当 No.718 片野健一 川越市〉
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連載記事
連載

会員からの発言

冷房完備の森の中
夏の暑い日盛りに、遮るものがない町の中を歩い
てごらんなさい。暑くて我慢できないでしょう。だ
れしもが、緑の多い公園で休もうかと考えるので
はないでしょうか。そうなんです。森林内の気温は
外の気温に比べて低くなっているのです。なぜで
しょうか。都市の森林を例に考えてみましょう。森
林は太陽や大気からの放射エネルギーを受け、
それを熱エネルギーに変換しています。このよう
な変換は、枝葉が茂る木の上部、樹冠部といいま
すが、すなわち地上数メートルの位置で行われま
す。そして、熱エネルギーの多くが潜熱（蒸発・蒸
散によって水を蒸発させるのに使われる）に変換
され、顕熱（気温を上昇させるために使われる）の
比率は相対的に小さいので、樹幹上での日中の
気温は、それほど高くならないことが知られていま
す。こうして森林では、樹冠と地表との間の空間
に、森林の外と比べて気温や湿度があまり変化し
ない独得の気候が形成されます。これに対して、
草地や裸地などでは、エネルギーの変換は地表
付近で行われるので、人間は日中最も高温になる
高さで活動することになります。加えて地表面がコ
ンクリートやアスファルトなどで覆われて、地表面
の熱的性質が改変された場所では、潜熱よりも顕
熱に圧倒的に多くのエネルギーが配分されるの
で、日中の気温はより高くなる傾向があります。さ
て、人口構造物で覆われた地域（都巾域）と森林
との間では、日中の気温が大きく異なるなることに
よって、冷気と暖気による局地循環が起こり、森林
から冷気が都巾域に流れ出し、逆に都巾域の暖
気が森林へと運ばれます。すると森林では、森林
によって捕らえられたエネルギーのほかに都巾域
からの熱を利用するような形で蒸発が起こり、潜
熱が奪われます。つまり森林が都巾域で発生した
熱エネルギー（顕熱）を蒸発の潜熱に変えること
によって、都巾全体としての高温化を防ぐように機
能することが考えられます。オアシス効果と呼ば
れるこのような現象は、都市の気温上昇を緩和す
る意味から、私たちの生活にとってたいへん好ま
しいことです。このように、森林はその中を涼しく
して、心地よい環境を提供してくれるだけでなく、
都市全体の気候にも影響を及ぼしているのです。

皆さん、日頃の森林保護活動お疲れ様です。私はこの
度故あって、北海道の生家中標津で、兄の牧場の牛
舎建て替えプロジェクトを担いたく、期限をもって帰省
いたします。まだ、兄の方の建て替えプロジェクトは発
足していないのですが、近々にスタートするように、兄
に、また後継者の甥の背中を少し刺激している段階で
す。今更なのですが、小生の拙い牛舎の技術知識な
ど当然取るの足りないのですが、当人が実家の為に何
が出来るか、試行錯誤している段階です。居候の私が
あまり、とやかく急き立てるのは問題があり、ゆっくりゆ
っくり気長に構えております。でも、久しぶりの生家の
生活はなかなかのものです。行者ニンニクを取ったり、
やち蕗、ラワン蕗を取ったり、本当に５０数年前の子供
の頃の思い出が蘇ってきます。６月１日は標津岳（1061
ｍ）の山開きにも参加して参りました。やはり、古里の山
は、森林は最高です。また、この中標津・道東地方に
は独特の唐松林による防風、防雪林が碁盤の目のよう
に配置され、飛行機からの眺めは、これまた格別で
す。一度ご覧あれ！〈№706 藤井俊文 川越市〉

シリーズ

森林の１００不思議

薪ストーブの魅力と暮らし

■第 2 8 話 『 植える緑化から使う緑化へ』
つい先日の事ですが、自治体が管理する公園の一角
に、伐採されたコナラが大量（薪で例えるなら一年分
位）に放置されてあるのが目に入りました。放っておけ
ば腐って終わり、薪に使えばエネルギー、そう思うのは
薪ユーザーのサガです。早速管理事務所に行って「薪
に貰えませんか？」と尋ねたら、即答は無く「検討して
みます」とのこと。そして後日、「希望者で入札にしま
す」と連絡がありました。入札？とは意外だったのでチョ
ットびっくりしましたが、よくよく考えてみるとこれには深
い意味がありそうで、一般的に自治体からは『例え不要
である伐採木でも特定の個人に譲ることは出来ませ
ん』と断られる場合がほとんどなのですが、この自治体
では『自然の資源である伐採木の有効利用は図りた
い・・しかし特定の個人へ理由無く譲る事は難しい・・つ
いては公平な方法で入札に』と、大義名分に苦慮した
譲渡方法を取り計ってくれたのだろうと推察しました。
であるならばせっかくの配慮と好意、入札に参加しない
わけにはいきません。ということで、一応入札を行った
結果、僕が落札することが出来ました。ちなみに今年の
緑の募金スローガンでは“植える緑化から使う緑化へ”
とあります。これも“使う緑化”の一つになるでしょうか。
〈No.30 木島浩 寄居町〉

（社団法人日本林業技術協会編 森林の100不
思議より抜粋）
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■

事務局からのお知らせ他
◇チェーンソ―研修

◇新会員のご紹介
７９８ 吉松 慎哉さん（さいたま市）

８月２４日（土）学科研修／９月２８（土）・２９日（日）実技研修

７９９ 片山 拓さん（さいたま市）

詳細は、同封のチラシ及びクラブのホームページを参照して

８００ 今関 仁さん（熊谷市）

ください。クラブでは再履修を推奨しています。希望される方

８０１ 高階 征壱さん（ふじみ野市）

はこの機会に是非受講して下さい！詳細は、事務局へお問
合せ下さい。

皆様、宜しくお願い致します。

◇緑の募金活動
５月４日ＪＲ北朝霞駅前付近にて参加者１０名で、一生
懸命活動をいたしました。集まった募金額２万７４０
円。募金にご協力をいただいた大勢の皆様ありがとう
ございました。
集めた募金は、埼玉県緑化推進委員会へお届けいた
昨年のチェーンソ
ー研修の様子

しました。
参加の皆様ご苦労様でした。

◇第７０回全国植樹祭 愛知県大会
年号が令和に変わり新天皇皇后両陛下をお迎えし、６
月２日に開催されました。林業関係者が、全国から１
万人も参加しました。(会長代行 星)
クラブ員の声
刈払い機講習修了書を頂いてきました。手刈り
もいいかなぁ－と思っておりましたが、動力も必
要と思い受講しました。小学生の頃、家の手伝
いで刈払い機を使用した事がありましたので、
一日講習が必要なのかと思いました。しかし、
講師先生の話を聞くうちに眠くなるどころでな
く、簡単に扱える物が如何に危険な道具なの
かを考えさせられ、実機タイプ別の使用感覚と
動作確認、無雑作な動き、機械のメンテ、自己
保護と周囲の安全配慮義務など教えていただ
きました。最後に誰でも扱えるキケンな物でも
注意して扱えば便利な物となる事を心掛けて
使用してまいります。
〈No.794 今井俊光 川越市〉

編集後記
平成最後とか令和記念とかで世の中は騒がしいです
がクラブの編集者は冷静でした。
年号の改元より森林環境税の使い方や国有林野管理
経営法改正案が気になります。しっかりと現場を見てい
きましょう。（Ｎｏ.317 菅家征史）

◇チェーンソー研修会を下記の通り開催いたしま
す。
◇令和元年度会費、動力保険納入を！

■入会のご案内

新年度は、４月からです。 会費も新年度となります。

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

動力保険とは、チェーンソーや刈払い機を使用して活
動に参加される方が対象です。
＊会費を未納されている方が多々おられます。会員資
格を失うこともあります。御注意ください！
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活動スケジュール（2019年7月〜10月)
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

8月3日 土 ときかわの森

作業道下草刈り等々 ときがわ町西平 越瀬橋の手前 左前方に入った所

8月10日 土 秩父・中津川

研修会

8月11日 日 秩父・中津川

研修会

8月18日 日 くるみ小屋

小屋周辺の整備

8月24日 土 越生町・中央公民館

チェ ーン ソー 研修 学

8月25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

9月1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

9月7日 土 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

9月8日 日 龍ヶ谷の森

下草刈り

越生町大字大満２５７ 大満農村広場

9月14日 土 笠幡の森

下草刈り

川越市笠幡１９５３

9月15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

9月16日 月 高谷ノ森

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

9月21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

9月22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

9月25日 水 さいたま市

ニュース印刷 編集会議 理事会

浦和・パルコ ９ 階

9月28日 土 越生・上野２区 区民センター

チェ ーン ソー 研修 実

技

越生町上野１７３３ 上野２区 区民センター

9月29日 日 越生・上野２区 区民センター

チェ ーン ソー 研修 実

技

越生町上野１７３３ 上野２区 区民センター

10月5日 土 鷹ノ巣森

下草刈り

小川町鷹巣６８０ 鷹ノ巣の森 現地

10月6日 日 高谷ノ森

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

10月12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

10月13日 日 越生ふれあいの里山

山林整備

10月19日 土 鴻巣市 屋敷林

林内整備

鴻巣市赤城７６５

10月20日 日 くるみ小屋

下草刈り

神川町上阿久原 くるみ小屋

10月26日 土 笠幡の森

枯損木処理・下草刈り

川越市笠幡１９５３

10月27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

神川町上阿久原 くるみ小屋
科

除伐

越生町越生９１７ ＊越生町役場の後ろ

８：２０

林内道路脇

市民活動支援センター

虚空蔵尊 越生町上野２２６０ 先右折 さくら公園駐車場

林内道路脇

※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）

２０１９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／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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