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埼玉の森林とサポータークラブ
私たち森林サポーターは、日々、埼玉県内の森林を
健全に育て、埼玉県の森林環境を少しでも良好に保
てるよう活動しています。そこで、私たち森林サポータ
ーが活動している埼玉県の森林はどのようになってい
るのでしょうか？
１ 埼玉県の森林の概況
埼玉県の森林概況は、森林面積は約１２万ヘクタール
で埼玉県の県土面積の３２パーセントを占めており、全
国の森林率６７％と比較すると低い。人工林率（スギ、
ヒノキの植栽割合）は４９％で埼玉県の森林の約半分
は、スギ、ヒノキが植えられている。また、県内の森林の
一年間の木材成長量は約３６万立方メートルですが、
平成３０年度の木材伐採量は、８万８千立方メートルで
成長量の四分の一しか使われていない。残り四分の
三は、埼玉県内の森林の木材量が増えている計算に
なる。そして、問題点としては間伐（手入れ）が必要な
森林が約３０％の１万７千ヘクタール存在し、５１年生
以上の伐採可能な森林が、７１％の４万ヘクタールある
が、利用されていない。
２ 森林の健全な生育とは？
森林の健全な生育とは？また、森林の健全な状態と
は？何でしょう。森林は私たち人間に有益な機能を発
揮していると言われている。洪水緩和や渇水緩和など
の水源涵養機能、土砂災害防止機能、地球温暖化防
止機能、気候緩和や大気浄化などの快適環境の形成
機能、森林浴などの保健休養機能、木材の生産機能
等々の機能があり、私たち人間に有益な機能を発揮し
てくれています。これらの機能を発揮してもらうために
は、森林が健全に生育していることが必要と言われて
います。それでは、健全な状態とは、まず木が生えて
いること、そしてその木の下に潅木が生え、さらに
その下に元気な草が生えていることと言われてい
ます。また、木が大きく育っていて、森林全体の
有機物が多いことが上げられています。
３ それでは、埼玉県内の森林の状態は？
埼玉県内の森林は現在、私達が普段サポーター
活動への行き帰り、埼玉県内の山を見たかぎり、
崩れたところも、木の生えていないところもほとん
ど見ることはできません。遠景で山を見るとほとん
ど緑色に見えます。概ね健全な状態にあると考え
られます。
４ サポーターは何をするのか？
１の概況で書いたとおり、埼玉県内の森林は、約

半分の面積がスギ、ヒノキの人工的に植えられた森林
です。下図にあるように昭和の初期にはスギ、ヒノキの
森林は、各地の神社と飯能市の一部にしか有りません
でした。現在のスギ・ヒノキの森林のほとんどは昭和の
時代になって植えられたものです。人工的に植えられ
た森林は、人工的に手入れをしないと健全な森林に
成長しないのです。広葉樹林は、ほとんどが薪炭林と
して利用されてきましたが、広葉樹林は人工的な手入
れをしなくとも時間を置けば、自然に近い森林に戻っ
ていくと言われています。江戸時代から明治時代にか
けて、国内の森林は伐採されて荒廃していました。そ
のため明治時代には大きな洪水に襲われ、大きな被
害を受けました。このことから森林の重要性があらたに
認識され、外国人の指導を受けるなどして森林の復旧
が行われる様になり、そのため森林法も制定されまし
た。その復旧事業の中でスギやヒノキが植えられまし
た。そしてスギやヒノキは材木として売れることから、林
業という経済活動を通じて森林の整備が継続して行わ
れると考えられ、森林保全のために林業が振興されて
きました。しかしながら、昭和３９年に木材輸入が全面
自由化されたことにより木材の価格が下落し、昭和４５
年頃から林業経営が厳しい状況になり林業振興による
森林保全が難しい状況になってしまいました。そこで
国や県が中心となって森林を保全する方向になってき
ました。さらにボランティアの必要性も増してきました。
これらのことから、私達サポーターは森林ボランティア
の一員として、埼玉県の森林の保全のため、スギ、ヒノ
キなどの人工林をより健全になるよう手入れの活動を
行っていく必要があります。〈No.660 小室正人〉
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フィールド
緑の森博物館
高谷の森
愛知県森林公園（尾張旭市）
埼玉会館
越生ふれあいの里山
鷹ノ巣の森
くるみ小屋
笠幡の森
緑の森博物館
越生ふれあいの里山
上古寺の森
宝登山の森
カタクリの里
宝登山の森
宝登山の森
くるみ小屋
ときがわの森
緑の森博物館
ときがわの森
彩の国 ふれあいの森
彩の国 ふれあいの森
くるみ小屋
越生中央公民館
緑の森博物館

活動内容
刈払い機研修会
下草刈り 苗木の固定
全国植樹祭 愛知県大会（クラブ１名）
通常総会
（委任状７３名）
中 止
中 止

参加者数

林内整備
下草刈り
越生ふれあいの里山クラブ総会
中 止
中 止
下草刈り 会員５＋地元１５名
１３日の下見
下草刈り
中 止
８月３日の下見
救急救命講習 会員１９＋消防士４名
作業道の整備 体験高校生 １名
埼玉県森林科学館 見学
原生の森散策

20
16
13
0
0
20
2
7
0
2
23
19
16
16

チェーンソー研修会
下草刈り

16
25

自 然 の た よ り (49)

学科

16
11
14
34
0
0

赤トンボ

秋の風物詩「赤トンボ」を最近見なくなったと思いませんか？運動場や田んぼの上を覆いつくすほど
群れていた風景は我々世代の記憶に残っています。それが今、1000分の一に減ったという報告がありま
すし、実感としてトンボの群れを見ないまま秋が終わっています。赤とんぼはアキアカネが正式名で鹿
児島、三重、山口ではついに絶滅危惧種になってしまいました。埼玉県ではまだなっていませんが、個
体数はやはり激減しています。
アキアカネの減った原因は水田に田植えをするとき、苗箱にネオニコチノイド系の農薬を入れるよう
になり、それから減り始めたと研究報告があります。ネオニコチノイドはヨーロッパでミツバチの大量
死を招き、ヨーロッパではほぼ使用禁止になりましたが、日本では逆に使用基準が緩和されています。
田んぼから羽化するアキアカネはほぼ死滅してしまうそうです。 埼玉県では40種のトンボが絶滅危惧
種になっています。足元から次第に生き物が消えつつあります。
〈No.647 賀登 環 川越市〉

アキアカネ

ハグロトンボ
（水辺にいる）

２

ミヤマアカネ
（羽に特徴）

１月

フィールド活動レポート
■8月10日
（土）
・11日（日）「秩父市中津川
での研修会」

■7月28日（日）「救命講座」
前日までの雨の影響で駐車場を八幡神社に変更し、
研修は予定通り緑の森博物館で行われた。講義前に
講師の消防隊員の方から、所属する埼玉西消防組合
では、入間・狭山・飯能・日高の5市を管轄していること
や近年の出動事例などが伝えられた。クラブ員の「119
番に電話したらどこにつながる？」との質問に、固定電
話は消防本部に、携帯電話は近くのアンテナが拾うた
め、埼玉でかけても東京などにつながる可能性があ
る、通報の際には住所を正確に伝えて、と回答をもらっ
た。研修は三角巾のたたみ方から始まり、人の搬送方
法の実技、AEDは使い方の説明も受けた。人力のみと
毛布等を使った搬送を体験したクラブ員から、「山に毛
布はないがブルーシートで代用できる？山道でこれを
やるのはたいへんだ。」等の声が上がっていた。隊員
の方からは、二次災害を起こさず無理のないようにとア
ドバイスをいただいた。
〈No．695 樽石亜由美 東村山市>

７月、８月ほとんどのフィールド活動計画がなかったの
で、研修会を実施することとなった。会場は秩父市中
津川（旧大滝村）の埼玉県森林科学館付近で男性１４
名、女性２名の１６名参加の研修会となった。
第一日目の研修は、小室専務を講師に、森林科学館
内で行われました。森林科学館の入り口に埼玉県の
郷土偉人の一人である日本最初の林学博士本多静
六博士の銅像があり、ふれあいの森の約９割は、本多
博士から寄贈されたものなどの説明がありました。館
内に展示してあるパネルや実物を使った、世界の森
林、日本の森林、森の働きなど森林や木材について
多岐にわたる有意義な研修であった。３時過ぎに研修
が終わり、本日の宿泊場所大滝村キャンプ場へ移動
して、夕食の準備に入った。夕食はバーベキューでし
たが、食材の野菜のほとんどとあまーいスイカは、細金
会員からの差し入れでした。細金さんとてもおいしかっ
たです。

■8月3日（土）ときがわ町「ときがわの森
の活動」
場所は小学生の頃に遊びに行った三波渓谷の近くでし
た。活動場所は山の中で普段は入れない所でした。人
の行き来はなく、イノシシの掘った穴がいくつもあり驚き
ました。そこで木の枝打ちをしました。小ぶりのノコギリを
貸してもらい、切り方を丁寧に教えてもらいました。先輩
の皆様ありがとうございます。最初は不安でしたが、切っ
ているうちに楽しくなり、無事に作業を終了できました。
枝を切った後の木を見ると、スッキリした気持ちになれま
した。あまり役には立てませんでしたが、少しずつ覚え
ていこうと思いました。まだまだ覚えることが沢山です
が、都度優しく教えていただけるので楽しみです。参加
できる日があったら行きます。これからも、よろしくお願
いいたします。体験者 大野 晟慧 桶川市

第二日目は、大山沢渓流沿いの原生の森での研修で
した。現地へは、林道を車で行けるところまで行って、
徒歩で一時間ほどで林道の終点までたどり着きまし
た。道々で、小室専務から森林生態などの講義があり
ました。途中の沢には、昔使った鉄砲堰の跡が残って
おり、先人の知恵と技術に畏敬の念を抱きました。
林道の終点までが、昔の伐採や炭焼きが行われた人
の手が入った森林でした。その先は、全く人の手が入
っていないイヌブシやシオジなどの原生林でした。下
山後、カレーライスで昼食後解散となりました。
〈No.160 小坂博美 川越市〉

３

フィールド活動レポート
■8月24日
（土）
「チェーンソー講習会（学科）
」

■9月7日（土）長瀞町「宝登山の森」

私が初めて経験した間伐鋸による間伐作業では、先
輩諸氏から、自分の身を守り、事故を起こさないため
に必要な様々の事を教えていただきました。そして、こ
れまでの活動に参加して、事故を起こさない、安全に
作業することが、サポータークラブでの活動を楽しくさ
せていると感じました。私はチェーンソーを持っていま
せんが、今後も楽しく活動するためには、伐木・造木
のためのチェーンソーの使い方を単に習得するだけ
ではなく、そのための安全作業手順や注意事項を学
ぶことが、動力も手作業も関係がなく必要であると思
い、刈払機作業研修に引き続いて、チェーンソー作業
の特別教育研修を受講しました。経験豊富な上野講
師の話は実経験を交えてお話をされるので、非常に
分かり易く、勉強になりました。おかげで講義中眠たく
ならないように買っておいた眠気覚ましガムは不要に
終わりました。
〈No.796 吉松慎哉 川越市〉

梅雨入りから日照時間が少ない日々が継続し、少雨の
影響で野菜の価格が高騰猛暑日の日数が過去最高と
なりましたが、８月下旬から若干涼しくなりはじめまし
た。９月７日の宝登山の活動日は前日の雨から、曇り
時々晴れでしたが湿度が高くじめじめした気候の中で
の活動となりました。活動人数は総勢９名で、刈り払い
７名、手作業２名で私は手作業の活動でしたので、枯
れ木の調査、弦の除去の活動を仰せつかりました。枯
れ木の調査は下草がかなりの高さまで伸びていて難し
い観察でしたので、弦の除去に重点を置いて活動致し
ました。１０時の休息をはさみ１１時半には作業終了し
昼食をとり無事終了いたしました。私は月２回程の活
動で３年経過していますが今後も継続出来たら大変う
れしく思います。
〈No.789 牛木敏雄 坂戸市〉

「チェーンソー講習会（実技）
」準備
９月に行われるチェーンソー講習会（実技）の事前準
備を行いに越生町に行ってきました。クラブ員以外の
方も参加するチェーンソー講習会です。事前の準備
は大変重要です、何を行うにも準備８割と言います。
実際に伐倒を行う為の道具の確認や伐倒木の選定が
主な作業です。北村さんを中心に当日の講師陣との
選木がまた大変です。素直に伐倒させるだけでなく、
意図的に掛り木も行い、その処理も講習しなければな
りません。今年他県での講習会中に死亡事故が発生
しました。何よりも安全に注意し無事講習会を終了さ
せたいと思います。
〈No.749 岡田 了 所沢市〉

■9月14日（土）川越市「笠幡の森」
交通の便が良いという事で、この活動地にはこの日も
大勢の参加がありました。天気は曇りでした。この日の
作業は下草刈りを中心とした林内整備でした。最初に
手作業班が林内の枯れ枝を拾い集めました。集め終
わった所から刈払い機班が下草刈りを行いました。連
動したプレーで作業は捗りました。みるみるうちに林内
は綺麗になりました。しかし広大な作業地の為作業完
了まではいきませんでした。これからも息の長い活動を
する必要があります。〈No.654 沢田 正 川越市〉

４

拠点活動レポート他
越生ふれあいの里山活動（越生町）

フィールド紹介 「笠幡の森」
川越市の西の方、笠幡地区に「笠幡の森」はあり、個人
所有の6haほどの平地林です。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。それから
4年後にもう一箇所ある同じ地主さんの雑木林の手入
れも引き受けることになりました。ここが3.6ha、まさに放
置された平地林の見本のようなところで、中に枯損木が
横たわり、アズマネザサも竹かと見まがうほど太く大きく
なって、一歩も中に入れない状況でしたが、皆さんのガ
ンバリで3年目くらいに見通せるようになりました。このよ
うな作業をしている時、たいてい近隣の方々から「きれ
いになりますね、気持ちいいです。ありがたいことで
す。」などと声をかけられます。林がきれいになることで
山ほどあった不法投棄もなくなりました。初めから手入
しているエリアは通学路も通っていて、小中学生、高校
生、一般の方々の通行が結構あります。ここも不審者の
心配がなくなった、と感謝されています。また、近くの霞
ヶ関西小学校の4年生の自然学習もここで展開してい
てクラブ員がガイドをしています。川越周辺は雑木林や
畑が次々と宅地開発され、緑地は目に見えて減少して
います。道路向こうにある県立農業大学校跡地も雑木
林が伐採され、企業団地に変貌しつつあります。このよ
うな中で「笠幡の森」はオアシスのような空間です。武
蔵野の雑木林は原則個人所有ですので存続は難しい
問題を含んでいますが、我々が月に一度、気持ちいい
汗を流せること、近隣の環境への貢献など計り知れな
い効用があります。
〈No.647 賀登 環 川越市〉

■6月9日（日）
杉戸農高植栽地の下草刈りと「A・C地区」道路側面の
景観整備作業予定でしたが雨天のため中止しました。
7月、8月は暑さ対策で作業予定なし。
■8月24日（土）
チェーンソー講習会（学科）が開催されました。学科は越生
町の中央公民館で行われました。学科の講習が行われて
いる間に別動隊は越生ふれあいの里山で実技講習の準
備の為、講習会実施地の整備や当日使用する疑似木の
作成等をを行いました。

チェーンソー講習会（学科）
〈越生ふれあいの里山担当 No.718 片野健一 川越市〉

緑の森活動（入間市

緑の森博物館）

■6月23日（日）J・P地区及び所沢地区の下草刈り。
動力刈払機班9名によりJ・P地区（0.3ha）を下草刈り。ヤ
マユリ、オケラは残す。人力班7名は所沢地区（1.3ha）
の下草刈り
■7月28日（日）救命救急講習会参加
参加者20名。埼玉西武消防局（入間消防4名）が来ら
れました。緑の森博物館多目的ホールで9：00〜12：00
まで行われました。三角巾の使用方法、山の中での止
血方法、搬出方法一人の場合・二人の場合。心臓が停
止した場合のAED（自動体外式除細動器）の使い方。
尚、緑の森博物館にはAEDはあります。
■8月25日（日）L・M・O地区及び所沢地区の下草刈り。
〈緑の森博物館担当 No.427 伊東喜寿 入間市〉

武蔵野の美林のイメージに生まれ変わった笠幡の森

「クラブ員の声」欄への投稿を２００字程度でお願
いします。

AED使用法講習
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連載記事
連載

会員からの発言

世界に誇れる木・スギ、ヒノキ
日本の長い歴史の中で、経済や文化がここまで
発展してきたのは、恵まれた自然環境に多くを負
っています。その第一は木の生産力の高さにあり
ますが、忘れてならないのは、スギとヒノキという優
れた木の存在です。スギは〈直ぐ〉というようにまっ
すぐで、たいへん大きくなり、軽いわりには強く、
耐久性が高い木材をつくります。また縦に割れや
すく、のこぎりのない時代でも割って板をつくるこ
とが容易でした。登呂遺跡に見られるように、農業
土木用にスギの板材が使われていましたし、建物
には柱から板まで使われています。またスギ材は
装飾的で、内装材としてもよく使われています。一
方、ヒノキの材は強度・耐久性に特に優れてい
て、そのうえ、たいへんち密で光沢があり、柱のよ
うな構造用材あるいは内装材としても優れていま
す。家の土台や通し柱の主役はヒノキですが、法
隆寺のヒノキの構造材は１０００年以上たってもび
くともしないことはよく知られていることです。進化
の過程でみると、針葉樹は広葉樹に比べて古く、
現在の地球環境では、針葉樹よりも広葉樹の方
が優占しています。さらに針葉樹の中でも、モミ・
マツなどのマツ科の植物に比べ、スギ科・ヒノキ科
は分布がスギは中国、日本、アメリカ、メキシコな
どに十種ほどありますが、スギは日本にしかありま
せん。スギ科の中で木材として重視されているの
はスギだけです。スギは成長がよい場合には60年
で高さ30㍍にもなります。また長生きして非常に
大きくなります。鹿児島県の屋久島には有名な屋
久スギがありますが、大きなものは樹齢も2000年
以上で、幹の直径が5㍍にも達しています。ただ、
スギに近い仲間の木の中で成長速度を比較する
と、スギはアメリカのダグラスファー（トガサワラ属）
に劣っています。ダグラスフアーはスギの1.5倍も
早く成長し、60年で45㍍にもなります。ヒノキ科の
分布も中国、日本、アメリカと環太平洋地域に限
られています。ヒノキは日本のみに存在し、材質
は世界に冠たるものがあります。同じ仲間の台湾
ヒノキ、アメリカのローソンヒノキも材質はよく、日
本に輸入されています。ただ、それらの分布して
いる範囲は狭く、全体の木材量も限られていま
す。 スギの口木には風格があります。日本の神
社仏閣の森厳さを高めている主役はスギの森や
墨木であるといえましょう。スギの巨木は、その木
が風雪に耐えてきた貫禄を示しているだけでな
く、スギそのものが太古（実際には今から100万年
以上前の第三紀）の時代から生きながらえてきた
ものであり、その雰囲気を漂わスギとヒノキを生き
ながらせています。そういえば、スギやヒノキの材
の香りにも太占の香りが感じられます。スギとヒノ
キを生きながらえさせてきた日本の風土が、それ
らの香り、肌触り、光沢などとして現れ、それが
我々日本人に親しみを感じさせているのではない
でしょうか。（社団法人日本林業技術協会編 森
林の100不思議より抜粋）

入院して思ったこと “山の仕事で体力維持を”
８月末に今後のことを考えて股関節の手術を受けまし
た。手術前に医師から「術後２～３週間が退院の目途
です。しかし、貴男は筋肉や体力がしっかりしているの
で１０日ぐらいで退院が可能かもしれない」と言われま
した。術後の経過は医師や看護師が驚くほどの回復
で、結果的に８日目で退院しました。（完治はまた別で
すが）退院時に又、「体力や筋肉が強いと回復度が違
う。これからも自主トレなどで維持するようにと」と言われ
ました。高齢者は近所のウオーキングや軽い筋トレや
ストレッチなどを無理せずに継続することが大切だそう
です。私の場合は山の作業が体力維持に役立ってい
ると思っています。クラブ員の方々を見ても多分、同年
代の“ボーっと生きている”人たちに比べると随分元気
なような気がします。やはり、山の作業で重い道具を身
に着け坂を上り下りし、木を伐採し整理し、草を刈り、
作業路を作るといった肉体作業は知らず知らずのうち
に身体に力をつけているのではないかと思いました。こ
れも山からの恵みの一つかもしれません。月１よりは月
２～３回の方が効果は持続するのは確かのようです。も
ちろん、各個人々の事情がありますから押し付けること
はできませんが、せっかくのボランティア活動を自分の
体力維持や健康のために積極的に活用することも考え
てみてはいかがでしょうか。「情けは人の為ならず」の
其の伝でいえば「山の仕事は人のためならず」とも言え
そうです。注「情けは人のためならず」＝人に親切にし
ていれば、やがて巡り巡っては自分に良い報いがくる
こと。
〈№668 霜触 賢 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 9 話 『 薪の値段』
世間的にはあまり知られていないどうでもいいことでは
ありますが、薪ストーブの需要が少しずつ増えている事
に伴い、薪を販売する所（薪ストーブ店、薪専門店、森
林組合、森林ボランティア団体等）も少しずつ増えてき
ています。乾燥広葉樹薪の一般的な価格としては、一
概にはっきりとは言えませんが、大まかな目安として軽
トラ１台分＝約１㎥＝約２万円前後（運送料・消費税
別）といったあたりでしょうか。仮にウチの場合で計算し
てみますと、１ヵ月の薪消費量は軽トラ２台分位＝薪代
は４万円位、さらに１シーズンでの薪消費量は軽トラ１０
台分位＝薪代は２０万円位。灯油電気ガスに比べると
かなり高い燃料費になります。なので、ウチに限らず多
くの薪ユーザーはチェーンソーと斧を持って日々薪集
めに励んでいます。又、ならばいっそのこと薪を商売に
すればさぞ儲かるのかとも思いきや、立木の買付から、
伐採、搬出、玉伐、薪割、保管、乾燥まで一連の作業
を知ってみると、軽トラ１台２万円程度ではとてもとても
儲かるものではなく、薪は買うことを考えるととても高い
が、売ることを考えるととても安い、ということを実感します。
〈No.30 木島浩 寄居町〉
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■

事務局からのお知らせ他
◇新会員のご紹介
８０２ 小野 宏さん（ふじみ野市）
皆様、宜しくお願い致します。
＊訂正とお詫び。前号で誤りがありました。修正し
お詫び申し上げます。正しくは７９８植草善徳
さん（さいたま市）。

【就任挨拶】
副会長に就任して
Ｎｏ．522の岡田です。６月８日の総会で理事に再
任され、その後の理事会で、副会長に選任されま
した。前回の３月の理事会でもそんな話があり、あ
まりに唐突であったのでびっくりしました。２年前に
理事になった時もそうですが、役職に就くというこ
とは責任の重さを痛感します。その役職者の行動
が、その組織、クラブそのものを表すと思うからで
す。フィールド活動に更に積極的に参加しなさい
といわれているようなものです。当然かもしれませ
ん。私は、理事も副会長もプレイングマネージャー
と思っています。会社でいう課長です。自ら仕事も
し活動もし、同時に管理・監督もしないといけない
ということになります。むずかしことはさておき、バ
カを言って汗をかき、おいしい昼食を皆で取りまし
ょう。いろいろなフィールドで、いろいろなタイプの
人が待っています。１回でも多く、皆さん参加しま
しょう。よろしくお願い致します。

◇秩父・中津川研修に寄せて
８月１０、１１日と２日間にわたり開催されました。科
学館の見学、原生林の散策、小室料理長の下、ＢＢ
Ｑの夕食、翌朝の洋食。ここまでは、順調でした。ラ
ンチ・カレー用のライスをハンゴウではなく「オカマ」こ
れを担当し、炊けたご飯は、、真っ黒け。参加者は、
我慢のオヤジでした。ただ一言 ごめんなさい！ ★。

◇チェーンソー関係の法律改正 !
全国で毎年、４５名以上が死亡しており、一向に減少
傾向がない状況。講習内容を法律で規制する運び
になり、当クラブでも改正に合わせて、実施していくこ
とになりました。詳細内容は、別途資料を作成し、ご
紹介いたします。しばらくお時間を下さい。

◇道具は、使いよう⁉ “小耳に入れたい”
手ノコなどの刃物は、手元側を有効利用すると、よく
切れるし、ブレにくい。先端で切ると、手ノコは、折れ
やすく チェーンソーは、暴れ、怪我をし易い。

６月８日（土）埼玉会館で行われました第１８回通
常総会において、新任理事として就任いたしまし
た岡田（了）です。これから任期中の２年間、クラブ
員のより多くが森林づくりの活動に参加し、安全に
楽しく活動が行われるように努めを果たして行きた
いと考えています。まだクラブ員としては若輩者で
すが、サポータークラブ員のみなさまこれからよろ
しくお願いいたします。〈No.749 岡田 了 所沢市〉

◇ミカンが２ッ実りました！

編集後記
この春、竹原さん記念植樹した１本にミカンが実 っ
たが、樹勢をそぐ為、摘み取りました。 命名： 「竹
原ミカン」来年も実をつけて！

梅雨入りとともに毎日どんよりとした雨の日が続きまし
た。梅雨明けとともに、酷暑になりました。地球温暖化
が急速に進んでいる証でしょうか。我々の活動も、何千
万分の１かは、温暖化防止に貢献していると思いま
す。微々たるものですが、継続は力なりです。今年は７
月、８月の現場活動を実施しない計画は大正解でし
た。でも、この便りが届くころは、彼岸も終わり、絶好の
森林日和です。皆様頑張りましょう。
（Ｎｏ.160 小坂博美）

◇ＪＡバンクさんよりご寄付を頂きました。
今年で、１６回目。毎年ご支援を頂き、ありがたく頂
戴し、森づくりのため、有効に使わせて頂きます。感
謝。 ありがとうございました。

■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
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活動スケジュール（2019年10月〜12月・2020年1月)
月日

曜日

10月5日
10月6日
10月12日
10月13日
10月14日
10月19日
10月20日
10月20日
10月26日
10月27日
11月2日
11月3日
11月9日
11月10日
11月13日
11月16日
11月16日
11月17日
11月17日
11月17日
11月23日
11月24日
11月26日
11月30日
12月1日
12月3日
12月7日
12月8日
12月14日
12月15日
12月18日
12月21日
12月22日
12月25日
1月3日
1月4日
1月12日
1月18日
1月19日
1月24日
1月25日
1月26日

土
日
土
日
月
土
日
日
土
日
土
日
土
日
水
土
土
日
日
日
土
日
火
土
日
火
土
日
土
日
水
土
日
水
金
土
日
土
日
金
土
日

フ ィー ルド
鷹ノ巣の森
高谷の森
上古寺の森
越生ふれあいに里山
高谷の森
鴻巣市 赤城屋敷林
くるみ小屋
高谷の森
笠幡の森
緑の森博物館
桶川市 加納屋敷林
黒山の森
滝ノ入の森
龍ヶ谷の森
ときがわの森
長福寺の森
草加市 まつばら綾瀬川公園
草加市 まつばら綾瀬川公園
上古寺の森
県民活動総合センター
笠幡の森
緑の森博物館
世界無名戦士の墓公園
浄国寺の森
ときがわの森
世界無名戦士の墓公園
滝ノ入の森 ８ ： ２ ０ 集 合
越生ふれあいの里山
黒山の森
くるみ小屋
市民活動支援センター
笠幡の森
緑の森博物館
市民活動支援センター
くるみ小屋
緑の森博物館
越生ふれあいの里山
笠幡の森
くるみ小屋
世界無名戦士の墓公園
江戸屋弘東園
緑の森博物館

活 動 内 容

集 合 場 所

下草刈り
下草刈り
下草刈り
山林整備

小川町鷹巣６８０ 鷹ノ巣の森 現地
小川町高谷字八幡２７３７ 総合グランド入口を左折 すぐ
小川町上古寺４８１ 光兆産業駐車場の先を入る
除伐
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／地拵え（植樹準備）
小川町高谷字八幡２７３７ 総合グランド入口を左折 すぐ
林内整備
鴻巣市赤城７６５
下草刈り
神川町上阿久原 くるみ小屋
植樹 広葉樹
小川町高谷字八幡２７３７ 総合グランド入口を左折 すぐ
枯損木処理・下草刈り
川越市笠幡１９５３ 林内道路脇
下草刈り
入間市宮寺８８９－１ 緑の森博物館
林内整備
桶川市加納４３６
間伐・除伐
越生町黒山７７１ 現地
間伐・除伐
毛呂山町滝入５８５ ゆずの里オートキャンプ場駐車場
下草刈り
越生町大字大満２５７ 大満農村広場 ８ ： ２ ０
杉戸農高 森林体験 枝打ち ときがわ町西平 越瀬橋の手前 左前方の林道入口付近
林内整備
小川町飯田８７０ 長福寺駐車場
農林業ドリームフェスタ
草加市松江１－１０
＊駐 車 場 少 ない
農林業ドリームフェスタ
草加市松江１－１１
＊駐 車 場 少 ない
下草刈り
小川町上古寺４８１ 光兆産業駐車場の先を入る
彩の国いきいきフェ スティバル展示
伊奈町内宿台６－２６ ＊ 募 集 いたし ま せ ん
林内整備 下草刈り
川越市笠幡１９５３ 林内道路脇
落ち葉掃き準備
所沢市糀谷７８ 八幡神社
梅園小 ５年生 間伐体験
越生町越生 大観山頂上 世界無名戦士の墓公園駐車場
林内整備
さいたま市岩槻区加倉１－２５－１
枝打ち
ときがわ町西平 越瀬橋の手前 左前方の林道入口付近
（予備） 梅園小 ５年生 間伐体験 越生町越生 大観山頂上 世界無名戦士の墓公園駐車場
間伐・除伐
毛呂山町滝入５８５ ゆずの里オートキャンプ場駐車場
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
間伐・除伐
越生町黒山７７１ 現地
小屋周辺整備
神川町上阿久原 くるみ小屋
正副会長会議／理事会
ＪＲ浦和駅東口 パルコ ９ 階 集合 会議１６時 理事会１８時
枯損木処理・下草刈り
川越市笠幡１９５３ 林内道路脇
落ち葉掃き
所沢市糀谷７８ 八幡神社
ニュース印刷／編集会議 ＪＲ浦和駅東口 パルコ ９ 階
安全祈願
神川町上阿久原 くるみ小屋
安全祈願
所沢市糀谷７８ 八幡神社
安全祈願 林内パトロール
虚空蔵尊 越生町上野２２６０ 先右折 さくら公園駐車場
倒・枯損木 処理
川越市笠幡１９５３ 林内道路脇
クラフト教室
神川町上阿久原 くるみ小屋
梅園小 ６年生 植樹体験
越生町越生 大観山頂上 世界無名戦士の墓公園駐車場
落ち葉掃き
三芳町上富１３８８－３ 江戸屋弘東園の向い側 駐車場
間伐・除伐
所沢市糀谷７８ 八幡神社

※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 １０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/

賢

■編集スタッフ：木島 浩・北村 博・梶田 力・沢
田 正・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
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