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年初来から続くコロナ禍により、クラブの活動も大き

な制約を受けました。本年3月26日に埼玉県から発

令された「外出自粛要請」を皮切りに、4月7日に国

より埼玉県を含む7都府県に発令された「特別措置

法に基づく緊急事態宣言」が5月25日に解除される

まで活動を中止しました。活動再開に当たりクラブ

では感染拡大の防止の為に、公益社団法人国土

緑化推進機構がまとめた以下のガイドラインを参考

にしました。終息が見えないコロナ渦の基、引き続

き、新型コロナウイルス感染拡大の防止に向けた取

組みを進める必要があることから、「森林内での活

動における新型コロナウイルス感染者が発生した時

の対応及び活動継続に基本的なガイドライン」を忠

実に守り活動していきます。以下ガイドラインのポイ

ントを紹介しますので、活動に参加する際は熟読の

上必ず実行して頂きたいと思います。

1.森林内での活動の責任者等は、参加者等に対

　　し、次に揚げる感染予防策を要請します。

　①氏名及び緊急連絡先を把握し、名簿を作成。

　②体温測定と記録。　（活動日の朝に、自宅で測

　　 定し、報告すること）

　③以下のいずれかに該当する場合、森林内での

　　　活動を欠席。

　　・発熱（３ ７． ５度以上）などの症状がある場合。

　　・陽性とされた者との濃厚接触がある場合。

　④以下のいずれかに該当する場合には森林内

　　　での活動を欠席。

　　・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高

　　　熱等の強い症状のいずれかがある場合。

　　・発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場

　　　合。

　⑤活動の性格上、特に、休憩中や食事中、参加

　　　者間等の会話が多くなる傾向があると想定され

　　　ることから、会話を極力少なくすることやマスク

　　　の着用などに配慮した行動を要請。

２.責任者等は森林内での活動に関連した次に揚げ

　 る感染予防策を行います。

　①参加者等が大人数とならないように少人数グル

　　　ープでの活動とするなど計画時点から配慮。

　②責任者等は、森林内での活動中に体調不良と

　　なった参加者等が出た場合は、現場から離脱さ

　　せ、他の参加者等への感染防止の対応を行う。

　③林内では手洗いの機会が減少するので、責任

　　者等は参加者等の手洗い用の水を準備するか

　　ウェットティッシュ等の配布、又は参加者等が

　  各自で準備するよう徹底。

　　（ア）　休憩、昼食等をとる場合には、時間をずら

　　す、できる限り２メートルを目安とした適切な距離

　　を確保、また、対面での飲食や会話は避ける。

　　（イ）　参加者同士の身体接触や近接を伴うプロ

　　グラムや器具の共用することが想定されるプログ

　　ラムは極力回避。

　　（ウ）　激しい呼吸による唾液の飛沫を防止する

　　　ため、林内での森林整備（下刈り、植え付けな

　　　ど）など参加者等が行う場合は、激しい運動は

　　　行わない。熱中症予防にも配慮。

　　（エ）　責任者等が森林での活動に関する説明

　　　等を行う場合は、拡声器等を使用し、参加者等

　　　が大声での会話を行わないことや密集しないよ

　　　 うに配慮。

新型コロナウイルス禍におけるクラブの対応

勿論全員フェースシールド装着も完全実施

現在は徹底的に距離を取っての朝礼実施
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 自 然 の た よ り (53)      キタミソウ

日本全国見まわしても、ここにしかない、という植物はそんなにあるものではありませんが、川越

の伊佐沼に人知れずあったのです。「キタミソウ」といって北見市で最初に発見されました。2018

年の11月に伊佐沼で定例のバードウォッチングをしていた生態系保護協会のメンバーが見つけまし

た。小さな地味な植物だが、みたことがない「アレ、何ですか？」に答えたのが越谷から来た会員

でした。越谷では保護活動もされていて見まがうことは有りません。「こ、これはキタミソウ

だ！」それからちょっと大変でした。あくる日には専門家に鑑定してもらい、その翌日には埼玉新

聞の一面トップ記事になりました。キタミソウのカテゴリーは埼玉：絶滅危惧ⅠＢ類（ＥＮ）、全

国：絶滅危惧Ⅱ類(VU)、さらに「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」にある24種の一

つで、強い保護を要請される種です。元々、キタミソウは氷河期の生き残りとされています。暑い

のはダメなのですが、伊佐沼では夏場は水に浸かっています。10月以降になると水が抜かれ、浅い

地面に顔をだします。改めてよく見ると一面に繁茂していて、雑草のようです。誰にも気づかれず

どれだけの年月があったのでしょうか。にわかに脚光を浴び、どんな心境でしょうか。なお、キタ

ミソウは埼玉に3か所、他には茨城、北海道、熊本にそれぞれ一箇所生息しています。この奇妙な

分布は野鳥が種を運んだのではないかと考えられています。　　　〈No.647 賀登　環　川越市〉

一面に広がっている 3ミリほどの小さな花

月　日 フィールド名 活 動 内 容 参加人数

6月7日  日   高谷の森  　下草刈り 15

6月13日  土 　江戸屋弘東園 　 下草刈り 5

6月20日  土 　笠幡の森 除伐 19

6月27日  土 　埼玉会館 令和２年度通常総会 38

6月28日  日 　緑の森博物館 　 下草刈り　　　　　　　　　　中　止 0

7月4日  土 鷹ノ巣の森 林内整備（下草刈り）　　中　止 0

7月5日  日 緑の森博物館 伐採 10

7月5日  日 カタクリの里 林内整備 11

7月12日  日 高谷の森 下草刈り　添木の補修 14

7月18日  土 緑の森博物館  第１回目 チェーンソー研修　　　　中　止 0

7月19日  日 くるみ小屋 林内整備 16

7月22日  水 さいたま市市民活動支援センター ニュース印刷／ 編集会議 5

7月23日  木 黒山の森 林内整備 8

7月25日  土 さいたま市農業者トレセン チェーンソー補講　　４回目 15

7月26日  日 緑の森博物館 下草刈り　　　　　　　　　中　止 0

8月2日  日 ときがわの森 伐木研修　（手ノコ等） 22

8月8日  土 緑の森博物館　第２回目 チェーンソー・スキルアップ研修 16

8月16日  日 くるみ小屋 林内整備 11

8月23日  日 緑の森博物館  下草刈り　　　　　　　　　中　止 0

8月30日  日 緑の森博物館　第３回目 チェーンソー・スキルアップ研修 21
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■7月24日（金・祝）越生町「黒山の森」

　　　

■8月2日（日）ときがわ町「ときがわの森」
梅雨明け久しぶりの青空の下、ときがわの森での伐

木研修が行われました。参加者22名。手鋸を使い、

伐木の基本を学び直します。まずはミーティングで

山根さん手製の手順書でおさらい。そしていよいよ

現地で手鋸での伐木。直径20㎝程度の木でも、手

鋸は大変です。私は水平に鋸を引くのが難儀でし

た。またチェンソーに慣れている方も手鋸は久しぶ

りとあって、汗だくで奮闘されていました。そして研

修後は恒例のお楽しみ。今年はコロナのため、流し

素麺は中止。しかし、焼鳥100本、ソーセージ22本、

胡瓜22本、大きな西瓜2個はめでたく皆さんのお腹へ

直 行 。 都

幾 川 の 清

流 の 音 と

蜩 の 声 と

共に、よう

やく「いつ

もの夏」を

満 喫 で き

た の で し

た。

　　　　　　　  　　〈No.782  宇都宮裕子　さいたま市〉

山作業に初参加させていただきました。2020年6月

15日から正式にクラブ加入が認められた『一條　巖

（イチジョウ　イワオ・坂戸市在住・1955年4月生まれ）

と申します。宜しくお願いいたします。2020年7月5日

（日）の「カタクリの里」の下草刈り、7月19日（日）の

「くるみの森」の村内整備参加を経て、23日の振替と

なった7月24日（金・祝）、『黒山の森』の雑木の間伐

の手作業に初参加させていただきました。時折小雨

が降る中の急斜面での作業となり、スキル不足に体

力不足が重なり、先輩の皆様の作業スピードについ

ていけず、ご迷惑を掛けてしまいました。作業には、

スキルとともに体力が重要と痛感した一日となりまし

た。　　　　　　　　　　　　〈№805　一條　巌　坂戸市〉

■7月25日（土）第4回チェーンソー補講

さいたま市の農業者トレーニングセンターで過去の

補講に参加できなかった方のために特別に補講が

行われました。 当日はクラブ員２名、 一般の方々

はわざわざ山梨県から来た方、 園芸のプロの方、

ボランティア活動でチエンソーを必要としている方な

ど６人。 8 月から今までの修了証が無効になるため

皆さん真剣モードでした。 改正された法令の解説

から防護用具の確認まで小室講師の名講義の下に

講習は無事に終了、 全員修了証を手にされました。

この補講の大切なところは、 何故法令が改正され

たか、 その背景を良く理解することにあります。 他

産 業 に 比 較 し

林業の傷害率

の高さの原因を

一人一人が良

く認識していき

ましょう。

                              

〈Ｎｏ.668  　　

霜触　賢　川越

市  〉

　　　　　　　　　

　　　　　　

この日の活動は雨天の為中止になりました。紙面をお借りし

て2009年3月29日に行われた植樹祭の様子と、現在の森の

状況を報告します。

■9月12日（土）長瀞町「宝登山の森」

　　〈宝登山の森　世話役　No.654　沢田　正　　川越市〉

植樹祭

成長した木々



　
連載記事他

　　

第３３話『薪の良し悪し』
どんな木でも木であれば燃えるには燃えます。ただ
薪として選ぶとすれば一応良し悪しはあります。まず
何といっても薪として一番の絶対条件は『乾燥』して
いることです。生乾きだと水分の蒸発に熱が奪われ
温度が上がらず暖まりません。又、燻されるような燃
焼になるので煙や臭いが多く出ます。樹種を選ぶこ
とよりも、一にも二にもとにかく乾燥が大切です。そ
の上で、樹種としては一般的に落葉広葉樹の堅木
が良しとされ、カシ、クヌギ、コナラ等は薪の横綱とし
て重宝されます。他にも雑木林で見かける広葉樹は
だいたい薪に良好です。それらの何が良いのかと言
うと、燃やした時に火持ちが長く燃焼が穏やかという
点です。反対にスギやヒノキの針葉樹は薪に使えな
いことはありませんが、火持ちが短く爆ぜて火の粉が
飛びやすいという扱いにくい点があります。腐ってい
る木は燃やしてもボソボソして燃焼が悪く薪としては
良くありません。意味合いは違いますが、間違っても

燃やしてはいけない木と
してキョウチクトウ（写真）
があります。花、枝、幹、
根の全てに死に至るほど
の毒があり、燃やした時
には煙にも毒が含まれま
す。〈No.30　木島　浩　

寄居町〉

 シリーズ　薪ストーブの魅力と暮らし

新型コロナウイルス感染拡大により外出自粛要請 緊

急事態宣言と 緊張感高まるなか クラブ活動は3月26

日より6月6日まで73日間の自粛をする事になりまし

た。その間私は体調チェックの為毎朝の検温と血圧

の測定、体力維持の為畑仕事に汗を流しましたが、

長雨、日照不足に結果は80点程。又休校中のグラ

ンドが草原状態になり草刈り、グランドや建物まわり

の樹木の下枝の剪定の手伝いに巣ごもりの時間が

短くなりました。6月早々の高谷の森より「活動再開

に関する基本的ガイドライン」ができマスク、体温、ミ

ーティング、昼食での密接に注意し進行中です。8

月に入り熱い日が続き熱中症も問題になりコロナ感

染者は8月初めには全国で毎日千人前後の感染者

が増えている状況ですが、4月頃に比べると少し緊

張感がうすれてきているかと思います。新型コロナウ

イルスはテレワーク、リモート、仕事の仕組みを変え

又日々の暮らしを変え住居、食、交通など様々な分

野で新たな日々がてさぐりで動き出している状況で

す。埼玉森林サポータークラブは緑豊かな森林づく

りがスタートして24年目に入ります 昨年は実施回数

113回 活動参加者数2033名でしたが、今期は新型

コロナウイルス、長雨の影響で大幅減になります。緑

豊か森林づくりは健康な皆さんの力の結集です。久

しぶりに逢う仲間につい近くなりますが、家族同様感

染しない感染させない気持ちで新型コロナウイルを

乗り切りましょう。ご協力宜しくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　〈No.101　北村　博　春日部市〉

■コロナ渦の下での考察②
今年の春先から始まった新型コロナウイルス問題は

有効な対策が見いだせないまま酷暑の夏も過ぎてし

まいます。特別な事が起きた時、100年に一度あるか

ないか・・全くの想定外で・・等々オロオロするがコロ

ナに関してははるかに超えてしまっています。このウ

イルスは相当したたからしく、すぐに形を変えたり

様々な後遺症を残したりと。当クラブも緊急事態宣

言により活動自粛により休止となり、解除後ガイドライ

ンが示されてそろりと再開されましたがその期間の何

とも言えぬ閉塞感といった消化不良な感じは初めて

でした。活動が再開されましたが私たちに出来ること

はガイドラインを守り、どうしても陥りがちな「気の緩

み」「慣れ」になることなく活動することだと思います。

現在も世界中で有効なワクチン、治療法が研究され

てますがしばらく時間がかかりそうです。見えないウ

イルスと向き合いながら「慎重に前向き」にやるしか

ありません。事情によりかつてのような多くの参加は

かないませんが活動に参加したときは十分に楽しみ

たいと思います。　　　〈No.646　梶田　力　坂戸市〉

4

 会員発言 ■コロナ渦の下での考察①

今年の一月から作業に参加、コロナ禍や雨などで中
止もありましたが、10回作業しました。初心者の元サ
ラリーマンが、慣れない作業を出来るのか不安な気
持ちもありましたが、先輩の指導の基なんとかやって
来ました。作業現場は参加者の皆さんが元気で、活
気のある雰囲気で、私は手動班で下草刈りをやって
きました。また、間伐の実習研修を受け、安全と傾斜
地で水平に切る難しさを知りました。作業現場は参
加することで、面積・どこからの委託か・作業の歴史・
地元の皆さんとの共同作業・集合駐車場などが分か
り、理解が深まるため今後も出来るだけ参加しようと
思っています。ここまでやってきて思うことは、それぞ
れの現場で参加人数が違うことや依頼主の思いを
知りたいなどあります。また、作業に参加している動
力班の皆さんはチェーンソーでの間伐した時の爽快
感が良いとの話を聞きます。作業の面白さは動力・
手動で違うのでしょうね。昨年の台風15号による千
葉県の停電が長期化した背景に、復旧に向かう車
両の進行を倒木が阻んだのが原因との指摘がありま
す。また、倒木が相次いだ背景には林業の衰退によ
る山林そのものの脆弱化があるとされています。クラ
ブの「森を元気に！森で元気に！」のように作業の
面白さを感じつつ、森が元気になれば良いなと思う
この頃です。〈No.803　　鈴木　雄二　鴻巣市〉

キョウチクトウ



■ 事務局からのお知らせ他
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編集後記

一週間待っていた土、日のフィールド活動が待ちど

うしい。家にいても代り映えのしない日々。家で冗談

を言っても「何をばかなことを言っているの！」と一蹴

されてしまう寂しさ。ところが、クラブの仲間は、すぐ

にいろいろな反応を示してくれる。くじける時もある

が、楽しい時の方が多い。そんな楽しみを、サポー

タークラブからもらっている。　（No.522　岡田豊国）

■コロナ渦の下での考察③

不要不急の外出と三密を控えるようにとのことなの

で、まず道具の整理調整を行った。刈払機はエアー

フィルターが劣化したので交換、チェンソーはカバ

ーの破損個所の交換、間伐用委託用具の点検と手

入れ。これとて一週間も作業が持たない。体力維持

と健康を兼ねて市内の観光地めぐりとクラブの作業

地巡りを週一で交互にやる事にした。川越市内へは

自転車で、作業地巡りは車で出かけ1時間程現地と

周辺を歩いた。収穫は黒山で鹿の角一本と上古寺

で白骨化した鹿のあたまの骨。遊歩道では五つ葉

のクローバ、龍ヶ谷では記念植樹のミカンと桜が一

部喰れていた。　　　　〈No.317菅家征史　川越市〉

  ■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

◇新会員のご紹介

　　　８０７　元田　亮一　（さいたま市）

　　　８０８  松原　義典　 （朝霞市）

　　　　　　　　　　　　皆様、宜しくお願い致します！

◇JAバンクさんより寄付を頂きました。

　今年で17回目。毎年ご支援を頂き有難うござい

　ます。有難く頂戴し森づくりの為に有効に使わ

　せて頂きます。（9月9日にお振込みを頂きまし

　た）　

■コロナ渦の下での考察④

3月に栃木県日光市に転居して、早半年が過ぎまし

た。コロナの影響で、県外への移動や人の集まる場

への外出は自粛した生活を送っていますが、我が家

では建築現場で余った材木やレンガ、ブロック、大

谷石に枕木…等々を頂戴してデッキや庭造りを楽し

んでいます。コンセプトは〝お金を掛けないガーデ

ニング“です。そこにある材料を使うしかない為、思

いつきで作業しています。東屋になるのか？池にな

るのか？それともグランピング？何が完成するかは

分かりません。また、手付かずの荒れた裏山も、い

つしか小さなキャンプ場でも出来ると良いなぁと思い

ながら下草刈りや倒木処理に汗を流しています。完

成の際は、クラブ員の方々にも使って頂きたいと思

っていますので、その時まで皆様、健康に気をつ

け、お元気

で過ごしてい

て下さいね

〜。　　　　　

　　　　　　　　

　〈No.793　

谷内恵美子

さいたま市〉

■クラブ員の声

2020年9月6日（日）：神川町「カタクリの里」下刈り

7月に続いて2回目の下刈り。サポーター10名。地元

の方９名にて実施。今回は当日早朝には雨が降っ

ており、作業を実施するか否かの問い合わせが数件

有った。この場所は地元の方々との共同作業という

事で、彼らが予定を入れておられる事を考えると多

少の雨では実施するのが基本となっており、それを

慣例化してきた。よってそれを伝えた。作業中の天

候は曇り一時小雨で、この日に限って気温は低め。

前日までの猛暑続きに比較すると随分楽であった。

カラムシへの毛虫（フクラスズメという蛾の一種の幼

虫）は例年だとあたり一面にたかっており閉口してい

たが、今日は殆ど見られず作業はやり易かった。今

回は体験参加された方が居られた。初めての事であ

る。小生は下刈りの指導と安全見守りに終始してい

たが、とても新鮮な一日であった。彼には今後の他

の活動への参加要領について尋ねられたので入会

されることを期待したい。（その後、入会手続きされ

たことを事務局から連絡有り。喜ばしい。）作業は無

事に終了し、参加された皆様に感謝致します。お疲

れ様でした。　　　　　　〈No.348　増永勝幸　上尾市〉
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■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～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：古川ちえ子・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。

月日 フィールド 活 動 内 容 集 合 場 所
10月3日  土 　笠幡の森 　林内整備 　川越市笠幡1953　林内道路脇

10月4日  日 　高谷の森 　下草刈り 　小川町高谷八幡2737　総合グランド入口左折すぐ

10月10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入る

10月11日  日 　越生ふれあいの里山 　下草刈り・除伐 　虚空蔵尊　越生町上野2260先右折　さくら公園駐車場

10月17日  土 　鴻巣市赤城　屋敷林 　林内整備 　鴻巣市赤城765

10月18日  日 　くるみ小屋 　林内整備 　神川町上阿久原　くるみ小屋

10月24日  土 　緑の森博物館 　下草刈り 　入間市宮寺889-1　緑の森博物館

10月25日  日 　ときがわの森 　下草刈り 　ときがわ町大字桃木３２　ときがわ町役場 第２庁舎駐車場

10月31日  土 　鷹ノ巣の森 　下草刈り 　小川町鷹巣680　鷹ノ巣の森　現地

11月1日  日 　ときがわの森 　下草刈り 　ときがわ町大字桃木３２　ときがわ町役場 第２庁舎駐車場

11月3日  火 　黒山の森 　林内整備 　越生町黒山771　現地

11月7日  土 　桶川市屋敷林 　林内整備 　桶川市加納436

11月8日  日 　越生ふれあいの里山 　除伐・間伐 　虚空蔵尊　越生町上野2260先右折　さくら公園駐車場

11月20日  金 　世界無名戦士の墓公園 　梅園小　間伐体験支援 　越生町越生　大観山頂上　世界無名戦士の墓公園駐車場

11月21日  土 　長福寺の森 　林内整備 　小川町飯田８７０　駐車場

11月21日  土 　ドリームフェスタ 　中止

11月22日  日 　ドリームフェスタ 　中止

11月22日  日 　緑の森博物館 　落ち葉掃き準備 　所沢市糀谷７８　八幡神社

11月22日  日 　くるみ小屋 　林内整備 　神川町上阿久原　くるみ小屋

11月23日  月 　笠幡の森 　下草刈り 　川越市笠幡1953　林内道路脇

11月28日  土 　岩槻　浄国寺の森 　林内整備 　さいたま市岩槻区加倉1-25-1

11月29日  日 　高谷の森 　下草刈り 　小川町高谷八幡2737　総合グランド入口左折すぐ

12月5日  土 　滝ノ入の森 　林内整備 　毛呂山町滝入585　ゆずの里オートキャンプ場駐車場

12月12日  土 　黒山の森 　林内整備 　越生町黒山771　現地

12月13日  日 　越生ふれあいの里山 　除伐・間伐 　虚空蔵尊　越生町上野2260先右折　さくら公園駐車場

12月17日  木 　林材会館 　正副会長会議 / 理事会 　浦和・伊勢丹裏　ローソンのあるビル４階

12月17日  木 さいたま市市民活動支援センター   ニュース印刷 　JR浦和駅　東口　パルコ９階

12月19日  土 　笠幡の森 　下草刈り 　川越市笠幡1953　林内道路脇

12月20日  日 　くるみ小屋 　林内整備 　神川町上阿久原　くるみ小屋

12月20日  日 　緑の森博物館   落ち葉掃き 　所沢市糀谷７８　八幡神社

1月3日  金 　くるみ小屋　 　安全祈願 　神川町上阿久原　くるみ小屋

1月4日  土 　緑の森博物館　 　安全祈願 　所沢市糀谷７８　八幡神社

1月10日  金 　越生ふれあいの里山　 　安全祈願 　虚空蔵尊　越生町上野2260先右折　さくら公園駐車場

1月16日  木 　笠幡の森 　下草刈り 　川越市笠幡1953　林内道路脇

1月17日  金 　くるみ小屋 　林内整備 　神川町上阿久原　くるみ小屋

1月20日  月 　無名戦士の墓公園 　梅園小　植樹体験支援 　越生町越生　大観山頂上　世界無名戦士の墓公園駐車場

1月23日  木 　江戸屋弘東園   落ち葉掃き 　三芳町上富1388-3　江戸屋弘東園の向い側駐車場

1月24日  金 　緑の森博物館 　間伐 　所沢市糀谷７８　八幡神社


