
コミュニケーション・ニュース
【令和３年１月１日　発行（季刊）　VOL.８５】

　

　

  

　

　新年を迎えるにあ

たり、会員皆様の日

頃の活動に感謝し、

同時に今年一年の

会員皆様とご家族の

健康をご祈念申し上

げます。

　昨年はコロナ禍に

始まりコロナ禍で終

わったと言っても過言ではありませんでした。我ク

ラブも県の活動自粛要請に従い約2ヶ月間活動

を中止致しました。そのため通常の活動以外にも

企業支援や農林フェスタ、一泊研修などのイベン

トも中止せざるを得ませんでした。しかし、その渦

中でもクラブ員のチエーンソースキルアップ研修

や小学生の森林体験学習の支援ができたことは

クラブ員の協力のおかげであります。

　また、コロナ禍に加えて秋の長雨による活動中

止も相次ぎ、森林整備が大幅に遅れてしまいまし

た。背丈ほど雑草が伸びたフィールドもありまし

た。しかしながら、クラブ員の頑張りでおおよそ活

動中止前の状態になったのではないかと思います。

　例年「安全な作業を」とお願い致しております

が、コロナウイルス感染の終息が今なお見えない

現状ですので、今年は更に活動の基本ガイダン

スに従いコロナウイルス感染予防の徹底をお願い

致します。開けた野外地と雖も安心は出来ませ

ん。野外バーベキューで感染が起きた事例も報

告されています。そして一番怖いのは慣れから来

る緩みです。一人一人が注意するのは当然です

が、世話役は自分の作業は控えてでもガイダンス

が守られているかをチエックする役割を優先して

いただきたいと思います。

　

　さて、クラブ員の会員番号も現在800番台になり

ました。新しい会員の方々の殆どがホームページ

を見て、と加入動機を上げておられることを考え

ますと外部への発信機能を持つことの大切さを改

めて思います。と同時に内容の充実も一層はか

って行かなければなりません。ホームページ作成

委員の方々には、写真の選定、キャプションなど

にさらに工夫をいただき、活動内容がより一層伝

わる画面にしていただければと思います。

　新加入のクラブ員が増えると同時にまた、年齢

や健康、個人の事情などで少しずつ退会される

方もおられます。徐々にではありますが私たちの

クラブも新陳代謝が行われていく気がいたしま

す。組織としてはこれからが過渡期になるのでは

ないかと思います。そして世話役、理事の方々は

次を誰に託すのかを意識し、人材の発掘、育成

に心掛けてくださるようお願いいたします。

　最後に、我クラブのモットーを掲げて挨拶を終

わります。

「山を元気に！山で元気に！」コロナウイルスに

負けず頑張りましょう。

「新しい年を迎えるにあたって」会長　霜触　賢

2010年春から活動を始めた黒山の森はこの様に生
まれ変わりました。宝登山の森や鷹巣の森や龍ヶ
谷の森もとても美しい森になりつつあります。
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 自 然 の た よ り (54)      フユシャク

冬になると雑木林の中を白っぽい蛾が、フワフワ飛んでいるのを見たことがありますか。私は長い

間、チョウやガは冬の間はいないはずなのにおかしいなと、思っていました。ある種のチョウは成

虫で冬越しするので、小春日和の暖かい日には冬でも飛ぶことがあります。ウラギンシジミや、ム

ラサキシジミがそれにあたります。ところが冒頭に書いた白い蛾は冬の間、雑木林に行くといつで

も飛んでいるのです。最近になってやっとわかりました。クロスジエダフユシャクの♂です。蛾は

日本には3000種くらいいて、フユシャクの仲間は35種くらいいるそうです。この蛾の♀は羽はなく

樹皮にとまって♂の来るのを待っている、というので雑木林の活動日に皆さんでコナラの木をグル

グル回って捜しました。すると2匹見つかりました。ほとんど樹皮と同じ色で、完全に同化してい

ます。驚いたことに、図鑑で調べると

両者とも口はなくただ交尾をして子孫

を残すだけの人生なのだそう。こんな

究極の生き方もあるのですね。生存戦

略として敵の少ない冬を選んだのでし   

ょう。　〈No.647 賀登　環　川越市〉

フユシャク　♀　2～3ｃｍフユシャク　♂　4㎝くらい

フィールド名 活動内容 参加人数

9月6日 日 カタクリの里 下刈り 19

9月9日 水 緑の森博物館　第４回目 チェーンソー研修 13

9月12日 土 宝登山の森 中止 0

9月13日 日 龍ヶ谷の森 「A地区」「B地区」通路草刈 20

9月16日 水 林材会館 正副会長会議/理事会 20

9月19日 土 笠幡の森 中止 0

9月20日 日 くるみ小屋 くるみ小屋周辺整備 11

9月20日 日 高谷の森 中止 0

9月22日 火 緑の森博物館　第５回目 看板建て替えと下草刈り 13

9月23日 水 さいたま市市民活動支援センター ニュース印刷 6

9月26日 土 鷹ノ巣の森 中止 0

9月27日 日 緑の森博物館 下草刈り 18

10月3日 土 笠幡の森 林床の草刈り、道路際清掃　ゴミ拾い 16

10月4日 日 　高谷の森  下草刈り、竹の除伐 14

10月10日 土 上古寺の森 中止 0

10月11日 日 越生ふれあいの里山 中止 0

10月17日 土 鴻巣市赤城　屋敷林 中止 0

10月18日 日 くるみ小屋 周辺整備 27

10月24日 土 緑の森博物館 下草刈り 17

10月25日 日 ときがわの森 間伐 18

10月31日 土 鷹ノ巣の森 下草刈り 15

11月1日 日 ときがわの森 間伐 15

11月3日 火 黒山の森 間伐 13

11月7日 土 桶川市屋敷林 林内整備 20

11月8日 日 越生ふれあいの里山 除伐 15

11月14日 土 鴻巣市赤城　屋敷林 間伐 15

11月15日 日 滝ノ入の森 間伐 11

11月15日 日 くるみ小屋 周辺整備 22

11月18日 水 世界無名戦士の墓公園 体験支援 16

11月21日 土 長福寺の森 刈払・枯損木処理 11

11月21日 土 ドリームフェスタ 中止 0

11月22日 土 ドリームフェスタ 中止 0

11月22日 日 緑の森博物館 落ち葉掃き準備・下草刈り 13

11月23日 月 笠幡の森 除伐及び草刈り 11

11月28日 土 岩槻　浄国寺の森 枯損木、張出枝の処理 19

11月29日 日 高谷の森 下草刈り 10

月　　日
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■10月25日（日）ときがわ町「ときがわの森」

今回はチェーンソーで間伐作業、担当場所へ道具

一式持って到着。メンバーが順番に受け口・追い口

と伐倒作業を進め、さあ次は自分の番となったあた

りで下から道を登ってくる数人の姿。ときがわ町長と

案内役の小室専務ご一行だ。ここは華麗なるチェ

ーンソーテクニックをご披露！なんて余裕は全く無

く、超緊張状態で作業突入。「スキルアップ研修や

り直し！」って言われないかな？なんて言葉がいろ

いろ頭の中でグルグル回っていたのですが、どうに

か狙ったところに伐倒成功。程よい緊張状態で作

業した方がうまく出来るものなのでしょう。こんな感じ

で毎回何かしら学べてゆければ、活動がより楽しく

なるような気がします。さて、次の活動では何を学べ

るかな？　　　　　　　　〈No.796　吉松慎哉　川越市〉

　　　

■10月4日（日）小川町「高谷の森」

会社退職後、①体を動かして②新しい仲間と楽しく

③何かいい事をしたいと思ってこのクラブに入会し

た私にとって、いろんな種類の木を植栽した「高谷

の森」の活動は今一番意義を感じられるフィールド

です。活動は14名で行いました。私は第１回杉戸農

高植栽地（4年目）あたりの草刈を担当しました。夏

草のジャンクルの中を分け入り、刃の角度を工夫し

ながら草刈を進めていったのですが、段々疲れてく

るとどうしても散漫になってきます。「イカン！ここで

丁寧に出来る人とできない人とで大きく分かれるん

だ！」なんて自分を鼓舞をしながら時間まで作業を

しました。松の木は旺盛に成長。それに比べ山桜、

山モミジは「もう少し頑張れ！」ってとこか。ヤマグリ

は落ちた実から新しい木が育っていました。

フィールドの入口の坂には、刈らずに残された曼珠

沙華の花が満開でした。

　　　　　　　　　　　　　〈No.790　山根義之　朝霞市〉
本日の笠幡の森の作業は、通称桧地区（市道側）の

アズマネザサを中心にした下草刈りでした。刈り払い

機使用者10名、手作業6名での作業でした。動力班

は普段駐車する道路側と一番奥側の２方向から作

業を行いました。手作業班は、熊手を使って、道路

まで飛散した草を林内に掻き入れました。休憩時に

は、地主の山畑様からお茶とお菓子の差し入れがあ

り、美味しくいただきました。作業終了後、参加者の

木島さんが、20年近く使用したチエンソーのチャプス

に実際にチエンソーを当てて古いチャプスの機能を

テストすることになりました。結果は、チエンソーは止

まるには止まったが

、表の布は約20㎝裏

まで完全に切れた部

分は10cm弱。チャプ

スの一部が裏まで切

断されていたというこ

とは、古いチャプスを

使い続けることは危険

なことと思いました。　

〈No.160　小坂博美

　川越市〉

雨で中止になった9月12日の活動の替わりに急遽

実施しました。この日は久しぶりに晴れとなり、暑さ

も和らぎ下刈りに最適な日になりました。また下刈り

とともに植栽事業表示板の建て替えを行いました。

この事業地は2009年3月に植栽が行われ、その時

大島さんに表示板を作成いただき、建てたもので

す。今年の春に追加植栽を行った時、この表示板

が倒壊していました。そこで今回表示板を造り直

し、設置しました。急遽実施したにもかかわらず13

人の猛者の参加で予定した作業は、早く終わりまし

た。下刈り作業の後に表示板を建て込み、植栽から

11年経過した森が、大きくなったことを皆で確認しま

した。　　　　　　　　〈№660　小室正人　さいたま市〉

■9月22日（火・祝）長瀞町「宝登山の森」

■10月3日（土）川越市「笠幡の森」
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体験での参加でしたが、本格的な山作業をさせて

いただき、木こり気分を存分に味わうことが出来まし

た。ありがとうございました。全くの素人のため急斜

面に立つのもやっとで、受け口を作る際に鋸を水平

や斜めに入れることにも苦戦していたのですが、先

輩方の丁寧なご指導のおかげで何とか伐倒すること

が出来ました。作業後の帰り道で先輩の皆さんから

「入会するよね！」との温かい後押しもいただきまし

たので、早速帰ってから入会申込書を書こうと思い

ます。（寄稿）松尾　潔　…後日事務局に申込書が

届きました…。

　■11月7日(土)桶川市「本木邸の活動」　　　
今回は3回目の体験参加です。日にちを間違えてし

まい遅刻してしまいましたが、暖かく迎えてくださり、

ありがとうございました。受験が終了し、地元で活動

があったので参加させていただきました。活動地は広

大な屋敷林で、その一角の大きな竹林で作業を行い

ました。空を覆うほどの巨大な竹を切り倒しました。皆

さまのご指導のもと、安全に作業することができまし

た。ノコギリはもちろん、樫の木の棒を使って竹の枝

を落とす発想は私にはなく、驚かされました。この日

は11月にしては風がなく暖かかったので動きやすく、

楽しく作業ができました。作業の後、本木さんから里

芋料理と豚汁を振る舞っていただきました。疲れてい

ましたが、それを食べて元気が出ました。貴重な体験

をして、美味しいものを食べ、とても充実した1日にな

りました。（寄稿）大野晟慧

天候不順で予定日よりも約1か月遅れでの活動でし

た。延期の甲斐があったのか、朝の冷え込みも弱く

快晴の活動日和でした。刈り払い機での作業で、草

以外の灌木っぽいものに加えて蔓性の草も混在し

ておりやや苦戦しました。個人的にはチップソー以

外の刃に付け替えられたらと思いましが、草の間に

潜んでいた切り株に再三刃が食われる程度の私の

技術では、まだまだ経験不足で危ないと思いまし

た。無事計画していた範囲の作業は終了、来年の

草の茂り具合を楽しみに（？）待ちましょう。作業終

了後にはおにぎりと豚汁をいただきました。ただ、コ

ロナ禍の影響により3密回避で和気あいあいとはい

かないところが残念だと感じました。

〈Ｎｏ.792　金子令治　川口市〉

■11月14日（土）鴻巣市「尾澤家屋敷林」　

　　

　　　　　

■12月5日（土）毛呂山町「滝の入りの森」

　　　
■10月31日(土)小川町「鷹巣の森」
　　　 コロナと雨の影響で今年度は私に取り初めての活

動、前回の活動からは約１年ぶりとなります。１年間活

動を空けていたことでの現地の様子ですが、１）植林

した木は大きく育っていて問題なし、２）育った木が日

陰を作っているためか一部を除き雑草の繁殖はあま

り見られない、３）元々竹林だった影響で雑草より竹

の除去に手こずっていたが竹の繁殖は少し衰えが見

えてきた、４）新たな勢力として？篠と笹の繁殖が勢

いよく大きく目立ってきた、といった状況でした。植林

した木々はたくましく成長し草刈の必要性も無くなっ

てきたように思いますが、竹、篠、笹の繁殖が絶える

まではまだまだ手を入れていく必要がありそうです。　

　　　　　　　　　　　　　　　　<No.30　寄居町　木島浩>



越生ふれあいの里山活動（越生町）
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■9月13日（日）龍ケ谷の森「A、B地区」の通路草刈

り作業と「梅園小学校植栽地」の下草刈り、整備作

業を行いました。手作業班では新入会員2人体験希

望者1名が山林整備研修を体験しました。「A,B地

区」通路の草刈りは予定通り完了。

■11月8日（日）越生ふれあいの里山「C地区」除

伐、下草刈り作業を行いました。金比羅神社登り道

より左側斜面からオークネット看板のある沢まで範囲

を中段より尾根道に向かって除伐を行いました。尾

根道近辺は除伐が入っていなく作業はかなり能率

が落ちる状況でした。尾根道付近は次回の作業で

完了の予定。

  ＜龍ヶ谷手作業班下草刈り＞　　

　

　　　　　　　　　　　　 ＜龍ヶ谷動力班通路草刈り＞

　　＜越生除伐・下草刈り＞

　　　　　　　　　　　 　 ＜越生作業の合間の休憩＞

神泉の森活動（神川町　くるみ小屋）

拠点活動レポート

「クラブ員の声」欄への投稿を２００字程度でお願

 いします。

  　　

2020秋のくるみ小屋

くるみ小屋は、3つのプロジェクトを計画しています。

①くるみ小屋脇の「榎」にツリーハウスを作ること、②

くるみ小屋林道の一部のコンクリート舗装、③小屋

下の広葉樹の更新伐採です。くるみ小屋では、森林

を楽しむ企画（餅つき・キノコ原木栽培・地元固有種

枝豆の収穫からの一連作業体験など）、小屋の維持

管理作業と同時進行で活動していきます。

また、11月の活動日にTV朝日「ポツンと一軒家」の

取材がありましたが放映は未定だそうです。

〈くるみ小屋担当　Ｎｏ.82　　香取由美　　川口市〉

■10月24日（土）下草刈り。参加者17名

■11月22日（日）落ち葉掃き準備。参加者13名。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈事務局〉

緑の森活動（入間市　緑の森博物館）

〈越生ふれあいの里山担当　No.718　片野健一　川越市〉
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 会員発言

私がクラブに加入した理由

2011・3　故郷宮城県を含む東北地方に未曾有の災

害を与えた東日本大震災に際し、会社内の復興事

業への現地での関わり希望したものの、震災直後で

必要なのは、土木等の技術者でした。事務職であっ

た私は、現地近くではあるが、震災とは限りなく希薄

な関係の宮城県内の事務所に転勤となりました。そ

の為、個人として、福島県の復興支援団体で初めて

ボランティア活動を開始し、転勤した岩手県では、

森林再生に関するボランティア活動にも参加いたし

ました。本年5月、再雇用期間が満了し自宅のある

埼玉県に戻る際に、HPで検索したところ、本クラブ

の存在を知り、加入させていただきました。これから

も、災害が発生した際はボランティア活動を行いた

いと考えており、機械操作等の学習と経験を蓄積で

きるよう努力いたしますので、ご指導等よろしくお願

いいたします。〈Ｎｏ．805　一條　巖　坂戸市〉

庭で薪割をしていると鳥が近くに寄ってきます。なぜ

寄ってくるかと言うと、原木の中にカミキリムシの幼虫

がいて原木を割った拍子に出てくるのを餌に狙って

いるのです。見えてもいなかったものなのに鳥はよく

気が付くものだと感心してしまいます。と同時に、『寝

た子を起こしてしまったうえに鳥の餌にしてしまい幼

虫には気の毒なことをしてしまった。しかし鳥には予

想外の嬉しいボーナスであったことだろう。これも自

然界の摂理といういうものか？』と薪を割っては考え

ます。そして割った薪は、乾燥のために１年以上は

雨を除けた場所に積んで保管しておきます。その

間、どこからともなくやってきたカミキリムシが薪の中

に入り、樹皮の内側にある形成層のところを好んで

食します。そうなった薪を手にすると樹皮が浮いたよ

うに剥がれ、そこからカミキリムシの残飯なのでしょう

か？細かい粒子状になった木のクズが壊れた砂時

計のようにザザァッーと大量にこぼれ落ちてくるので

処理に困ります。幼虫も木のクズもやっかいなことで

はありますが、『薪は

人にだけでなく他の

生き物にも恩恵を与

える、素晴らしい自

然の産物なんだな』

と薪を割っては考え

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

第34話『薪を割って考える』

雑木林の昆虫−埼玉の原風景「県の蝶ミドリシ

ジミ」−

　ミドリシジミは翅を広げた長さが4cmほどの大きさ

で、年1回、6月から7月に見られる緑色に輝く蝶で

す。埼玉県では1991年

（平成3年）11月14日県

民の日に「県の蝶ミドリシ

ジミ」を制定しました。

　翅の表面が緑色の金

属光沢を持つものは雄

だけです。雌の翅は表

面全体が茶色一色、オレンジ色の斑点、青色の斑

紋、オレンジ色と青色の斑紋の4つのタイプがありま

す。ハンノキやヤマハンノキなどの幹に産卵し、卵で

冬を越します。翌年の春

に孵化した幼虫はハン

ノキの葉を食べて成長し

ます。またハンノキ の葉

で巣を作り外敵を防ぎま

す。5月頃、幼虫はハン

ノキの根元に降り、落ち

葉の中で蛹になります。6月頃から羽化し成虫とな

り、このサイクルを繰り返します。このようにミドリシジ

ミは平地ではハンノキに依存しています。

　ハンノキは低湿地に、ヤマハンノキは山地に生息

し、日本全国に分布しています。特に低湿地の多か

った埼玉県の平野部では原風景を形づくる代表的

な樹木です。以前は河原、谷地（やち）や田んぼの

畦道（あぜみち）などに多く見られました。東京近郊

で宅地開発や河川の改修などで、ハンノキが生息で

きる環境が年々減少しています。

　旧浦和市秋ヶ瀬の荒川河川敷には比較的都市部

に近いハンノキ林が今

でも残っています。こ

れは全国でも非常に

珍しいことです。このた

めミドリシジミにとって

格好の生息地となって

います。県環境部では

秋ヶ瀬公園のハンノキ林の保全のシンボルとして毎

年「県の蝶ミドリシジミを見る集い」を行っています。

興味のある方はみどり自然課あるいは埼玉昆虫談

話会のホームページをご覧ください。

（イラストは小堀文彦氏）

　　　　　　　　　　〈No.722　利根川雅実　さいたま市〉

 シリーズ　森林の不思議

カミキリムシの食害
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編集後記

このところ世間ではコロナ感染状況が悪くなり、第三

波などと言われてます。クラブ員の皆さんには、家か

ら出る前に体温測定して体調確認を行い活動参加

をお願いいたします。11月1日のときがわの森では

豚汁を美味しく頂きました。そんなお楽しみも含め

て、毎回の活動に楽しく参加できるように、怪我無く

コロナ対策も怠らず日々過ごしてまいりましょう。

（Ｎｏ.784　平井　崇詞）

◇新会員のご紹介

　　 809　田村　将夫さん（越生町） 

　　 810　松尾　潔さん（さいたま市）

　 　811　佐藤　雅和さん（川口市）

　　　　　　　　　　皆様、宜しくお願い致します。　

＊ここにきて新しい仲間が多く入会されています。皆さ 

　 んと一緒に森づくりに励み、楽しみましょう！

◇事務局の年末年始の開設

年内は、12月23日（水）までとし新年は、1月13日（水）

からは、通常通りとします。

＊この間の緊急連絡は、会長霜觸、副会長沢田、片  

　 野、岡田豊国か星まで連絡をしてください。

◇コロナ感染症対策

引き続きご配慮をお願いいたします。活動時において

は各自、体温測定し、ミーティング時に自己申告して

下さい。また、自己管理上3蜜を回避し手洗い、密室

での会食は絶対しない。

◇事務引継ぎ2か月

はや2ヶ月経過しましたが、まだまだヨチヨチです！皆

様のご指導ご鞭撻を宜しくお願いします。

  ■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

■11月18日（水）越生町梅園小学校児童森林

体験活動に参加して

越生の町を通る時仰ぎ見る無名戦士の墓公

園。眺め最高の好立地で行われた梅園小五年

生の間伐体験支援活動に初めて参加しまし

た。小春日和の秋空の下、生徒達は緊張しつ

つも真剣な眼差しで、霜触会長の緻密で分り

易い座学を受け、いざ間伐体験へ。小杉指導

員の優しい手解きの下、慣れない鋸操作に悪

戦苦闘するも二本の檜をみごと伐採しました。

鈴木世話役の適切な指揮により事故・怪我なく

無事間伐体験終了となり、生徒達からは感謝

で一杯の言葉を頂き、次回の植樹作業を誓い

合い、笑顔でお別れした間伐体験会でした。

未来ある子供達が山を見た時、山林整備の重

要さと老体達の地道な活動を思い出してくれる

ことを祈っての終了でした。

〈No.697　長　利光　鶴ヶ島市〉

皆さん！携帯できる刃物の刃体の長さは？

藤井は大災難をこのコロナと同時に受けてしまいま

した。この3月中頃、マイカー巡行中、突然パトカー

の停止指示を受けました。人相が悪かったのでしょ

うか？何かの交通違反かと思いきや、なんと、危険

物（銃刀法違反）所持容疑で、パトカー2台により武

蔵野警察署に強制連行させられてしまいました。そ

れは、荷台に、小寺さんが罠がけした鹿の解体に

使用した刃渡り13cmのサバイバルナイフを発見さ

れてしまったことです。許可を得ないで所持出来る

刃物の刃体には厳しい制限があります。下記にそ

の要点を列記しますので、十分にご注意有れ！

☆刃体の長さが6cmを超える刃物は原則として携帯

できません。(〇下記の場合を除く)

〇特定用途に供するため市販されている刃物をそ

の用途に供する場合(当クラブﾞ活動時の場合)

〇購入した刃物を自宅に持ち帰る場合

〇猟に使用するため携帯する場合

×無目的で持ち歩く場合(私達の鋸、鉈、鎌等を車

に積んだままでは駄目とのことです)

×猟で使用する刃物を猟に行かないのに車に積み

込んだままにしておく場合(今回の藤井の場合)

寒くなってきました。皆様あまり無理をなさらない

で、コロナに、インフルエンザに、銃刀法違反に負

けずにお体をご自愛くださいませ。

　　　　　　　　　　　　〈Ｎｏ.７０６　藤井俊文　川越市〉

　

クラブ員情報

事務局からのお知らせ他
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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：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　了）

※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！

※集合時間は8時30分です。支度をして集合して下さい。

1月3日  日 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  月 緑の森博物館 安全祈願 所沢市糀谷７８　八幡神社

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

1月16日  土 笠幡の森 下草刈り 川越市笠幡１９５３　林内通路脇

1月17日  日 くるみ小屋 下草刈り 神川町上阿久原　くるみ小屋

1月23日  土 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  日 緑の森博物館 間伐・除伐 所沢市糀谷７８　八幡神社

1月26日  火 無名戦士の墓公園 梅園小　植樹体験支援 越生町黒山７７１　現地

2月14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　先を右折　さくら公園駐車場

2月20日  土 笠幡の森 下草刈り 川越市笠幡１９５３　林内通路脇

2月21日  日 くるみ小屋 林内整備 神川町大字上阿久原　くるみ小屋

2月28日  日 緑の森博物館 間伐・除伐 所沢市糀谷７８　八幡神社

3月14日  日 越生ふれあいの里山 林内整備 （下草刈り） 虚空蔵尊　越生町上野２２６０　先を右折　さくら公園駐車場

3月17日  水 さいたま市市民活動支援センター 正副会長会議／ 理事会 ＪＲ浦和 東口　パルコ９階

3月20日  土 笠幡の森 林内整備 川越市笠幡１９５３　林内通路脇

3月21日  日 くるみ小屋 林内整備 神川町大字上阿久原　くるみ小屋

3月28日  日 緑の森博物館 林内整備 所沢市糀谷７８　八幡神社

4月4日  日 ときがわの森 間伐 ときがわ町大字桃木32　ときがわ町役場　第2庁舎駐車場

虚空蔵尊　越生町上野２２６０　先を右折　さくら公園駐車場4月10日  土 越生ふれあいの里山 オークネット森林体験支援

4月11日  日 くるみ小屋 林内整備 神川町大字上阿久原　くるみ小屋

4月17日  土 くるみ小屋 林道整備 神川町大字上阿久原　くるみ小屋

4月17日  土 笠幡の森 下草刈り 川越市笠幡１９５３　林内通路脇

4月18日  日 越生ふれあいの里山 六角ベンチ整備（除伐・間伐） 虚空蔵尊　越生町上野２２６０　先を右折　さくら公園駐車場

4月24日  土 越生ふれあいの里山 オークネット予備日 虚空蔵尊　越生町上野２２６0　先を右折　さくら公園駐車場

4月25日  日 緑の森博物館 下草刈り 所沢市糀谷７８　八幡神社

月　日 フィールド名 活 動 内 容 集  合  場  所


