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今年の総会は昨年に続くコロナ禍のため書面総会

も検討いたしましたが、６月５日（土）に「令和３年度

通常総会」を埼玉教育会館の２階会議室において

開催することができました。片野副会長の開会の言

葉に続き、霜触会長の挨拶（別記のとおり）続いて

議事へと進み、議長に霜触会長を選出し、議事内

容を小室専務が説明し下記３議案を審議、３議案と

も満場一致で承認され岡田（豊）副会長の閉会の言

葉で終了いたしました。【出席総数　１１１名　（当日

出席者２３名　委任状８８名）】

会長挨拶＝令和３年度　第20回通常総会に当た

り、ご挨拶申し上げます。サポータークラブの会員

の皆様には常日頃クラブの活動にご協力をいただき

ありがとうございます。コロナ禍の中で総会を開くこと

に賛否はありましたが、感染予防を徹底しで行なう

こととしました。昨年度の活動は資料にもありますと

おり、非常事態宣言やまん延防止等措置の発出、

あるいは天候不順のために活動を中止せざるを得

ないことが多く活動が大幅に減少してしまいました。

しかしながら幸いなことに、クラブ員の感染や作業

現場でのクラスターの発生は今のところ報告はされ

ておらず、一安心しております。新型コロナウイルス

ワクチン接種がすすんでいるとは言え、まだまだ予

断を許さない状況は続くものと覚悟しておかなけれ

ばなりません。これからも「活動の基本的なガイドラ

イン」を遵守し、一人一人が、感染予防対策をしっ

かりとしていきましょう。テレビ番組で紹介され、また

ホームページの充実もあり新入会員が増えており、

大変喜ばしいことだと思います。新入会者にたいし

ては指導体制を明確にし、十分なフォローが出来る

ような対策を講じてゆく必要性があります。今年度か

ら長年クラブの活動に貢献されて来られた宮城理

事が、後進に道を譲りたいと理事を辞退されました。

今までの貢献とその決断に敬意を表したいと思いま

す。クラブの高齢化が進む中でも一方で新入会員

も増え、新しい若手の理事が三人誕生いたします。

組織の新陳代謝を徐々に進めていく時期に来てい

ると感じています。また、作業内容も無駄がないよう

に常に見直していく必要があります。担当の理事や

世話役はご苦労ではありますが、いつも気にかけて

ください。今申し上げた事柄はもう少し詳しく別記に

まとめておきます。最後になりますが、時節柄、健康

管理に十分に注意されまして今年度も山で元気に

お会いできることを楽しみにしています。　　　　　　　

　　　　　                                      会長　霜触　賢

『議　　事』

第１号議案：令和２年度事業報告及び決算につ

いて（案）

事業報告：活動実施回数７５回・参加人数９１１名

決算報告：経常収益2,002,506円

【内訳：会費523,000円、寄付金214,150円、助成

金等　1,170,000円(含未収金)、その他収益

95,356円】

経常費用2,306,756円

【内訳：事業費1,875,378円、管理費431,378円】

当期正味財産増減額：△304,250円

前期繰越正味財産額：1,521,679円

次期繰越正味財産額：1,217,429円

第２号議案：令和３年度事業計画及び予算につ

いて（案）

事業計画：実施予定回数８５回

収支予算： 経常収益3,000,000円

　　　　　     経常費用3,000,000円

当期正味財産増減額            0円

前期繰越正味財産額1,217,429円

次期繰越正味財産額1,217,429円

第３号議案：任期満了に伴う理事の選任につい

て

新任理事＝藤井俊文、山根義之、平井崇詞

退任理事＝宮城慶吾

　　　　　　　　　　　　　以上

令和３年度通常総会開催　令和３年６月５日
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 自 然 の た よ り (55)   強くて有毒な夏草
　これから夏になると日当たりのいい活動地では、背丈を超すほどの夏草が繁茂します。刈払いす

るにもなかなか厄介な相手です。その中でも強豪でしかも有毒なものは「クサノオウ」、「タケニ

グサ」、「ヨウシュヤマゴボウ」でしょうか。クサノオウ、タケニグサはともにケシ科で茎は中

空、切ると黄色い汁が出てこれが皮膚に触れると炎症を起こす場合があり、衣服につくととれなく

なります。全草に約21種のアルカロイド成分を含み、その多くが人間にとって有毒です。また、タ

ケニグサも花の形は違いますが姿がクサノオウとよく似ていて、同じように有毒です。

　ヨウシュヤマゴボウはヤマゴボウ科でアメリカからの帰化植物です。根、茎、葉全体が有毒で

す。夏になるとブドウのような実を付け、この果汁は青色の強い染料でアメリカではインクベリー

と呼ばれていました。これもアルカロイドの毒を含み誤飲食すると重篤な症状になります。サポー

タークラブの皆様が夏に草刈りをする場合は、これらの植物には大いに注意が必要です。

〈No.647 賀登　環　川越市〉
 

  

クサノオウ タケニグサ ヨウシュヤマゴボウ

フィールド名 活動内容 参加人数

3月4日 木 浄国寺　 間伐 6

3月6日 土 桶川市加納屋敷林　 間伐 7

3月7日 日 桶川市加納屋敷林　 間伐 7

3月10日 水 桶川市加納屋敷林　 間伐 4

3月14日 日 桶川市加納屋敷林　 間伐 7

3月14日 日 越生ふれあい里山 下草刈り 23

3月17日 水 浄国寺 間伐 6

3月18日 木 浄国寺 間伐 9

3月20日 土 笠幡の森 林内整備 20

3月20日 土 桶川市加納屋敷林　 間伐 6

3月21日 日 くるみ小屋 林内整備 9

3月22日 月 桶川市加納屋敷林 間伐 4

3月24日 水 埼玉教育会館 理事会 14

3月27日 土 桶川市加納屋敷林 間伐 7

3月28日 日 緑の森博物館 林内整備 15

3月28日 日 桶川市加納屋敷林 林内整備 5

4月3日 土 内洞沢 倒木処理 10

4月4日 日 ときがわの森 間伐 13

4月10日 土 越生ふれあい里山 オークネット（中止） 0

4月11日 日 くるみ小屋 林道作業 13

4月17日 土 くるみ小屋 林道作業 13

4月17日 土 笠幡の森 下草刈り 10

4月18日 日 越生ふれあい里山 六角ベンチ整備（除伐・間伐） 15

4月24日 土 越生ふれあい里山 オークネット（予備日）（中止） 0

4月25日 日 緑の森博物館 下草刈り（中止） 0

5月2日 日 上古寺の森 下草刈り 14

5月4日 土 緑の募金活動 街頭募金（中止） 0

5月8日 土 ときがわの森 間伐 14

5月9日 日 越生ふれあい里山 オークネット準備 13

5月15日 土 鷹ノ巣の森 林内整備 14

5月16日 日 高谷の森 下草刈り 9

5月16日 日 くるみ小屋 林内整備 16

5月22日 土 越生ふれあい里山 オークネット（案）１（中止） 0

5月23日 日 緑の森博物館 下刈り（中止） 0

5月25日 火 浦和コミュニティセンター 理事会（書面議決） 20

5月29日 土 越生ふれあい里山 オークネット（案）２（中止） 0

5月30日 日 上古寺の森 下枝刈り 10

月　　日



３

１月 フィールド活動レポート

　

　　

　
　　

　　

　　　

　　

　　　
■5月15日（土）小川町「鷹ノ巣の森」

今回の活動は、「刈払機による下草刈り」と「手作業

による竹の除去」でした。刈払機での参加でした

が、急斜面でもなく石ころも少ない「刈払機」に適し

たフィールドでした。ただし、季節柄、草の水分が多

めで刈払機の防護カバーと刃の間に刈った草が詰

まるのには閉口しました。終盤の作業では細めの竹

の密生地に刈払機で立ち入って刈り取りに挑みま

した。背の高い竹だと倒れかかって作業がやりにく

くなったので、「倒した竹の枝払い」に作業内容をシ

フトしました。太目の竹を50㎝程の長さに切って握り

頂部側から枝をたたき折る方法（＝高谷の森の活

動で教わりました！）は、握力が必要ですが、多少

のストレス解消に貢献した気がします。

　　　　　　　　　　　　　〈No.792　金子令治　川口市〉

　　　

■5月2日（日）小川町「上古寺の森」

下枝処理を行う前に、下草を刈り払い機で処理しな

がらフィールドを上へ進む。フィールド内の樹木は

だいぶ成長して枝も大きく広がり、下草もそんなに

伸びなくなってきています。今日は刈り払い機作業

はすぐに終了だな！と思い獣よけネットに目をやる

と、何かが引っかかっているのだ。鹿でした。そんな

に時間が経っていないようでした。有志の皆様で最

後に埋葬（合掌）獣よけネットは細かいところが破け

たりして、少し補修する必要のある場所が見られた

ので次回の活動で行う事とする。鹿には申し訳あり

ませんが、獣よけネットがきちんと機能したのでそれ

は良かったな。次回活動で熊が引っ掛かっていた

らどうしよう！などと考えつつ活動終了。いろんな事

が起きます。だからやめられないのでしょうね。

　　　　　　　　　　　　〈No.784　平井　崇詞　狭山市〉

この日は雨が心配な雲行きでしたが、時々小雨がパ

ラパラと降る程度、作業には影響ありません。本日の

作業は小径木の間伐と手作業による除伐です。ダブ

ル岡田チーム（岡田豊国さんと2人チーム）の少数精

鋭です。（勝手に思ってます。）小径木なのでサクサ

クと作業が進むと思いきや、すべての伐倒が掛り木

になり作業がはかどりません。それでも８本の処理が

出来ました。緊急事態宣言も解除になり、クラブの活

動も再開されました。新緑の季節です。家に閉じこも

っていてはもったいない。「ときがわの森」の作業は、

これからも続きます、ぜひ皆さんも参加を。今回、小

室専務の計らいで豚汁をいただきました。ご馳走様

でした。　　　　　　　　　〈No.７４９　岡田　了　所沢市〉

ここ内洞沢は、棚田と緑や花の風景が広がりホタル

の里としても知られています。棚田に流れる沢の上

流部には杉の山があり、以前平成22年～25年にか

けてサポータークラブで間伐を行ってきたところで

す。8年振りとなる今回の活動ですが、その杉の山

を抜ける道（町道）が2年前の台風被害による倒木

で塞がれてしまった状況であったため、地元の方や

ハイキングに訪れる方が安心して気持ち良く歩ける

ように、倒木の除去と整備を行いました。棚田とホタ

ルの環境保全という観点から、サポータークラブの

活動に関して地元の方はとても好意的で、お花見

の時期でもあるからと、お昼には豚汁、山菜天ぷ

ら、おに

ぎ り な ど

を振舞っ

て頂きま

した。

〈No.30　

木島　浩

寄居町〉

■4月3日（土）小川町「内洞沢の森」

■4月4日（日）ときがわ町「ときがわの森」



会長提案他
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■5月16日(土)小川町「高谷の森」
　　　

「新年度に当たっての提案」　会長　霜触　賢
今年度も昨年に続きコロナ禍のもとでの活動

になりました。しかし幸いなことにクラブ員の感

染や、作業現場でのクラスター発生は現時点

では起こっておりません。これはクラブ員の

方々の不断の感染予防の努力と、感謝申し上

げます。コロナワクチン接種が進み、感染拡大

も少しずつ収まりを見せ始めてはおりますが、

まだまだ油断は禁物です。これからも普段の

生活での感染予防と、作業時には「活動再開

に関する基本的ガイドライン」を確実に守り、

「感染しない」「感染させない」の覚悟で臨んで

行きましょう。こうした状況下、今迄の活動を振

り返りながら、今後の活動に対していくつか思

うことを書いてみたいと思います。

【1】世代交代を図り次世代の牽引役を育   

　　 てること

今までクラブを牽引してきました５０代、６０代が

７０代になり体力に少し陰りが見え始めており

ます。一方、新入会員の方も増えてきておりま

す。これからは理事や世話役の方々は、次は

誰に託すのかを日頃から頭に入れて置くこと

が必要だと感じます。候補になるべき人に対

し、積極的に役割分担を行い、経験を踏んで

もらい自然に業務の移譲が出来るようになりた

いものです。そして理事や世話役以外の方々

もミーティングや、休憩時間でも気楽に意見、

感想を話し、自ら役割分担を買って出て積極

的に活動に関わる、そんなオープンな雰囲気

を作って行きたいと思います。

【2】常に作業内容の見直しを

　活動を見ていますと、スケジュール消化のた

めの作業、漫然と目的が不明確な、また不必

要とも思えるような作業が時に見受けられま

す。本当に必要な作業なのか、必要な作業で

なければ中止をする、あるいは遅れている他

のフィールドに譲るなど柔軟な対処があっても

然るべきと思います。また、個別の作業におい

ては、手作業班と動力班のバランスを上手く取

ることも必要です。手作業班が動力班の下働

きにならないように配慮して欲しいと思います。

倒木や枯れ枝拾いばかりではモチベーション

が下がってしまいますので。また、活動に当た

っては、今の森をどのような森にするのか、そ

のために年に一回で良いのか、毎月必要なの

か、最終的にいつまで活動するのか、といった

ことが計画されなければ漫然と作業が続くこと

になりかねません。クラブ員の体力、掛かる費

用も考慮されなければなりません。

【3】新人指導体制の明確化を

テレビ取材やホームページの充実により新入

クラブ員が増えて参りました。大変嬉しいことで

あります。ただ、折角なんらかの興味関心を持

って入られた方々に対してのフォローの体制

が十分に出来ているかが危惧されるところで

す。いきなりベテランの班に組み込まれたり、

指導者がはっきりとしていなかったり、また、指

導する人により指導内容にバラツキが見られた

りすることがあります。ある程度の期間、新人指

導の責任者を決め、新人中心の班編成を組

む、或いはマンツーマンで面倒を見るといった

ことが必要です。そしてその作業の意味、その

フィールドの特性、基本的な技術、安全に対

する考え方、装備品について、あるいはサポ

ータークラブの役割などを理解してもらうことで

一層の興味関心を持って活動に参加すること

ができるものと考えます。座学など大げさなこと

ではなく作業の合間や休憩時間、昼食時を利

用して行えることです。技術的な必要があれば

ベテランの応援もしてもらいます。

以上3点が大きく思ったことです。もちろんこれ

以外にも、課題はありますが、理事会で話し合

って行きます。一人一人の山のボランティア活

動に対する思いは様々だとおもいます。しか

し、”山を元気に！山で元気に！”は誰もが共

感できるものと確信しています。この共感あれ

ば私達はまだまだ先に進んで行けるはずで

す。今年一年さらにその先までも、コロナ禍に

負けずに頑張っていきましょう。

新型コロナウイルスのまん延している中、９名の精鋭

の参加を得て、マスクの着用、体温のチェックの後、

開始ミーティング。今日はあいにく集合時間から雨が

ポツリポツリと落ち始め、今日の天気が心配のため、

７時４０分ごろからミーティングをスタートする。今日の

作業は下草刈りとクラブの記念碑の銘板が風で飛ば

されたので補修、また苗木の補修と少ない人数で

各々活躍していただいた。メンバーの気持ちが一致

したため、進捗もスムーズであった。思ったとおり１０

時過ぎには雨も強くなり始め、今日のお楽しみイベ

ントのカレーうどんとなり、急きょ場所を駐車場から馬

場さん宅の古い建物の軒先をお借りして、早い昼食

となった。それにしてもおいしかった。小雨の中９名

のメンバーの方々大変お疲れ様でした。感謝です。

　　　　　　　　　　　　　〈No.522 岡田豊国　東松山市〉



越生ふれあいの里山活動（越生町）
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■4月18日（日）越生ふれあいの里山「A・C地区」の

上部尾根道から斜面中段に向かい除伐、草刈り作

業を行い尾根道に近い範囲の景観を整えました。

森林作業体験希望者1名参加、除伐作業を体験す

る。

■5月9日（日）越生ふれあいの里山「A・C地区」

4月の作業に続き除伐、下草刈り作業を行いました。

尾根道から斜面中段まで作業は進むも少人数のた

め除伐範囲は未了部分が多く残る。オークネットの

看板のある植樹地を整備する。陽当りがよく蟻通し

が成長群生してます。

（送付写

　　　　

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。

  　　

2021春のくるみ小屋

2021年1月3日にTV朝日「ポツンと一軒家」でくるみ

小屋が放映されました。番組を見てサポータークラ

ブに入会された３名が5月16日の第19回くるみ小屋

記念日に参加してくれました。記念日では４月に行

ったくるみ小屋林道の一部コンクリート舗装工事の

完成を祝って開通式を行い、テープカットをして皆

で舗装道路を歩きました。また、昨年から取り組んだ

ツリーハウスも完成して全員で記念撮影をしました。

それから３月に伐採したクヌギに椎茸を植菌しました

ので来年の秋には収穫できるでしょう。ますます充

実したくるみ小屋の活動に是非参加してください。　

　〈くるみ小屋担当　Ｎｏ.82　　香取由美　　川口市〉

■4月25日（日）下草刈り。

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〉

体験希望者

〈事務局〉



　
連載記事他

６

　　

　　

 会員発言

理事に復帰させて頂いた、出戻りの藤井です。この

度実家の兄から、自身が引退して、甥が家督を継

ぎ、私が提案してきた生家の酪農業(牛飼い)の国庫

補助事業「畜産クラスター事業」を甥がスタートさせ

たとのニュースが届きました。まあ、私が実家の生業

に対し、新しい経営形態への挑戦に、少しでも呼び

水的刺激になれたことは良しとしましょう。ただ、この

コロナ禍、そして、この先の景気動向を考えると、一

概に喜んでばかりはいられません。助言者として、

親族として大きな重圧を感じざるを得ません。頑張

れ！甥っ子！さてさて、当クラブに於いてもコロナ禍

に伴い大きな岐路に立たされております。フィールド

の閉鎖も然ることながら、皆さまにお会いできないこ

とが本当に寂しいことです。また、「ポツンと一軒家」

等で新しく入会された方々には本当に不自由をお

掛けしていると思います。しばしお持ちくださいま

せ。オリンピック？も、ワクチン接種も進んでおりま

す。人間の叡智の進化は、ウィルス進化との戦いに

勝利して、暫時日常を取り戻してくれることでしよう。

〈No.706　藤井俊文　川越市〉

以前、農家の

庭先で伐採し

てある木を見

かけて「この

木貰えません

か？」と尋ね

て行ったら、

『何に使うんだ？薪に？今どき薪の生活！？』と驚

かれて、余程僕が貧しく見えたのか？初対面にもか

かわらず家の中に通されてお茶とケーキをご馳走し

てもらい、励まされながら『薪なら好きなだけ持って

いきなさい』と言われたことがありました。又、通りが

かりに皆伐された雑木林を見かけて「薪に貰えない

か」所有者を探して近隣を聞きまわったところ、ある

方が所有者の連絡先を教えてくれてダメもとで電話

してみたら『皆伐？うちは木は伐ってないよ！盗伐

か！？』といった騒ぎになり大変な事態に遭遇してし

まったと思いきや、その後所有者は違う人で場所違

いだったことがわかり一件落着しました。又他に、造

成現場で伐採された木を見かけ、その場で監督と不

動産屋の方に薪に貰えないか聞いたら快く了解を

頂き、後日取りに行って車に積んでいたら『勝手にな

にしてるんだ！』と現場に来た人に怒鳴られて「先日

了解を頂いています」と説明したら『オレはこの会社

の社長だ！そんな話は聞いてない！』と言われてし

まいました。薪集めでは、いろいろあります。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　〈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35話『薪集めでのいろいろ』

雑木林の昆虫−エノキに依存する蝶−

　エノキは日本各地の山野に自生するニレ科の落葉

高木です。秋には紫黒色の果実がなります。食用に

もなり、鳥が好んで食べます。

　オオムラサキ、ゴマダラチョウ、テングチョウ、ヒオド

シチョウはエノキに依存する蝶です。それらの幼虫

はエノキの葉を食べて成長します。オオムラサキとゴ

マダラチョウは幼虫で、他は成虫で越冬します。

　国蝶であるオオムラサキは、埼玉県では比企丘陵

から奥秩父の山地帯にかけて広く分布しています

が、個体数は非常に少なくなっています。しかし、東

部低地では1980年代半ばに越谷市の宮内庁鴨場

で目撃されて以降、確認されていません。また、荒

川河川敷の秋ケ瀬公園はオオムラサキの生息地とし

て有名でしたが、1970年代から80年代頃に絶滅した

と考えられています。

　ゴマダラチョウは平野部から山地帯にかけて普通

に見られる蝶ですが、東部低地ではエノキが残る河

川敷などで見ることができます。

　テングチョウは低地では1965年頃まで浦和から大

宮の荒川や見沼代用水周辺の雑木林で見られまし

た。しかし、現在では非常に少なくなっています。低

山から山地では山頂周辺の日溜まりなどで見られま

す。関西、特に兵庫県では2014年にテングチョウの

多発が記録されています。この時にはエノキの羽裏

にびっしりと蛹がつき、羽化すると30から1000を超え

る集団を形成したそうです。

　ヒオドシチョウ

は1980年代以

降、平野部では

急速に見られな

くなっています。

春先に越冬後

の個体（写真）

や梅雨前に羽

化直後の個体が

見られることがあ

ります。2015年に

は上尾市内のエノキにヒオドシチョウが多発しまし

た。春から少雨傾向で、平年より高い気温が7月まで

続いたことが原因の一つのようです。

　温暖化により、以前には生息していなかったツマグ

ロヒョウモンやムラサキツバメなども普通に見られま

す。蝶に限らず昆虫の消長を観察して環境や気候

の変化を逆に感じとれます。

　　　　　　　　　　〈No.722　利根川雅実　さいたま市〉

 シリーズ　森林の不思議

ヒオドシチョウの越冬個体がアセビの

花で吸蜜（緑区の自宅にて2021年

3月22日撮影）
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編集後記

昨年より続く新型コロナウイルス。活動は少なくなり

県外にも出れず、車の走行距離は一昨年より３割程

少なくなりました。ところで皆さんは車の空調の内

気・外気ですが状況により切り替えしてますか。２年

ほど前のJAF.Mateに内気車と外気車を全て同条件

で走らせた際のCO2の濃度調査結果では外気車は

常に1000ppm前後で内気車では最大6700ppmにな

ったそうです。3000ppmを超えると注意力低下・眠気

を訴える人が増えるそうです。私も空調を意識する

様になった頃から活動の帰りなど眠気休憩は少なく

なりました。皆さんも是非忘れがちな空調の切り替え

ですが内気外気を有効に使い安全運転につなげて

下さい。　　　　　　　　　　　　　　（Ｎｏ.101　北村　博）

◇新会員のご紹介

　　８１２ 新井　泰博さん（ふじみ野市）

　　８１３ 花田　広重さん（坂戸市）

　　８１４ 嘉村　和也さん（久喜市）

　　８１５ 森　　 伸章さん（さいたま市）

　　８１６ 中島　美紀さん（新座市）

　　８１７ 野原　香澄さん（鴻巣市）

　　８１８ 知場　康子さん（足立区）

　　８１９ 小林　伸司さん（さいたま市）

　　８２０ 奥平　聡晃さん（嵐山町）

　　　　　　　　　　　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！

◇以下の方が長年のクラブへの貢献を称え表彰

　   されました。

　　　名誉理事＝宮城慶吾（No.125）

　　　名誉会員＝小田豊次（No.48）、村松（旧性山

　　　　　　　　　　 口）麦（No.642）

◇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密を回　

　避し手洗い、密室での会食は絶対しない。

◇総会も終了

　ホッとしております。通常の活動が近くまで来て

　おります。もう少しの辛抱です。その日に備えて

　道具のお手入れをしておきましょう❢剪定バサ

　ミを砥いでみました。ネジを緩めて刃の方を研　

　ぎ、組み立てた。また、手ノコの樹脂を中性洗剤

　で落としたら、ビックラポン❢　良く切れるように

　なりました。道具は、良い状態で使いたいです　

　ね！ぜひやってみてくださいませ。

  ■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他

■ご参考に

　刈払機の刃の下に付ける安定板「ジスライザ　

　ー」と言うパーツを使用してみました。効果につ

　いては半信半疑でしたが使用してみるとかなり

　効果がありました。能率が30％位アップします。

　疲れも少なく済みます。No.654　沢田　正

　　

■ご参考の続きです。

この度の大勢の新入会員の入会を嬉しく思いま

す。その方たちにご存じの方もいるかもしれませ

んが、ノコギリの刃についてお話しします。この写

真の様にノコギリの刃には目的に合わせ沢山の

刃の間隔の種類があります。最左は竹切り用で1

寸（30.3ｍｍ）当たり17枚刃です。竹は硬いので

細かい刃が有効です。その右隣は枝打ち用で寸

12枚刃です。切れ目が滑らかです。その右隣は

我々が通常使用している物で寸8枚刃です。いわ

ゆる万能タイプです。最右端は間伐用です。寸5

枚刃です。直径20ｃｍ位までのスギやヒノキの伐

木に使用します。その他製材用には寸3.5枚刃な

どもあります。山の作業では様々な道具を使用し

ます。作業の合間に道具についても興味を持って

みて下さい。
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■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。

7月4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

7月4日  日 カタクリの里 林内整備 神川町大字上阿久原６６０　集落農村センター

7月10日  土 ときがわの森 間伐 ときがわ町関堀１４８－１　せせらぎホール駐車場

7月11日  日 越生ふれあいの里山 間伐・除伐山林整備 虚空蔵尊　越生町上野２２６０　先を右折　さくら公園駐車場

7月18日  日 くるみ小屋 林内整備（下草刈り） 神川町大字上阿久原　くるみ小屋

8月1日  日 ときがわの森 間伐 ときがわ町関堀１４８－１　せせらぎホール駐車場

8月8日  日 越生ふれあいの里山 山林パトロール 虚空蔵尊　越生町上野２２６０　先を右折　さくら公園駐車場

8月15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

8月29日  日 緑の森博物館 下刈り 入間市宮寺８８９－１　緑の森博物館

9月5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

9月5日  日 カタクリの里 下刈り 神川町大字上阿久原６６０　集落農村センター

9月12日  日 越生ふれあいの里山 植栽地下草刈り整備 虚空蔵尊　越生町上野２２６０　先を右折　さくら公園駐車場

9月18日  土 宝登山の森 下草刈り 長瀞町宝登山ロープウエイ駐車場の下　旧町民プール駐車場

9月19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

9月19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

9月25日  土 笠幡の森 下草刈り 川越市笠幡１９５３　林内通路脇

9月26日  日 緑の森博物館 下刈り 入間市宮寺８８９－１　緑の森博物館

10月2日  土 鴻巣市赤城　屋敷林 下草刈り 鴻巣市赤城７６５

10月3日  日 ときがわの森 間伐 ときがわ町関堀１４８－１　せせらぎホール駐車場

10月10日  日 越生ふれあいの里山 オークネット準備、除伐山林整備 虚空蔵尊　越生町上野２２６０　先を右折　さくら公園駐車場

10月16日  土 越生ふれあいの里山 オークネット森林体験支援 虚空蔵尊　越生町上野２２６０　先を右折　さくら公園駐車場

10月17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

10月17日  日 笠幡の森 下草刈り 川越市笠幡１９５３　林内通路脇

10月23日  土 鷹ノ巣の森 下草刈り 小川町鷹巣６８０　鷹ノ巣の森現地

10月23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

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

10月30日  土 黒山の森 除伐・間伐 越生町黒山７７１　黒山の森　現地

10月31日  日 ときがわの森 間伐 ときがわ町関堀１４８－１　せせらぎホール駐車場

月　日 フィールド名 活 動 内 容 集  合  場  所


