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１月２１日に発出された

新型コロナウイルス「ま

ん延防止等重点措置」

が再延長されるなど、

新年度を迎えるのに、

いささか出鼻をくじかれ

た感じでありました。会

員のどなたもが、いった

い何時まで続くのだ、と

切歯扼腕、歯噛みをさ

れておられることと思います。しかしながら、ここは我

慢していくほかはありません。とにかく一人一人が感

染対策をしっかりと行い、「まん延防止等重点措置」

が解除され活動が再開されても作業時の「基本的ガ

イドライン」を忠実に守って行きましょう。恐らくは新

型コロナウイルスとの付き合いは相当しばらく続くも

のと覚悟をしなければならないと思います。さて、そ

のような中ではありますが、いままでの活動状況を見

ていくつか気になる点を上げておきたいと思いま

す。主に世話役に関することではありますが。一つ

は、世話役間でのコミュニケーションがしっかり取れ

ているところと、そうでないところの差が目立ってしま

い、指導不足が見受けられた事です。世話役の仕

事は現場の下見、活動計画の作成など多岐にわた

りご苦労なことです。それだけに一人が抱え込むの

ではなく他の世話役とも十分に話し合いを持ち、場

合によっては他の世話役に一任するなどして円滑な

運営を行って欲しいとおもいます。それがなけれ

ば、参加者から活動の意義が伝わらず　”何のため

の作業かわからない”　と不信を招く恐れがありま

す。二つ目は、作業にメリハリを付けるということで

す。「例年やってきたから今年も同じように」ではな

く、本当にそれで良いのか、拠点フィールドといえど

も毎月行う必要があるのかなど見直しをすることも大

事ではないかと思います。外部ボランティア団体の

支援作業も‥例えば落ち葉掃きや枯れ枝処理な

ど・・有志の希望者にするなど、前例にとらわれず作

業のための作業は避けるべきものと考えます。活動

をけん引してきたベテラン陣の体力に陰りが見え始

め、それに続く若手が今一歩の現在です。また、国

際情勢の激変もあり物価も上昇基調、燃料代も馬鹿

にならない時代です、ヒト、カネ、モノを上手に生か

さなければなりません。無駄にエネルギーを消費し

ないためにも良く考えてみる必要があります。三つ

目としては、手作業班と動力班のバランスを上手に

取って欲しいということです。これは多分に世話役の

手を煩わせるところでもあります。しかし、例えば川

越の笠幡の森では刈払い機の作業では危険な通

学路や歩道際の除伐や草刈りは手作業班が行い、

その丁寧な作業がＰＴＡの父兄から感謝されるな

ど、十分にその役割分担を生かしております。フィー

ルドやその作業内容によっては、やむを得ず、両者

の連携が出来ない場合もあるかとはおもいますが、

できるだけの目配りをお願い致します。幸いにして

ホームページの充実もあり、新規会員も増え、会員

の減少には一定の歯止めがかけられてはおります

が、今後は手作業班と動力班との協調、あるいは手

作業者をどう生かしていくかがこれからの課題にな

っていくものと思います。せっかく森づくりの活動に

意欲を持って入会された方の力を上手に生かす方

策を、世話役を中心に考えていきます。コロナ禍が

ある程度収まりを見せた段階で「世話役会議」を発

足させることを考えます。最後に、これは毎年申し上

げておりますが、とくに世話役の世代交代、をはか

っていただきたいと思います。新人を登用する。思

い切って若手に代表をまかせ、自らは補佐に回るな

ど、今後の人材を確保するうえで必要なことと思いま

す。また、クラブ員もあなた任せではなく、積極的に

手を貸すなど関わっていただきたいと思います。ボ

ランティアの原則は自主的にすすんで行うことですか

ら。私たちのクラブの目的は「豊かな森林を次世代

に継承する」ことです。そのためにもサポータークラ

ブの活動も次世代に引き継いでいかなければなりま

せん。森づくりは息の長い仕事です。ボランティア活

動にやりがいを感じながら、誰もが楽しく活動できる

クラブでありたいと思います。

埼玉森林サポータークラブとは！  会長　霜触　賢
「新年度に当たって思うこと」サポータークラブ会長　霜触　賢
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活動記録（2021年12月・2022年1月・2月）

　
　　

 自 然 の た よ り(57) ナラ枯れ 

ここ数年、埼玉県でもナラ枯れが発生し、三富の平地林から川越にかなり広がっています。一昨年あたりから地

元の「川越市森林公園」計画地に季節外れに茶色く枯れたコナラが現れはじめ、根元には細かいフラスが積も

っています。クラブの会員のYさんが精力的に、調査・対策を始めました。Yさんのデータでは2020年に林内に

62本だったナラ枯れ木が、2021年には202本に増加。2021年春からカシナガホイホイ、TWTトラップによる防除・

捕獲を試みましたがほとんど効果はなく感染木は増えていきました。最近、ナラ枯れについて知見の高い神戸

大学教授の黒田慶子氏の講演を聞く機会があり、その中から紹介します。

①ナラ枯れ対策で防げた例はない。②ナラ枯れはコナラなどブナ科の老齢化した樹木にカシナガがとりつく。そ

の数はマスアタックといわれ何千にもなる。③将来的に森の更新（萌芽更新、伐採など）をしていかないとナラ枯

れは収まらない。これらが骨子でしたが、樹木を産業として使えるようにならないと森は再生しないと言うことが印

象に残っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈No.647　賀登　環　　川越市〉

カシナガホイホイ TWT（トランク・ウィンドウ
・トラップ）

ナラ枯れの原因の病原菌を運
ぶカシノナガキクイムシ

※画像はいずれもインターネットから
　取得

月　日 曜日 フィールド 内容 参加数

12月4日 土曜日 鷹ノ巣の森　　 下草刈り 8

12月5日 日曜日 ときがわの森 間伐 中止

12月11日 土曜日 滝ノ入の森 間伐 10

12月12日 日曜日 越生ふれあいの里山　　 間伐・除伐 22

12月18日 土曜日 黒山の森 除伐・間伐 14

12月19日 日曜日 くるみ小屋　　 林内整備

12月19日 日曜日 緑の森博物館　　 落ち葉掃き 31

1月3日 月曜日 くるみ小屋 安全祈願

1月4日 火曜日 緑の森博物館 安全祈願 17

1月9日 日曜日 越生ふれあいの里山 安全祈願・林内パトロール 20

1月15日 土曜日 笠幡の森　　 下草刈り及び倒木処理 18

1月16日 日曜日 くるみ小屋　　 林内整備

1月16日 日曜日 朝志ヶ丘の森　　 伐採 9

1月19日 水曜日 世界無名戦士の墓公園　　 梅園小　支援活動 20

1月22日 土曜日 江戸屋弘東園　　 落ち葉掃き 9

1月23日 日曜日 緑の森博物館　　 間伐・除伐 中止

1月29日 土曜日 江戸屋弘東園　　 落ち葉掃き（予備日） 中止

2月1日 火曜日 世界無名戦士の墓公園　　 梅園小　支援活動（予備日） 中止

2月6日 日曜日 埼玉教育会館　２F２０１室　　 活動地の紹介（上古寺ほか） 中止

2月13日 日曜日 越生ふれあいの里山 間伐・除伐 中止

2月20日 日曜日 くるみ小屋　 林内整備

2月27日 日曜日 高谷の森　 下草刈り・植栽の準備 7

2月27日 日曜日 緑の森博物館　　 間伐・除伐 中止



３

フィールド活動レポート

　

　　

　
　　

　　

　　　

　　

　　　
■1月15日（水）越生町梅園小学校植樹体験

6年生　植樹体験支援

越生町世界無名戦士の墓　新さくらの山公園

児童　5名　サポーター　8名　参加

気温が低いものの晴天に恵まれる13時半過ぎに児

童到着　開会式　振興センター　藤田部長、霜触会

長の挨拶後　作業へ各自2本づつ山桜を植樹安全

無事に終了　15時から閉会式　岡安校長の挨拶後

子供たち全員から感想｢大変だったけど貴重体験

をありがとう｣楽しんでくれたら私達も嬉しいです。

今回の支援はお手伝いという立場なので…現場は

以前にも3.4回植樹した所です、陽当たりの良い所

はしっかり成長していますが今回も含め、檜と杉の

間に植樹したものはしっかり育っていないのが気に

なります。　　　　　　　〈No.630　鈴木久代　越生町〉

　　　

■1月15日（土）川越市「笠幡の森」
本日の笠幡の森活動は、通称桧地区（県道側）の林

地内整備でした。参加者は18名でしたが、手作業

班４名、動力班はチエンソー組4名、刈り払い機組

10名で実施しました。手作業班は、林内の枝条整

理とチエンソー組の玉切りした倒木、枯損木の集積

などでした。最近、林内になら枯病の木が目立つよ

うになり、枯れて危険な状態になる前にチエンソー

組が伐倒することになりました。道路に近いところで

は、小寺さんの指導のもとチル

ホールを使用しての伐倒でし

た。チルホールの作業は、手

作業班もレバーで引き寄せる

体験ができました。手作業班

の人は初めての体験でしたの

で感動していました。刈り払い

組は、アズマネササ刈りが中

心でしたが、林内に千両が実

をつけているので、細心の注

意を払っての作業となりました。

それぞれの班のチームワーク

で予定した作業が終了しました。

　　　　　　　　　　　　〈Ｎｏ.１６０　小坂博美　川越市〉

恒例の安全祈願祭が各拠点活動地で行わ
れました。

■1月3日（月・祝）

神泉の森（神川町　くるみ小屋）

■1月4日（火）緑の森博物館（入間市）

■1月9日（日）越生ふれあいの里山

糀谷八幡神社

虚空蔵尊に森林整備活動の安全祈願と長期化し

ている新型コロナウイルスの感染拡大の早期終息

を祈願しました。感染拡大の影響で前年の森林整

備活動回数は多少減りましたが、今年は整備活動

日が増える事を期待し活動地の山林パトロールを

行いました。六角ベンチを経由し尾根道沿って大

高取山へ登り、休憩後は幕岩展望台からテーダ松

林を通過しオークネット植樹地へ下りる約2時間のコ

ースでパトロールを終了しました。参加者20名、皆

様お疲れ様でした。　〈No.718　片野健一　川越市〉
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フィールド活動レポート他

　　
　

　　

　　　

　　

■1月22日（土）三芳町「江戸屋弘東園」で
の活動
活動日直前にクラブ会長から以下の指示が出されまし

た。「新型コロナウイルスまん延防止等重点措置が発

出されました。当クラブとしては国や県の行動自粛要

請に応えると同時に会員とご家族の感染防止の観点

から重点措置期間中の活動は、１月２２日江戸屋弘東

園、２３日緑の森博物館の活動から全て中止または延

期と致します。しかしながら、活動先からの要請や、活

動地区の状況調査、最低限の整備が必要と世話役が

判断した場合は、厳重な感染防止策を徹底し、人数も

５人以下に絞ったうえで実施してください。」その旨江

戸屋さんに伝えたところ農作業の都合上どうしても当

日実施して欲しいとのことでした。その為当日は最小

限に人数を絞

り地元のボラ

ンティアの方

の集めた落ち

葉の運搬役を

勤めました。

〈No.654　　　

沢田　正　　

川越市〉

　　　

■2月27日（日）小川町「高谷の森」での
活動
コロナ禍の中で最小人員で、植樹の地拵えの作業を

行いました。今までに５回に分け１、１９０本の植樹を行

いましたが、まだ若干の空きスペースがあり、追加で３

月２６日に１５０本植樹することになりました。今回で最

後の植樹となります。今回の作業は、まずはじめに前

回の草刈りで少々残った個所の草刈りを行い、その

後、植樹エリアの区画表示、植樹位置に差すシノダケ

１５０本の切り出し、また、樹間位置を測る１５０センチの

シノダケ人数分用意しました。段取りよく作業が進み、

残った時間はすでに植樹した木の下枝打ちの作業も

行いました。次回の草刈りの際には枝にじゃまにされ

ず、スムーズに作業できることと思います。参加された

皆様ご協力ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　〈No.522　岡田豊国　東松山市〉

　

活動地紹介

■会報では折を見てはクラブの活動地の現在を
紹介しています。今回は3回目として長期間活
動を続けている桶川市の個人宅の屋敷林と鴻
巣市の個人宅の屋敷林の2ヵ所を紹介します。

・桶川市の個人宅屋敷林
　桶川市の郊外にある広大な屋敷林。保安林に指
　定され、地元の方の憩いの場になつています。

最近溝腐病の杉100本程度
処理してすっきりした林
内と手入れが行き届いた
美しい竹林です。

・鴻巣市赤城の屋敷林
　鴻巣市の郊外にあるこちらも広大な屋敷林。

溝腐病に因る倒木処理を長年繰り返してたら、肝心
の杉がめっきり減り椿等が増えだした屋敷林

資料提供：両活動地の世話役　古川ちえ子
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「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活動（越生町）

■令和3年12月12日（日）「A地区」「C地区」の間伐

除伐作業を参加者22名で行いました。体験参加者中

山陽介さん（さいたま市）が加わり手作業間伐1班、2班

は間伐木の選定作業から始め、安全を第1に伐木ルー

ルに沿った指導手順で間伐作業終了する。植栽木は

樹齢40年程で直径が25㎝～30㎝位の木が多くチェー

ンソーによる間伐作業も同様に注意深く安全に配慮し

作業を行いました。

■令和4年度の「越生ふれあいの里山」森林整備活

動について

令和3年度は新型コロナウイルスまん延防止重点措置

法の発令による活動自粛期間がありましたが、越生ふ

れあいの里山の活動（龍ヶ谷の森含む）は運よく2月迄

に10回の活動を実施し参加者は190名となりました。令

和4年度は新型コロナウイルスの感染拡大が止まり終

息して、越生ふれあいの里山の森林整備活動が計画

通りに進められることを願っています。活動地はまだ間

伐の余地が残っています。間伐木の樹齢は平均40年

程で樹木径も大きく間伐作業は安全を第1考え進めて

参ります。また景観整備を目的に間伐作業のない期間

に除伐、草刈りを実施し森林管理を行う予定です。

拠点活動レポート

緑の森活動（入間市　緑の森博物館）

■令和4年度の「緑の森」森林整備活動について

「さいたま緑の森博物館」は雑木林などの自然そのも

のを展示物に見立てたフィールドミュージアムです。以

前は人々の暮らしの中で利活用されてきた雑木林を、

好ましい里山景観として維持管理していくことは多大な

労力を必要とします。博物館や周辺の狭山丘陵では

多くのボランテイア団体などが様々な活動をしていま

す。当クラブの活動は長い歴史を持ち継続的で、優れ

た多くのマンパワーに加え、動力利用等による活動の

機動力を発揮し、雑木林の景観維持に大きな役割を

果たしています。植栽地の下草刈りは大いに汗をかく

作業ですが、植栽したコナラやクヌギが順調に生育し、

既に更新伐採や萌芽更新の様子を体験できる区域も

あります。また、針葉樹人工林では枯損木の伐採や間

伐・除伐などの大変な作業に挑戦し、林内の環境改善

と安全管理を図っています。

こうした活動に加わり、里山や雑木林の大切さ、動植

物などの自然、更に維持管理するための技術や知識

等々、沢山のことを教えてもらいながら、雑木林の快適

な空気を十分に楽しみたいと思っています。

　　　〈緑の森博物館担当　№768　武藤光盛　所沢市〉

〈越生ふれあいの里山担当　№718　片野健一　川越市>

さいたま緑の森博物館は狭山湖の北岸、狭山丘陵の
一角に位置し、埼玉県立狭山自然公園の中にある。
面積は85.5haの広大な公園である。狭山丘陵の自然
や雑木林そのものを野外展示物として自然観察の場
として活用する場を目的とした博物館である。

博物館案内所

雑木林

針葉樹
人口林

活動を始めた頃の
現場

生まれ変わった今の
現場
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 新入会員発言

新人発言　私が入会した動機は二つあります。まず

一つ目は、森、山、自然に何か役に立ちたいと思っ

たからです。私は仕事休みに山登り、トレイルランニ

ング、釣りと自然で遊ばせてもらっています。夢中に

なり、もう10年位。私のお気に入りの大切な趣味で

す。そんな趣味のフィールドを整え、心地良く出来た

らなと。二つ目は、長く続けられるクラブの環境があ

ったからです。活動は半日、参加は時間が空いた時

でＯＫということです。継続には多少の緩さ（活動は

一生懸命です！）が嬉しいのです。クラブの先輩方

は、人生経験豊富な魅力的な方ばかり。いつも笑い

に溢れています。もうすぐ入会二年目です。50才

（若手です）参加する時はいつもウキウキです。

　　　　　　　　　　　　　　〈№806　熊谷政樹　練馬区〉

【クビアカツヤカミキリ】成虫は体長３センチ程、黒い

体に胸部が赤いのが特徴で特定外来生物に指定さ

れています。サクラやウメなどの樹種を好み、幼虫が

樹幹内を食害することで樹木を衰弱させ枯死させる

危険性を及ぼします。現在のところ、県北部、県東

部の利根川流域で生息が確認され、被害の拡大が

懸念されています。

【カシノナガキクイムシ】成虫は５ミリ程の昆虫で、ナ

ラ、カシなどの樹木に穿孔し、体に付着したナラ菌を

感染させることで樹木の枯死を引き起こします。元々

日本に生息する在来種ですが、特に昨年あたりから

県南部～県東部の地域で被害が多く見受けられる

ようになってきており、やはり被害の拡大が懸念され

ています。

～以上、埼玉県のＨＰより

さて、サクラやウメ、ナラやカシなどは薪に使うのにと

ても重宝している木であり、虫害を受けた木は薪に

使えるのか？は薪ユーザーにとって気掛かりなとこ

ろです。セオリーとしては、薪として燃やすこと自体

は可能なのですが、虫害を受けた木を搬出して他の

地域へ移動させることは木の中に潜んでいる虫も一

緒に移動させることになり、新たな地域へ被害が広

がってしまう懸念から安易な使用は自粛するよう求

め ら れ て い ま

す・・・困った事

態になったもの

です。

　〈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38話『樹木の虫害』

雑木林の昆虫−オニグルミとムラサキシャチホコ-

 葉や花がない時期、落葉樹の冬芽や葉痕（ようこ

ん）を観察すると木の種類

を特定できるものがありま

す。代表的な葉痕はオニ

グルミ（鬼胡桃）です。その

葉痕はまるで「羊の顔」の

ようです（図1）。オニグルミ

とは、クルミ目クルミ科クル

ミ属の落葉高木クルミ（胡

桃）の変種です。日本では

クルミと言えば、オニグルミ

のことです。

　オニグルミの葉を食餌する蛾としてアメリカシロヒト

リ、チャハマキ、モンシロドクガやクスサンなどがいま

す。その中でムラサキシャチホコは幼虫がオニグルミ

だけを食草（食樹）とする蛾です。

　成虫の止まった姿はまるでオニグルミのカールした

枯葉のようです（図2）。

　ムラサキシャチホコの標本（図3）の上翅は平面な

のです。ところ

が 、 上 翅 だ け

を見ているとト

リックアートの

よ う に 立 体 的

に 見 え て き ま

す。緑の葉に

止まっていると

目立ちますが、

枯葉に止まって

いれば、見つけにくいでしょう。

　蝶や蛾の中にはこのように枯葉に擬態したものが

います。寺社林や雑木林などで見つけてみません

か？他にも植物に擬態した昆虫が見られると思いま

す。

                  　　〈No.722　利根川雅実　さいたま市〉

 シリーズ　森林の不思議

図1　オニグルミの葉痕

  （撮影：築比地秀夫）

図3　ムラサキシャチホコの標本

      （築比地秀夫氏提供）

図2　スミレの葉上のムラサキシャチホコ（2020年5月24日）

       （左：右横から、中：上から、右：左横から撮影）
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編集後記

会員発言

サポータークラブの事務局員の星さんは林業道具

に大変造詣の深い方です。クラブに入会して間もな

い頃、手ノコの良い物を探しているとき彼からアドバ

イスを受けて購入したのが会津 伝左衛門と言う会津

の刀鍛冶の末裔の方の製品でした。名刀のような切

れ味に満足して１０年程使いましたが最近少し切れ

味が落ちたので製作者の元に目立てに出しました。

目立てが終わり品物が戻ると同時に以下のメールが

◇新会員のご紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　823 小 島 　栄 二さん （川越市）　　　　　　　　

                                     宜しくお願い致します。                         

◇新年度会費及び動力保険の納入のお願い　　　　

　　　 会費：３千円　　動力保険：２千円 

      ＊動力保険は、活動で刈払機・チェーンソーを  

       使う人を対象です。

　　 ＊４月の活動に動力での参加者は、事務局に　

　　　連絡を。会で当面立て替えて加入いたします。

◇新型コロナ『まん延防止等重点措置』解除後の活

　　動について

　　　・新年度からの活動についても、従来通り参加

　　　日朝の体温測定、マスク着用等対策をしっかり

　　　して下さい。

◇活動参加申込票を改訂しました。

　　世話役さんのご協力を得て、４月度より採用いた

　　しました。目的：参加しやすく、目安となる内容に

　　することです。

　　＊改善提案等、ドシドシお寄せ下さい。

◇５月活動の御協力を！

　　① ５月４日（みどりの日）　街頭で『緑の募金』

　　　　JR北朝霞駅周辺　　８：３０ 集合

　　➁ ５月２１日（土）オークネット森づくり

　　　 支援活動の準備を５月８日（日）に実施

◇新リーフレット　完成！　

　　７８４　平井さんのご支援で、完成いたしました。

　　ニュース８９号に同封いたします。クラブＰＲ等に

　　ご利用願います。平井さんありがとう！

◇活動地の活動紹介をホームページに掲載中！

　　　① ときがわの森　➁高谷の森 ③ 龍ヶ谷の森

　　　④ 越生ふれあいの里山

　　＊皆さま、ホームページを見てください

　　ほかの準備ができ次第、掲載します。その節は

　　各活動地の世話役さん　ご協力を！

◇通常総会開催

　　６月１１日（土）　埼玉会館 

    ＊別途往復はがきで通知予定。皆様ご出席を御

　　待ちしております。

  ■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

事務局からのお知らせ他

今回も編集する活動が少なく、情報交換が乏しくな

り困っています。しかし、私たちは森を相手に活動し

ています、森は新型コロナウイルスに関係なく日々

成長しています。森は私達人間より強く、マツ材線

虫病による松くい虫の被害で枯れる松もありますが、

長い目で見れば森として占める面積を減らすことな

く再生し、森は強く生きています。森をフォローする

私達サポータークラブも、活動自粛にめげず、春の

活動再開に向けて、体力、体調の維持に心掛けてく

ださい。　　　　　　　　　（№660　小室正人　さいたま

会員発言

…読んでいる人は読んでいる、とは思いますが…念

のため。現在、サポータークラブのホームページに

「活動フィールドの紹介」が掲載されています。これ

は私たちが各フィールドでどんな活動をしてきたか、

また、しているか、そして、どうしようとしているか、い

わばフィールドの過去、現在、未来を伝えようとする

ものです。現在４カ所のフィールドが紹介されていま

すが、各フィールドの世話役が写真、図版、資料を

充実させ、パワーポイントを駆使したいずれ劣らぬ

力作揃いです。これから他のフィールドも掲載されて

いくものと思います。各フィールドの実情を理解して

もらう同時に、新しく会員になられた方には、特にコ

ロナ禍で思うような活動が出来ていない現在は「へ

え～、こんなフィールドもあるんだ」「意外に自分家

から近い」「機械が無いけど手作業も参加できるん

だ」などなどと感じとってくれれば嬉しいですネ。…

…会員発言のコーナーは、いってみれば雑誌など

によくある「読者のページのようなものです。誰でも

気軽に投稿出来る場所です。大いに利用してくださ

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　霜　触　　賢

届きました。「木を切る際に、鋸を挽く時に切り込み

ます。その切り溝の中を押しますが、その動きは直

線的で無ければなりません。よく目にするのが、押し

込む時に鋸身が横に曲げられて、突っかかってしま

う事です。その時に、曲がってしまったり折れてしま

います。「真っ直ぐに 引いて、真っ直ぐに押し込

む！」  を強く意識されます様、お願い致します。」作

業中に手ノコを使う機会は多くあります。是非このア

ドバイスを参考に使いこなしてください。　　　No.654

　沢田　正　川越市
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拠点フィールドのご案内

活動スケジュール（2022年4月・5月・6月・7月)

http://www.shinrin-supporter.org/
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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

　<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

　　　　・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

  加する時や、申込んだが当日欠席する時は事務局まで連絡を！直前の当日欠席は世話役まで連絡を！

※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 曜日 フィールド 活 動 内 容 集  合  場  所

4月10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　集合８：２０　

4月16日 土 笠幡の森 下草刈り 川越市笠幡１９５３　林内道路脇　

4月17日 日 くるみ小屋　　 林内整備 神川町上阿久原　くるみ小屋

4月17日 日 越生ふれあい里山除伐 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 日 緑の森博物館　　 下草刈り 入間市宮寺８８９－１　緑の森博物館　

4月30日 土 上古寺の森 枝打ち　ネット外し 小川町上古寺４８１　光兆産業駐車場先を入る

5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　集合８：２０　

5月4日 水 北朝霞駅前 緑の募金活動（街頭募金） 北朝霞駅前

5月7日 土 鷹ノ巣の森 下草刈り 小川町鷹巣６８０　鷹ノ巣の森　現地

5月8日 日 越生ふれあい里山間伐・除伐 虚空蔵尊　越生町上野２２６０先を右折　さくら公園駐車場

5月15日 日 くるみ小屋　　 くるみ小屋記念行事 神川町上阿久原　くるみ小屋

5月15日 日 高谷の森 下草刈り・ツボ刈り・苗木固定 小川町高谷八幡２７３７　総合グランド入口左折すぐ

5月21日 土 越生ふれあい里山オークネット森林づくり支援 虚空蔵尊　越生町上野２２６０先を右折　さくら公園駐車場

5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　

5月29日 日 笠幡の森 下草刈り 川越市笠幡１９５３　林内道路脇　

6月5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　集合８：２０　

6月11日 土 埼玉会館 定期総会 さいたま市浦和区高砂３丁目１－４　７階　７B会議室

6月12日 日 龍ケ谷の森 下草刈り 越生町大字大満２５７　大満農村広場　集合８：２０

6月18日 土 鷹ノ巣の森 下草刈り・落ち葉掃き準備 小川町鷹巣６８０　鷹ノ巣の森　現地

6月19日 日 くるみ小屋　　 下草刈り 神川町上阿久原　くるみ小屋

6月19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

6月26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2日 土 笠幡の森 笹刈り・倒木処理 川越市笠幡１９５３　林内道路脇　

7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　集合８：２０　

7月3日 日 カタクリの里 下草刈り 神泉カタクリの里　グーグルマップ検索

7月10日 日 越生ふれあい里山除伐・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

7月17日 日 くるみ小屋　　 神川町上阿久原　くるみ小屋

7月24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31日 日 ときがわの森 除伐 ときがわ町関堀１４８－１　せせらぎホール駐車場　集合８：２０　


