
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続きよろしくおねがいいたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿国定公園 

制定４５周年 

記 念 植 樹 会 

2013年夏 

2011年秋 

森林施業 認定 NPO法人

森林の風 

会長 瀧口 邦夫 
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（２）                 もりのかぜ だより 

 報告 Report 頂上に緑よ戻れ GOGO 植樹 2013 開催                                     

 

ヤシオツツジ、シャクナゲなどの景観が美しい御在所岳頂上では、シカによる樹の

皮剥ぎ被害が深刻です。ご寄附や企業、関連団体のご協力により、特に被害の

多い樹種の種子を採取し苗木を育て、植樹しています。 

 

7月 21日(日)は三重の輪、防災一座のご協力により、東日本大震災の影響で

三重県に避難されているご家族に、三重県で暮らした思い出づくりとして植樹

会にご参加いただきました（１面参照）。今回植栽したのは、頂上で採取した種

子から育てた ３年生ドウダンツツジの竹ポット苗１００本です。鈴鹿国定公園

制定５０周年に向けて引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。  

ここに至るまでにもこの植樹には、寄附いただく方、協働企業のほか、本当に

たくさんの方々からご協力をいただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告 Notice 森林の風が認定 NPO に                       

森林施業 認定NPO 法人森林の風 会長 瀧口邦夫 

 この度、２０１３年９月３日付けで認定ＮＰＯの認可を受けました。2005年の発足以来９年間の活動

に協力して下さった方々に改めてお礼申し上げます。会員の皆さんの努力の賜物でもあります。今後は「森

林施業 認定ＮＰＯ法人森林の風」となります。 

森林環境保全活動を進めるにあたり、不足している知識や技術を得るため、関連機関を始め、多くの林業

家や森林環境教育に関わっている方々のご指導を受けてきました。指導を受けるため県内はもとより県外へ

通ったことも多く、また、講師としてご指導に来ていただくことも数多く企画してきました。会員各自がこ

の経験を生かし「考えて行動する」という時期がきています。 

安全な作業姿勢とルール・マナーを守ることを念頭に活動を進め、“自然環境保全の森林施業”を核として

“森林環境教育”、“次世代の人材育成”と会の目的は道半ばです。「準備８割」と言われるように準備が完璧

に出来てこそ計算できる活動になります。知識及び技術向上は、雲の上のようです。しかし、慢心すること

なく、支援してくださっている個人の方々や企業の皆様の思いも込めて、対話する事を基本に一歩ずつ階段

を上りたいと考えます。 

今後とも“森林施業 認定ＮＰＯ法人森林の風”を宜しくお願い申し上げます。 

準備８割。その１ 

植樹地の土留め、荷揚げ。 

 菰野町ツツジ群落 
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Learning with us！ 

７・８月は 

ま な び の 

季 節  
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 鈴鹿川海山交流会〈海の部〉                  

 

５月に海山交流会〈山の部〉があり、今回

は 鈴鹿市の鼓ヶ浦海岸で 

山側：加太緑の少年隊，鈴鹿森林組合 

海側：鈴鹿市漁業協同組合関係者 

など、総勢８０名近くが参加し海岸清掃が行われました。環境

保全の大切さについてや鈴鹿水産研究所の講座の後、漁協のおか

みさん方のおもてなしで海の恵みを味わいました。  【大石】 

 

                  連携大学院 スタディツアー                        

 

三重大学大学院生物資源学研究科と森林総研関西支所で連携大学院とい

う取り組みがあり、集中講義の一環として国籍も多彩な大学院生の方た

ちが森林の風のフィールドを訪れました。企業の森（人工林）やまなび

の森での植樹苗育成の様子を見学していただきました。森林ＮＰＯが資

金面でどのように成り立っているのかという関心が高く、また、地域、自治体、企業、NPO

の協働について説明、それぞれの役割、システムについての質問が多くありました。留学

生からは特に「間伐」や、伐り捨てて搬出しないことに質問が多くありました。【清水】 

 

桑名市多度公民館ジュニア夏休み森林環境教室     

 

夏休みには児童・生徒対象の講座、イベントが多くあります。日頃は何かと忙

しく森林から遠い子どもたちに、情報を届ける数少ないチャンスです。 

私たちがふだん使う森林用語は子どもたちには難しい！興味を持ちじっくり

と聞いてもらうためには、やさしい言葉に置き換えたり、ポイントを絞って対話

形式やクイズ形式にしたり様々な工夫や心がけが必要です。工作は人気のメニュ

ーですが、工作を通じて森林の大切さを考え知っていただけるよう工夫していま

す。【櫻井・岡島】 

名古屋教育委員会 環境未来探検隊 体験活動 

 

伐倒見学、植樹、間伐体験等をしました。チェンソーで大きな木を倒す音

と迫力に感動した様子で、細い木ですが自分の手でも伐ることができて植樹

して、喜んでいただけた様子です。 

森林の風にとって、森林環境教育はまだまだこれからの分野ですが、平日でも担当要

員を確保できること、野外活動で参加者分のヘルメットを用意できることなどがメリッ

トです。メニューを続々追加中です、ぜひご利用ください！【瀧口・大石・上林】 



 

 

 

 

Cooperating！ 

（４）                 もりのかぜ だより  

  

 第６回「NTN こもれびの森」植樹イベント    

 

9 月 14 日、高温多湿な気象

条件でしたが、なんとか怪我人

や熱中症患者も出ず無事に終了

しました。今年度新入社員の

方々をメインに総勢 80 名のみなさんで、桑名市多度

山「こもれびの森」で 150本のサクラやカエデを植樹していただ

きました。新入社員の方々は 10 月から、それぞれ各事業所へと

旅立たれるそうです。新入１年目に自ら植えたメモリアルな木と

して、会社で歩む年月を通じて見守っていただき、いつまでもこ

の多度山を愛して欲しいものです。【松永・北村】 

 

        第１４回ホンダ技研森林保全活動  

 

前回春の活動で頂上付近に大きなすり鉢状の植樹

地ができ、今回はそこに植樹しました。竹ポットで育

てたヒノキとドングリを植栽し、シカによる皮剥ぎ被

害対策のネットをまきました。 

間伐作業も行いましたが、毎回参加の方も多く間伐

はずいぶん手慣れた作業となりつつあり、マーキング

してある木は「倒さずにはいられない！」という様子

で参加を楽しんでいらっしゃる様子でした。 

さまざまな森仕事を体験していただくべく、来年３

月は、２ｍ梯子(安全ベルト着用)に登っての枝打ち体

験を計画しています。【大石】 

 

※森林の風だより第１５号における本田技研森林保全活動の報告において、 

第９回と記載してしまいましたが第１３回の誤りでした。ここに訂正しお詫びいたします。 

 

 

森林の風 神奈川支部活動  やどりき水源林応援間伐 

 

「かながわ森林インストラクターの会」有志で作業が行われている

神奈川の丹沢山地・やどりき水源林へ、応援間伐に行って来ました。

井伊さんは何度も通っています。作業は間伐と枝打ちで、チェンソ

ーを扱う・扱わないで別れました。今回、樹高はそれほどでもない

ものの、片枝で掛かり木になりやすいところでした。【井伊・水野】 

９ 月 は 

協 働 の 

季 節  

準備８割。その２ 

その言葉を合言葉に

日々準備を怠らず当

日を迎えます。 

除伐、地拵え、 

仮杭打ち、 

ネット準備など。 

台風で崩れたところ

の補修、 

歩道の整備、コー

スの決定、 

荷揚げなど。 



 もりのかぜ だより                  （５） 

 報告 Report 鈴鹿川源流を歩く         

 

参加者を募るツアーとしての可能性を確認するため、会員で鈴

鹿川源流のハイキングを行いました。 

9：10 諸戸林業中津川事務所前をスタート。 

途中 3回の休憩を入れながらゆっくり林道を歩く。 

川には堰堤が幾つも作られていたが５～１０cm の魚を見るが

できた。 

11：00 林道終点。ここから水源を目指し道なき山道を登る。 

11：30～12：00 昼食後出発。だが、高さ１０ｍ弱の滝に

阻まれた。左岸の急斜面を登ると水源が見られそうであったが、

ここで断念した。 

帰りは、右岸より尾根を目指し急斜面を登り、尾根伝いに下った

ら、林道終点付近に着いた。来た時と同じ林道をまで、ゆっくり、

休憩を取りながら帰った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告 Report まちのきこり人レベルアップ研修会  

 

まちのきこり人レベルアップ研修会は育成講座の姉

妹編です。第１回≪カル☆キル★ ナタ・カマ使用法

と刈り払い機特訓≫では・・・。 

刈り払い機本体と林地での使法については、特に

除伐作業の木を切る道具として解説  

→ 対比してナイロンコードとの使い分けについて  

→ 笹刈り刃、チップソーの刃砥ぎの実演  

→ 小灌木に見立てた生木の杭（直径８ｃｍ）を  

笹刈り刃でデモ切り  

→ 上手に砥げればコースターができる！ 

参加者はひたすら刃を砥ぎひたすら草を刈り、暑い中、濃い～1日

を過ごされました。【高崎】 

このコースの良い所 

①カモシカ，鹿が見られる可能性がある。常に魚が見られる。 

③海山交流会で植樹した所の説明ができる。 

④入口付近の、非常に良く手入れができていて程良い混合林。 

⑤皆伐後植樹されていないが自然に雑木が茂って来ている様子。 

このコースの弱み 

①林道が長く単調である。 

②源流には道が無く危なくて、 

とても連れていけない。 

③興味をそそられるものが少ない。 

 

森林の風の 

♪新入会員さん♪ 

浅沼です。 

私と森林の風との関

わりは 2011 年の 5月

です。会社時代の先輩

であった蒲田さんから

菰野町の御在所岳ツ

ツジ群落保全事業（鹿 

害対策）に誘われたのがきっかけです。 

入会して３ヶ月過ぎますが森林関係の

知識はゼロで、毎回戸惑う事が多く即戦

力には程遠い状況です。 

早く皆様方に近づける様頑張ります。 

上林です。 

私が、「森林の風」を

知ったのは、2012 年 1

月に担当した業務で瀧

口さんにインタビューを

したことに始まります。 

たった 1 時間程度でしたが、活動

内容、理念等をお聞きし、とても興味

を持ちました。その後、育成講座に参

加し現在に至っています。 

ちょっとツアーの

コースとしての採

用は難しそうで

す。 【大石】 

北村です。 

福岡県出身です。四日

市に暮らし始めて４０年

です。 

もう四日市の人間といってもいいのか

なと思いますが、一応九州男児です。 

高校・大学とラグビーをやっていました

ので、マインドは体育会系です。 

まだまだ続々加入中。 

次号に続く。 
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  日にち      場 所     内 容（学ぶこと）                   

10 月 16 日    四日市市   人工林整備（植樹準備） 

10 月 17 日    四日市市   人工林整備（植樹準備） 

10 月 19 日    四日市市   森林保全イベント 

★10 月 20 日    桑名市     憩いの杜（林内整備） 

10 月 20 日    神奈川     伐木研修会 

★10 月 24 日    桑名市     憩いの杜（林内整備） 

10 月 26 日    桑名市     森林保全イベント 

★10 月 27 日    菰野町     まなびの森・臨時総会 

10 月 29 日    亀山市     向井 F１（間伐等） 

★11 月 2・3 日   大台町     レベルアップ研修会 

★11 月 6 日     桑名市     多度山伐採体験講座 

11 月 9 日     四日市市   南部丘陵公園（コナラ伐倒） 

★11 月 10 日    菰野町     まなびの森 

11 月 12 日    菰野町     県民の森（枯損木伐倒、笹刈り） 

★11 月 13 日    菰野町     御在所岳（樹種保存活動） 

11 月 14 日    菰野町     県民の森（枯損木伐倒、笹刈り） 

★11 月 17 日    桑名市     こもれびの森（植樹地整備他） 

 

★印は一般の見学・参加可能です。お問い合わせください。 

         その他詳細は HP でもご覧になれます。 

森林の風 活動予定 

 

◎事務局 

四日市市三滝台 4-15-7 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：059-321-7719 

携帯：090-9663-4088(瀧口) 

Mail ：ktaki@m3.cty-net.ne.jp 

 

 

 

◎担当 

携帯：090-3550-7041（清水） 

Mail：shimizu.tamaki@gmail.com 

2013 年度まちのきこり人 

レベルアップ研修会 

年明け、次号発行ごろに募集開始です。 

詳細は HP にて。 

2014 年度  

まちのきこり人  

育成講座開催！  

 

もうすぐ退職するお父さん、 

仕事がなくなったら何をしますか？ 

森のために体を動かし食う飯は 

格別ですよ！ 

「第 2 の人生」のスタートに 

ちょっと参加、してみませんか？ 

もちろん若者、女性も大歓迎。 

[第４回]11月 2日(土)、3日(日) 

１日目講師：諸戸林友 川端康樹氏 

林業の本場でトヨタの改善方式を

取り入れ山づくりしている現況を

学び、森林の風がフィールドとする

県北部での活動を改めて考える。 

２日目：大杉谷自然学校見学 

県内きっての森林環境教育の現場

を見学。 

[第５回]12月 7日（土）  

講師：森林総研関西支所 奥敬一氏 

鈴鹿山脈と養老山地のはざまで活

躍するまちのきこり人に提言。 

延期されている第２回は講師の体

調が整い次第再募集いたします。 

詳細、予定の変更は HP にてお知らせ。 

不明な点はお問い合わせください。 


