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認定NPO法人 森林の風　会長　瀧口 邦夫

いつの間にか１９年目を迎える団体になっている。 人材に恵まれ
た活動に感謝をしたい。
森林環境保全のNPOを進めるために、 技術の向上、知識習得、活
動資金の調達が大きな３本柱である。幸いにも多くの企業と提携し
「まちの木こり人育成講座」「レベルアップ研修会」では、受講生であ
り、指導員であった。学び教え考えることの重要性を感じている。
この１８年間で森林保全が進んだようには思わない。活動計画は、
コミュニケーションを基本にしてIT技術、資格ビジネス、古来から
の林業技術を組み合わせて進める。新しいスタートです。
次のステップとして、 森林の現状を伝え、感じてもらえる活動の
推進する。次に、有用広葉樹の植林地を探し、植林にも積極的に関わ
りたい。赤樫、ミツマタ、クロモジの次にエゴノキ、ホウノキ、キリな
どです。有用広葉樹の植林は、日本の「木の文化」衰退を止める里山
森林の整備に不可欠です。未来の森林の事をもっと話そう。

整備された人工林を垂直に上方に向
かって撮影した写真。  樹冠に 間が
あり木漏れ日が林床までとどいてい
ます。木々が枝張りを広げ、成長して
いきます。

事務局より

2023年 新年のご挨拶

『次の一歩に』

右の写真は、数年前に岐阜県中津川市加子母（旧 加子母村）を訪れた時
に写したものです。
古い切り株に芽生えた実生が切り株からの栄養で成長しやがて地表に根
を下ろし自らの力で生きている。そんなことを想像させる情景でした。
今回の会長の挨拶のとおり、古いものに力を借りてまた、新しい命を育
む。そんなイメージで掲載しました。
森林の風も、19年目を迎え、この木のように、古いものと新しいものを
融合させ、今年一年そして未来へと邁進したいと思います。
本年もよろしくお願いします。

下層植生が育った人工林の林床 広葉樹の樹幹
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三十三銀行の御在所岳植樹活動において、ミズナラ
120本、ドウダンツツジ30本、計150本の植樹を行
いました。この活動は、三重銀行時代から続けられ
ており、すでに1000本近い植樹本数となります 。
植樹後、参加した子供さんたちにドングリ拾いをし
ていただき、たくさんのドングリを集めることがで
きました。これは、森林の風で大事に育て、また、
御在所岳山頂の植生回復に使っていきます。

ダイダンの森にて、ダイダン(株)と三重県緑化推進協会
の協賛による植樹祭を行いました。ダイダン社員22名及
び一般11名を含め、33名の参加で、ヤマザクラ10本、
イロハモミジ20本、ヤマボウシ20本、計50本の植樹活
動を行いました。この場所は、菰野富士駐車場を取り囲
むようになっており、今後、春の花の時期と秋の紅葉で
人々の目を楽しませてくれることと思います。

昨年に引き続き、御在所岳山頂植生回復事業の一環とし
て御在所岳(御岳大権現手前)植樹体験を実施しました。 
この事業は、「みえ森と緑の県民税」を活用した三重県の
事業で、御在所ロープウェイが受託し、当会が植樹を指
導しました。
当日、ございしょ自然学校で受付。その他、当会が植樹
場所で案内した人を含め55名が参加し、ミズナラ164本 、
ドウダンツツジ36本、計200本を植樹しました 。

2022年度  植樹活動について　報告

◆ 9月11日（日）御在所岳山頂

◆10月16日（日）御在所岳山頂

◆11月13日（日）菰野富士駐車場周辺
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年輪を数えています 感想を書出して ベンチの製作中

林内を散策中 ツリークライミング体験 伐倒木を観察しています

2022年度  森林環境教育について　報告

◆ 四日市市の常磐西小学校

11月22日（火）及び12月1日（木）の二日に
分けて、四日市市立常盤西小学校にて、森林
環境教育として「森の役割について、年輪に
ついて、いろいろな木(広葉樹)をさわろう」
をテーマに授業を行いました。スギの年輪、

11種の広葉樹のサンプルを持ち込んで、実際に
触って感じたことをワークシートに書き出し、
感想を述べあいました。その後、隣接する学
校林（吉田山）の整備活動として、昨年に引
き続き木製ベンチを12脚設置しました。

◆ 亀山市 「３つの森の楽しみ方！」

◆ 三重県民の森

鈴鹿川等源流森作り協議会主催による、イベ
ントに協力参加しました。参加者は、３チー
ムに分かれ木工工作(ハシゴ作り)､ツリークラ
イミング体験(黒滝村森林組合に依頼)、森を
歩く、の3つを順に体験していただきました。
森を歩くでは、ブレンディの森（当会管理の

企業の森）について活動の内容と森の整備の
重要性等を含め現地を見ながら紹介しました。
途中の尾根上でツリークライミング体験とチ
ェンソーによる間伐を見学し、参加者から感
激の声が上がりました。参加者は、９家族 ２
５人（大人 １２人・子供 １３人）でした。

11月23日（日）三重県民の森にて、Jrフォレ
スター育成講座の指導を行いました。
　参加したジュニアフォレスターは、小学
校4年から6年の15名で、ノコギリによる樹
木の伐倒方法について指導しました。あいに

くの雨天でしたが、室内にて疑似樹木での受
け口、追い口の実習を行いました。初めての
経験でしたが、皆さんとても上手に伐ること
ができました。実際の立木での体験ができな
かったことがとても残念でした。
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樹木看板の取り付け

いろいろな鉈 研ぎ出し中

実生苗の採取 森林教室（年輪のお話）

2022年度  レベルアップ研修会　報告

◆ 東員町城山小学校

12月2日（金）昨年に引き続き、みえ森づくり
サポートセンターの 要請を受け森林環境教育
出前授業を行いました。今回もTOYO TIRES
の森の遊歩道と隣接する緑の広場にて、東員

町立城山小学校5年生20名を対象に、遊歩道
沿いの樹木板設置と、その周辺で実生苗を採
取しポットに移植しました。その後、緑の広
場にて森林教室（年輪のお話）を行いました。

◆ 第３回　研  ぎ （有限会社 西山商会 猪 野様）

7月9日（土曜日）、有限会社 西山商会の営業参与 猪野裕彦 氏を
お招きして、高知土佐の打ち刃物についてそして、林業で使用
する刃物（鉈、鎌など）の研ぎについてご講義いただきました。
土佐の打ち刃物（特に鉈について）について、使用される地域
ごとにそれぞれ特徴があり、どのように使用しているかなど詳
しく説明されました。
研ぎについては、いかに、時間をかけて丁寧に研ぎ出すことが
重要だというお話をされ、参加者もそのことを第一に、頑張っ
て鉈、鎌など普段使っている道具を通常より倍以上の時間をか
けて研ぎ出しました。
果たして、切れ味はいかがでしょうか。
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林間の様子（針葉樹） 林間の様子（広葉樹）

巨大ヒノキの前で

◆ 第４回　水木沢トレッキング

8月27日（土曜日）、毎年行っているレベルアップ見
学会として、長野県木曽郡木祖村の水木沢天然林を訪
問しました。
水木沢天然林は木曽川の源流、水木沢地区に広がる
天然林で、面積は約82ha。木曽谷の代表的な樹種で
ある木曽ヒノキ、サワラ、ネズコ、ブナ、トチノキ、
サワグルミなどに亜高山性のウラジロモミ、コメツガ
など針・広葉樹が混生する貴重な森林資源です。林内
の98％が推定樹齢200年以上の天然林で、中でも樹
齢約550年・直径2.5m（胸高周囲6.7m）の大サワラ
は圧巻でした。

水木沢天然林管理棟スタート  →  下の分岐  →  巨大ヒノキ  →  軌道敷跡１  →  上の分岐　→
源頭の森コースへの分岐  →  巨大ナラの木  →  軌道敷跡２  →  最標高地点  →  水木沢源頭部
→  源頭の森コースへの分岐  →  稜線のベンチ  →  展望台  →  稜線のベンチ  →  下の分岐  →
水木沢天然林管理棟

樹齢約５5０年の大サワラ 歴史を感じさせる根張り

《トレッキングのコース》
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計測中（１日目） 受け口作成中（２日目）

◆ 第５回　チェンソー操作技能向上講座

12月17日(土) 初級（３級）、12月18日(日) 中級（２級）と二日にわた
ってレベルアップ研修会を開催しました。
講師は奈良県黒滝村森林組合の梶谷哲也さんです。
梶谷さんは、毎年、異なったテーマでレベルアップ研修を務めてい
ただいており、常に新しい情報を届けてくれます。森林の風にとっ
てはとても大切なブレーンの一人です。
今回は、今後行われる予定の「林業技術検定」をイメージしての対
策講座となりました。この、林業技術検定は、チェンソーをいかに
正確に操作するかということが問われるそうです。

直径約30cmの材を厚さ５cm目標で玉切りし、その厚さを計測（上 、
下、右、左の４か所）。また、切断面の角度を同様に計測し、それ
らの誤差をいかに少なくするかが課題となります。ちなみに、服装
装備、エンジンの始動についても採点対象となります。
次に、上からと下からの合せ切りで、接合位置での段差の計測お
よび切断面の角度を同様に計測。以上の測定結果から採点しました。
以上が実技の内容になります。普段何気なく行っている作業ですが、
数字を意識すると意外と大変です。

【第１日目】  初級（3 級）：材の輪切りを実施

直径約30cmの 材に15ｍ先の目標に向かって、受け口、追
い口を作っていきます。作成後、受け口の深さ、角度、ツ
ル巾（右・左）ツル高（右・左）を３級同様に計測します。
その後、右図のような計測板を使用して、伐倒方向のずれ
を計測します。これは、普段の伐倒作業をいかに正確に行
うかということが問われます。このあたりではなく、ピン
ポイントで倒す技術が要求されます。かなりの難易度だと
感じました。事故防止の対策としては、必須の検定になる
ものと思います。

【第２日目】  中級（2 級）：正確な伐倒を実施



導入編 3/12（日）「森林の風」フィールドへようこそ
　森林への思い！／近隣の里山を歩き、これからの
　森づくりについて考える。

第1回 4/9（日）きこり体験　
　のこぎりを使って木を伐る。木の伐り方、倒し方、
　枝打ちなど。

第2回 4/16（日）森を測る　　
森づくりの第1歩。コンパス測量、標準地調査と
　選木、森林のデータ化。

第3回 4/23（日）チェンソーに触れる　
チェンソーの取扱い、メンテナンス、安全・危険
　を学び、実際に伐ってみる。

第4回5/14（日）チェンソーで伐る①　
水平切り・受け口・追い口を徹底的に練習してた
だきます。

第5回5/21（日）チェンソーで伐る②　
実際の立木を伐倒、玉切り、枝払い、特訓（チェ
　ンソーワークの体得）。

第6回5/28（日）チェンソーで伐る③　
伐倒・掛木処理等、道具の説明。搬出デモ 。

第7回6/11（日）安全・衛生講習　　　
森林整備での健康管理、危険な植動物の学習。及
　び、救急救命等を行います。

「2023年度 まちのきこり人育成講座」 開催のお知らせ

◇ 2023年度のきこり人育成講座  開催日程

「2023年度まちのきこり人育成講座」の開催予定が決まりました。
例年通り、4月からの開催となります。（※導入編は３月実施です。）

お申込み、お問い合わせお待ちしております。

＊申込詳細につきましては、ホームページ
　からダウンロードできます。
（下欄のQRコードから閲覧できます。）
　　
＊また、お問い合わせは、担当、上林まで。
携帯090-6590-0011　 
　E-Mail  uebayasi@dd.iij4u.or.jp
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※ チェンソー講習修了証を発行します

里山散策 枝打ち

のこぎり間伐 コンパス測量

メンテナンス

森林の風ホームページ イベント参加申込 育成講座パンフレット

伐倒練習

チェンソー間伐 安全・衛生講習



角谷 直紀
 このたび、新しく森林の風に入会させて頂いた角谷です。 今まで趣
味として、登山やキャンプをしてきましたが、より自然や森林のことを
知りたい、能動的に関わりたいと思い探す中で、森林の風を知りました。
全く森林施業については素人で、また森林の風の多くの方とは世代も違
い、最初は不安もありましたが、毎回優しく教えていただき楽しく活動
をしています。活動を通して自然を見る目も変わり、鬱蒼と放置された
森や、季節で移ろう自然の変化に今までに増して目が向くようになりま
した。活動は季節ごとに様々なことをしており、今はまだ参加するたび
に新しいことを学ばせいただくばかりですが、早く一人前になり少しで
もより良い森を残す活動に力になりたいと思います。

角谷 千明
私は道草が好きな方です。趣味で登山をはじめたとき、早く頂上に行
き踏破するより、植生の変化や土や岩の違いの方 が気になりました。 
いつしかそれは森林への興味となり、森林の風に伺おうと思った原体験
になりました。
活動に参加するようになり、間もなく1年ほどが経ちます。自分が出来
ることはわずかで、環境を変えるのは大変なことだ と感じています。
メーカーに勤務しているので、仕事を頑張った方が環境問題に貢献でき
るのでは、と思うことさえあります。でも、利益やCO2の削減を追求す
ることより、どんな環境にしていきたいか考え作業を通じて実感する方
が、やっぱり自分は好きだなぁと思います。
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　私は、趣味で山に登るたびに鬱蒼とした森林
を目にし、その保全に興味を持ちました。ただ
趣味的に山に訪れるだけでなく、一歩踏み込ん
で関わりたいと考え、調べる中で森林の風の活
動を知りました。「まちの木こり人育成講座」
は専門的な技術を教えていただける貴重な機会
であり受講しました。
この育成講座では導入編も含めてみっちりと
教えていただきました。その中でもメインの学
びは樹木の伐倒です。伐倒技術の基本的な考え
方に加えて、チェンソーの整備方法、後処理方
法まで、伐倒に必要な知識を座学と実習で教え
ていただきました。伐倒作業は、切り口の少し
の狂いで木の倒れる方向が大きく変わる繊細な
作業です。最初はチェンソーのエンジンをかけ

ることにさえ手間取り、思ったように木が倒せ
ず、悔しい思いをしました。 講義の中で、森林
の風の方から指導を頂いたり、外部講師の方の
体の動きを真似したりする中で、徐々にコツを
つかみ狙った方向へ木を倒せるようになりまし
た。最初は鬱蒼としていた森が、自分の行為を
通して少しずつ明るくきれいになっていくこと
を感じ、自分たちの行動が森を良くすることに
つながっていることを実感しました。また、育
成講座の同期生や森林の風の皆様と一緒に汗を
かきながらする作業は、普段デスクワークばか
りの自分にとっては新鮮な体験でした。 今後は
ここで身に付けたことをさらにレベルアップさ
せながら、森林に関わる活動を続けたいと考え
ています。

育成講座の感想　角谷　直紀

今回の新人紹介では、ページを割いて、育成講座を受講してどう感じたのか、
そして入会に至った思いを語っていただきました。

新入会員のご紹介



年会費

特　典

2022年 12月31日現在

2023年度4月から12月の累計

設立来累計

◆取組事業総数　　　　　　　　　31
◆活動フィールド　　人工林　　  　6
　　　　　　　　　　里山整備 　  10
　　　　　　　　　　竹林　　　  　1
◆フィールド総数　　　　　 約100ha

◆活動日数　　　　　　　　　  106日
◆会員延べ参加数　　　    　 1,020人
◆延べ受益者数　　　　　　  1,131人
　　　　　　

◆植樹数　　　　　　　   約11,920本

認定NPO法人 《森林の風》 からのお知らせ

＊ご協力ありがとうございました

平素は、認定特定非営利活動法人　森林の風活動にご協力ありがとうございます。当団体は２００５
年に法人格を取得し、２０１３年に認定NPOとなり森林整備と人材育成を両輪に活動してまいりま
した。   近年、 小中学校から社会人まで、  森林環境保全の機運が高まり環境教育等の依頼が多くあり
ます。  認定を取得し、寄付金を活用し運営してまいりました。  ２０２３年度からは新たに「森林環境
教育の年間計画」を策定、多くの人材育成を進めて行きたいと考えています。ご協力宜しくお願い致
します。

寄付金の使用範囲
㈰ 年間計画　年間１０回～１２回　一般募集
㈪ 上記内容で要請があれば追加計画をする
㈫ その他

運営計画
㈰ １回の募集に人数　２０名 （小学校高学年以上）
㈪ 家族参加は、 別途追加計画で対応
㈫ スタッフ ４名　リーダー １名　合計５名で運営
㈬ 寄付金は、 学校など予算計上できない団体を基本
　　 として使用
㈭ 寄付金は、 当日以外に資材の購入など準備作業に使用。
　
　活動に対して、 年間計画を策定することで、予算作成、資材の一括購入、準備作業に
　    有効となります。

年2回発行の機関紙「もりのかぜだより」や
各種案内を送付させて頂きます

（賛助会員）
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◆森林環境教育における寄付のお願い

※寄付額等につきましては、別途、ご相談ください。


