
くまの木里山応援団 活動日誌2021

作業小屋づくり 2021年 1月17日(日) くもり 9:00～16:00 8名

T.Ichikawa

今日は緊急事態宣言下とのことで自主活動とし、マスク着用でヒノキ丸太のかわはぎ、土台づくりなどを実
施しました。かわはぎ、1人だとあまりはかどりませんが、やはり人数です。スピーディーに作業が進みました。
合板と波板を購入し、午後は関根副団長が屋根を作ってくださいました。丸太はすべて現地調達。みんな曲
がっていますが、これらを活用するのもいいものだと思いました。おやつ、ランチは当面休止します。

かわはぎ 正榮さんチェック 水平をとる 合板を張る

支柱のかはわぎ 2021年 2月21日(日) はれ 9:00～13:30 9名

今日はランチ休止で定例活動を再開しました。くまの木裏山散策路の標示板更新のためのヒノキのかわは
ぎ＆地中に埋める部分を焼きました。ヒノキは正榮さん山林の除伐材です。かわはぎは団員上達し、作業が
はかどりました。次回は防腐剤を塗る予定です。午後は薪割り機の移設作業をみんなで行いました。人手の
おかげでスムーズに移設ができました。ガソリンを入れて試運転をしました。

かはわぎ作業 埋設部分を焼く 記念撮影 竹林整備中薪割り機移設

今日は大雨で普通なら中止ですが、午後に里山学講義があるので、9時に6名が集まりましたので、標示板
の防腐剤塗りを実施しました。来月まで乾かす予定です。また、学習室の準備をしました。自主活動ですが、
20日は高塩・関根副団長・市川、22日は遠藤総括・関根副団長・三木さん・市川でコナラ等の伐倒をしました。
太い木は玉切りが大変です！少しずつスキルアップです。

標示板の防腐剤塗り 2021年 3月21日(日) 雨 9:00～11:30 6名

防腐剤塗り1 防腐剤塗り2 玉切り 玉切り2



くまの木里山応援団 活動日誌2021

里山学講義2021 2021年 3月21日(日) 雨 13:30～16:30 21名

T.Ichikawa

里山学講義2021「これからの永続的な里山再生活動を考える」を開催しました。今回はハローウッズ森のプ
ロデューサーの﨑野隆一郎さまに「森林を再生し利活用する」についてご講義いただきました。見形和久会
長の講義や座談会、そして来場者からの活発なご意見など、多種多様な考え方を共有できたと思います。ま
た、高原山麓再生基金への寄付贈呈式も行われ、充実した講義となりました。

﨑野隆一郎さん講義 見形会長講義 座談会 贈呈式

今日はしいたけ、なめこのコマ入れをしてから、コナラ広場に移動し、井桁に組みました。参加人数が多
かったので、予定より早く終わりました。また、丸太に防腐剤を塗りたかったのですが、前日の雨で来月に順
延することにし、薪割り等で楽しみました。裏山散策路をみんなで一周しまして、新緑を楽しむことができまし
た。次回こそは標示板の準備を進めたいと思います。

しいたけのコマ入れと薪割り 2021年 4月18日(日) くもりのちはれ 9:00～12:30 19名

包括連携協定締結式 2021年 4月17日(土) くもりのち雨 9:00～15:30 4名

ロペ倶楽部の里山での活動をさらに展開していくために、塩谷町とロペ倶楽部、くまの木里山応援団との地
域共働事業に関する包括連携協定締結式がロペ倶楽部にて開催されました。今後とも里山再生活動を展開
して参ります。あわせてふるさと高原山を愛する集い実行委員会から令和2年度自然歩道関係功労者表彰
受賞報告も行われました。AMは丸太運び＆薪割りが実施されました。

署名 協定締結

コマうち なめこを試します 薪割り① 薪割り②

受賞報告 薪割り作業
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親子で里山体験 2021年4月18日(日) はれ 13:30～15:30 15名＋22名（6家族）

はじめて親子で里山体験を開催しました。今年は試行のためあまり声をかけませんでしたが、6家族に参加
いただきました。まずは遊休農地の雑草除去です。そして肥料等を散布し、じゃがいもを定植しました。さて、
これから雑草との戦いです。次にしいたけのコマ入れ体験をしました。子供たちものすごい真剣に作業してく
れました。のびのび過ごす子供たちを見て、今後も頑張ろうと思いました。

まずは雑草除去から じゃがいも定植 しいたけのコマ入れ これから観察しましょう

今回は①コナラ広場にて丸太いす＆支柱づくり、②畑で除草作業を実施しました。約50年生のコナラを2本
伐倒しました。支柱はみんなで防腐剤を塗りました。畑部門は除草作業を実施しました。テントを建てたところ
雨が降ってきて役に立ちました。午後はロペ倶楽部近くのヒノキ丸太の搬出作業を9名で実施しました。やは
り人数ですね！おおいにはかどりました。

コナラ広場の整備、支柱づくり、畑作業 2021年 5月16日(日) くもり 9:00～16:00 19名

支柱づくり 丸太いす更新 畑で除草作業 丸太はこび

今日は高塩副団長の音頭で畑作業が行われ、遊休農地の部分が見事に生まれ変わりました！6名の自主
参加、いままでにない出来事でした。さつまいもの定植はいままで市川ファミリーでやってきましたが、今日は
里山応援団有志にもやっていただき、最短スピードで作業が終わりました。里山応援団すごいです。親子で
里山体験のじゃがいも元気に生育中。しばらくそのままにしておきます。

畑作業＆さつまいも定植 2021年 5月23日(日) くもり 9:00～16:00 10名

遊休農地解消 さつまいも定植 親子で里山体験 本日の作業
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くまの木散策路下刈り 2021年6月20日(日) くもりのちはれ 9:00～15:00 16名

今日は散策路を3班体制で下刈りをしました。予想以上に雑草が生い茂っていて、苦戦をしました！早く作
業が終わったチームはコナラ広場の下刈りをしました。作業後の散策路を歩くと、本当に気持ちがいいです。
午後は有志で畑の手入れをしました。今年は団員が協力してくれるので大変助かっています。親子体験の
じゃがいもは順調です。来月の出来が楽しみです。

散策路下刈り コナラ広場下刈り 散策路を歩く みんなで手入れ

これまで雨が多く作業ができませんでしたので、正榮さん幼齢林の巻き枯らしのスギとヒノキを伐採しました。
枝に引っかかるので、フェリングレバーを活用しました。中には重い丸太もあり、丸太の上に乗せて軽トラまで
何とか運びました。丸太は重いですね！！この丸太はコナラ広場に設営予定の休憩場の柱になる予定です。
無理してはいけないということで、本日の作業は終了となりました。

正榮さん幼齢林不要木伐採 2021年 7月17日(土) はれ 9:00～16:00 3名

不要木伐採 フェリングレバー なんとか軽トラへ 本日の成果

今日は2箇所の正榮さん幼齢林での下刈りを実施しました。まずは神社隣の幼齢林の下刈りです。毎年下
刈りをしていますので効果が出てきていると実感しています。続いてコナラ広場隣の幼齢林の下刈りを初め
て実施しました。ここはまだスギが小さいので、雑草の生育が旺盛！暑さも手伝って、バテました。昨日不要
木を伐採した付近で記念撮影をしました。ここのヒノキは大きくなったなぁと思います。

正榮さん幼齢林下刈り①② 2021年 7月18日(日) はれ 9:00～13:00 19名

下刈り（神社） 下刈り（コナラ広場隣） 幼齢林から壮麗林へ コナラ広場でランチ
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親子で里山体験 2021年7月18日(日) はれ 13:30～15:00 18名＋17名（5家族）

梅雨が明けて、直射日光がきびしい！ということで、みんなにやってもらおうと思った名札づくりをスタッフで
作成することにしました。木は正榮さんの幼齢林で除伐したヒノキです。じゃがいもは良い出来でした！雑草
退治からスタートし、豊作状態のじゃがいもを収穫しました。暑かったのですが、子供たち真剣に作業してくれ
ました。来年は時間を変更しようと思います！

名札の準備 できた名札 じゃがいも収穫 じゃがいも収穫②

今日は団員有志に声かけし、丸太づくりを実施しました。ヒョロヒョロのヒノキを伐ろうとしたところ、枯損木に
かかる状況でしたので、枯損木を除去しました。やはりこういう作業は人手が重要です。丸太を運んで、かわ
はぎをしました。こちらも人数の力ですね。ただ、暑さにはかなわず、残りは別日に実施することにしました。
思えば薮であったこの場所も2年刈払った効果が出ていて、きれいになりつつあります。

枯損木除去＆丸太づくり 2021年 8月7日(土) はれ 9:00～15:00 4名

枯損木除去① 枯損木除去② かわはぎ 本日の成果

今日は雨が止むのか？でしたが、とりあえず以前から企画していた安全講習会を渡辺講師にお願いして実
施しました。午前中は、刈払機とチェンソーのメンテナンス講習です。それぞれの構造を理解することができ
ました。お昼になったら雨が止みました！午後は下刈りと伐採について、渡辺講師にチェックしていただきま
した。基本動作を常に身に着けることの大切さを改めて認識することができました。

刈払機・チェンソーの安全講習会 2021年 8月15日(日) 雨のちくもり 9:00～16:00 10名

メンテナンス講習 下刈り講義 伐採講義 集合写真
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薪置き場の手入れ 2021年9月18日(土) 曇 15:00～17:30 2名

台風のため、作業ができないと思っていましたが、午後になり雨がやんできました。作業小屋付近に行った
ところ17日からボランティアで薪置き場周辺の手入れをされていました。市川は薪置き場周辺を造林鎌でつ
る等を退治しました。造林鎌、そこそこいいものなので切れ味がいいです。おかげさまで、翌日状況をチェック
したところ、きれいになっていました。

手入れする高塩副団長 造林鎌で作業

コナラ広場では雨の際には屋根がなかったので居場所がありませんでした。そこで、雨対策用屋根づくりが
スタートしました。まずは7月にすぐ近くで伐採した3mのスギとヒノキ丸太のかわはぎをしました。そして、6か
所に穴をほり、丸太を立てる作業をしました。やはり人の力。みんなで協力して作業しました。ゆっくりと作業
していきます。畑チームは除草とマルチはぎをおこないました。ねぎが順調です。

コナラ広場での雨対策用屋根づくり 2021年 9月19日(日) はれ 9:00～13:30 13名

皮はぎ 支柱たて 集合写真 本日の成果

19日の状況

畑チーム

今日は小雨が降りましたが、ジュンさん3名が草刈り体験をされました。まずは造林鎌で草刈りの頻度の違
いで刈払いがどう違うのか体験していただきました。その後、今年まだ草刈りしていないゾーンの刈払いを
やっていただきました。皆さん上達が早くてびっくりしました。初企画で電動刈払機体験も実施してみました。
これは3名ともすぐにコツをつかまれました。電動はなかなか良いと思います。

草刈り体験会 2021年 10月16日(土) 小雨 10:00～14:30 7名

体験会場 下刈り体験① 下刈り体験② 電動刈払機体験
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親子で森づくり体験 2021年10月17日(日) 雨のち曇 9:00～15:00 21+2+30名(7家族)

午後は雨が止むとのことで、実施することにしましたが、思ったより雨がつよく実施内容を変更しました。ま
ずは矢板森林管理事務所の津布久副主幹に里山の講話をいただきました。塩谷町の飯村主事補に町PRを
していただきました。すると雨がやんできたので、枝打ち体験とご飯炊き体験の選択制にしました。午後は恒
例さつまいも収穫体験です。何とかぎりぎり実施することが出来ました。皆さんに感謝です。

津布久副主幹の説明 枝打ち体験 集合写真 さつまいも収穫

今回はロペ倶楽部のオーナーのJUNの皆様にお越しいただき、関係者を中心に包括連携協定を記念した
「たかはら里山の集い」を初開催しました。コナラ苗の植樹や、森林ジャーナリスト田中淳夫さんの講演、包括
連携記念トーク、バッテリー式刈払機＆チェーンソーの実演なども行われました。また、横断幕3枚にて森林
の中で写真展「私の高原山」を掲示しました。来年はもっと発展させたいと思います。

たかはら里山の集い 2021年 11月21日(日) はれ 10:00～15:00 21名＋26名

植樹記念写真 田中淳夫さん講演 記念トーク

前日準備の有志を募ったところ、多くの団員が協力してくれました。まずは会場の下刈りとコナラ植栽地の
準備を行いました。続いて、コンテナや横断幕を配置しました。横断幕は工夫次第で見栄えが良くなってきま
した。また、地味ですが配布資料の準備作業を行いました。作業小屋付近での植樹もやっていただきました。
さて、明日はたかはら里山の集いの初開催です。

たかはら里山の集い 前日準備 2021年11月20日(土) はれ 9:00～16:30 9名

刈払い 三木さん丸太 横断幕の設置 資料の準備

バッテリー実演

たかはら里山の集いの動画を宮まちづくりネットワークのCSRにて作成されました（https://youtu.be/3xbYvV_vQkw）
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興野喜宣さんの企画で、森林ジャーナリスト田中淳夫さんとともに、帝国造林の植竹代表にお話し＆現地
視察に同行しました。植竹代表は大田原森林組合の組合長でもあり、様々な森林経営についてお話をいた
だきました。今回は黒羽藩の「太山の佐知」のルーツを求めての視察でしたが、もう現存しないことがわかり
ました。一番古い山で約90年生くらいとのことでした。

帝国造林の視察 2021年 11月22日(月) くもり 9:00～14:00 2名+3名

残された広葉樹林 植竹代表 広葉樹林による地力 高齢林

三木さんによるチェーンソー指導講座がスタートしました。まずは1人1本丁寧に三木さんが伐倒指導しなが
ら、伐倒しました。ここで、皆さんチェーンソーのメンテナンスがいまいちなことが発覚。目立ての指導になりま
した。その後は、枝払い、玉切りを実施しました。切れ味が良くなったことを体感していました。そして、丸太運
びです。これが一番大変かも・・・。指導講座は来年に続きます。

薪用丸太づくり 2021年 12月18日(土) 雪のち晴れ 9:00～15:30 7名

現場チェック 伐倒後の振り返り 目立ての仕方 記念撮影

今回も多くの団員に参加していただきました。まずはヒノキの除伐を実施。その後、皮はぎを実施しました。
この時期は皮はぎがしにくかったのですが、団員の熱意で予想以上にはやく皮はぎが終わりました。コナラ
広場は銀世界でした。それでも薪ストーブでそばをゆでて、水でしめて、あたたかいお汁に入れていただきま
した。おそばのあたたかさに感動しました。つづきはまた来年です。

ヒノキの丸太づくり 2021年 12月19日(日) はれ 9:00～13:30 23名

ヒノキの除伐 皮はぎ 丸太はこび おそばで〆


