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◆ ローソン関係者が澄川で緑の保全活動 

5月25日(土)に澄川都市環境林においてローソン関係者

35名、札幌市市民文化局市民自治推進室3名、当協会13

名が参加して森林活動体験が行われました。 

㈱ローソン様には、過去 7年間にわたり助成金を頂き、

当会の活動に強力な支援を受けてきました。 

今回は開会式、ラジオ体操の後、各グループに分かれて

林内の爽やかな風が吹き抜ける中を E-4区の植栽地に移動

して、アカエゾマツ、トドマツの針葉樹、ハルニレ、イタ

ヤカエデ、ヤチダモ、ミズナラ等の広葉樹を合わせて 100本余りを協会員の指導により植樹体験を

しました。毎回の慣れた手つきで要領よく作業は進みました。 

その後管理地区に戻り、チッパー処理体験、マキ割体

験をグループ毎に行いました。チッパーは最近購入し、

最大直径9㎝の枝葉を処理する能力があり、迫力ある粉

砕作業に歓声を上げていました。と云うのは予想もしな

かった事ですが殆どの人が初めての体験で我々としても

新しい発見でした。マキ割体験ではマキ割機が油圧で節

も関係なく割っていき、その力強さに感心し、斧使用で

は普段は経験できない作業に楽しんで参加していました。 

当日は最高気温が 29°との予想があり活動の合間に

は木陰で休憩しながら、澄川の森での活動体験を終わりました。ローソン関係者の皆様には参加あ

りがとうございました。活動体験は季節を変えて参加してみるのも自然の移り変わりを実感できる

ものと思います。お友達を誘って好きな季節を選んで我々と一緒にみどりの保全活動に参加してみ

ませんか。（文・橿棒） 

 

 

◆ 春の清掃活動を行う  

5月20日、定例の澄川ごみ収集作業を行いました。桜も終わり強い風の吹く青空の下でゲートの

両サイド約 1,6kmの敷地側のごみ拾いです。ごみ袋を手に昨年の秋以降に捨てられたと思われる大

型ごみや一般ごみを笹藪の中から探しました。目立つのは例年通りビン缶ペットボトル、雑誌、衣

料品や袋詰めした家庭ごみも混じり園芸用品やマネキンの首までありました。コンビニ商品のカラ

容器が多く、不法投棄防止の幟旗も傷みが激しく役に立ちません。 

清掃事務所からの報告では焼却ごみ 1010kg、タイヤ類（ホイルの有無あわせて 27本）、家電製品

10台、金庫2台でした。 
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ﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁを操作する松藤さんの雄姿 

断捨離流行の昨今、ポイ捨て防止はモラルの向上が大事です。

僕のアイデアは案山子を立てる、花壇のプランターを置く、毎

月清掃をするなどですが、ごみも浜の真砂で多分無理でしょう。

ごみの清掃は一番ボランティアらしい活動です。きれいになっ

た道を走るのは気分爽快です。大変不衛生な作業に参加の皆様

ご協力ありがとうございました。（文・加藤）                        

◆ 西野第二都市環境林の活動再開 

2004.9.8の大型台風の通過で西野環境林もニセアカシアやトド松の大木が倒れ、森の姿が一変し

ました。その後誕生間もない森ボラがニセアカ駆除を中心とする林内整理活動に入り、その苦労話

を先輩から聞かされていました。前回の活動から7年が過ぎ、このたび再度当地の状況把握を行う

ことになりました。 

6月6日、ハルゼミの鳴く新緑と初夏の空の下で 11名が参加して平和の滝に集合。朝礼後現地入

りして午前中は地図を頼りに足場の悪い笹藪、切り株、岩、湿地の中を歩きまわり境界石を探しそ

の輪郭をつかみました。 

午後はテニスコートの芝生でランチを済ませ、林内整理です。手鋸を使い枯れ木、下枝、奇形、

未熟木などを処理し林内の化粧直しです。まだ虫が出なくて

助かりました。ここの広葉樹林は平均 10mくらいの高さでニ

レの仲間、カエデの仲間、ミズナラ、シナ、クリ、ハンノキ、

シラカンバなど多くの樹種が繁茂し、いかにも若々しい育ち

盛りの森という感じがしました。周辺は発寒川の扇状地で土

地は肥沃で恵まれた環境にあると思います。 

ニセアカ処理により植林をしなくても前回の活動終了から

7年が過ぎると、大木が倒れ、生き残った広葉樹が自力で成

長し若い活力のある森になりました。この森は今少年時代です。先輩達の努力の跡です。最近は鹿

の食害が目立ちます。これからの森の成長を見守りたいと思います。（文・加藤） 

 

 

◆ 森ボラに参加して～松藤研さん 

どーも、ピカピカの森ボラ一年生会員の松藤（マツフジ）です。いきなりの私事で恐縮ですが、

娘の二回目の出産が遅れた為に２歳の孫の面倒をみる羽目となり、楽しみにしていた支笏湖遠征へ

行けなくなり意気消沈していたところに、神？からの寄稿指示があり、子供の頃から国語（特に作

文）が苦手な私としては「傷口に塩を塗られた」気分で半ば開き直って（自棄？）この記事を書い

ています。（不謹慎ですみません） 

昨年の春に会社を退職し、十年超えの単身赴任生活から一転「毎日が日曜日」の年金生活で悠々

自適を決め込んでおりましたが、半年経ってみると徐々に居場

所が無くなってきて．．．。 そんなところにネットで森ボラ

の活動を知り参加してみると、何と楽しいではないですか！ 

すっかりハマってしまいました。 

具体的な活動内容は他の真面目なレポートに譲りますが、参

加してまず感じたことは、「メンバー皆が活動を楽しんでいる」

ということです。地球環境を守るため崇高な精神の下で「苦行

僧のように」では無く、それぞれの得意な分野からのアプロー

チを楽しみながら無理をせずにそれぞれの出来る範囲で活動して

■ 会員からの寄稿                                                       
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いる。そこにはノルマや人の顔色を伺う類いの輩がいない世界があります。 

そんなステキな世界観の中での森ボラ活動を通して鋸、鉈、鉞の正しい使い方やチェーンソーや

ウィンチ、チルホール、刈払い機等々色々な機械の操作を習得する事が出来、授業料を払っても良

いくらいのスキルが身につく素晴らしい活動だと思います。こんな事を書くと本当に事務局長から

振込用紙が送られてくる恐れがあるので改めて授業料云々は比喩的表現である事をお断りしておき

ます（笑）。  

また、活動以外で煩悩だらけの私が最もワクワクする事は、セミナー終了後の懇親会であったり、

支笏湖遠征で活動後にひと風呂浴びた後の食事であったり、研修旅行であったり．．．。 

「要するに酒ですか！」イヤイヤそうでは無く人生経験豊富な諸先輩のありがたいお言葉を聞く事

がメインで、まぁその為に潤滑油に少々お酒をたしなむ程度であります。（次回の支笏湖遠征には

厳選した潤滑油を．．．） 

おっと、前置きを書いていたら所定の文字数をオーバーしてしまいました。最後に稚拙な文章で

伝統ある森ボラ通信を穢してしまいお詫び申し上げます。（文・松藤） 

 

 

◆ 2019年度研修旅行参加者募集（実施日9/25～9/27） 

今年の研修旅行は北大中川研究林と 2007年の研修旅行地の下川町を 12年ぶりに2泊3日で訪れ

ます。 

初日は北大中川研究林の音威子府庁舎で概要説明と音威子府村研究林（樹木の成長と伐採に関す

る調査？）を見学。2日目は北大中川研究林又は「なかがわの森」（北大中川研究林と連携）を考

えています。午後より下川町のFSC認証林・循環型の森林経営を見学。3日目は旭川市内の家具工

房を見学し、札幌着は15時ごろ予定しています。 

7月の「作業参加申込書」にて皆様の応募をお待ちしています。 

会費 20,000円  定員 20名（先着順） 締切りは7月 31日とします。 

≪概略行程≫ 

  9月25日(水) 札幌北口8:30発…（253㎞）…12:30着 音威子府で昼食後、 

北大音威子府庁舎・林内見学、 

中川町の北大学生宿舎へ移動・宿泊 

 9月26日(木) 午前中 北大中川研究林又は“なかがわの森”見学 

午後より下川へ移動。FSC認証林見学。宿泊は五味温泉。 

 9月27日(金) 旭川市内で家具工房見学…札幌着15:00頃。 

          見学案 ①カンディハウス工場見学、 

②インテリアセンター工場見学 

≪幹事 大窪、三橋≫ 

 

 

 今回は会員の推薦による、「森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金」を活用して購入した図

書を紹介します。閲覧、貸出し、今後の購入希望図書がありましたら市山、橿棒まで連絡をお願い

します。(事務局) 

森ボラ図書コーナー蔵書 

番

号 
図  書  名 編 者 責任者 

本体価格

(円) 

購入 

年月日 

63 『自然観察ガイドブックⅡ』 
北海道ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ﾚﾝ

ｼﾞｬｰ協議会 
春日 順雄 700円 2019/5/13 
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■ お知らせ                                                       

■ 図書コーナ



 

出席者：市山・大窪・荻田・橿棒・加藤・清澤・佐野・釣井・三橋・矢澤・矢野 
 

1. 2019年 7月、8月スケジュール（7月幹事会 7月 3日(水)） 

2. 第 3回親子森林教室：2班に分けて行動のスムーズ化を図る 

3. 森林・山林多面関係：有明の状況説明、水明郷の広葉樹生存木調査 

4. 澄川環境林右精進川の水質検査（6月 14日午後守屋先生指導） 

5. 研修旅行：9月 25～27日、北大中川研究林、下川町訪問……7月活動参加申込書で参加者募集 

6. 報告 

・ 5/20  澄川南小 3年生マイツリー観察会、清掃活動 

・ 5/25  ローソン関係者緑の保全活動実施 

7. 各専門委員報告 

・ 日報様式を修正：6月から実施 

8. 現場対応他 

・ 6/6   西野第二環境林にて活動再開 

・ 6/11,12   支笏湖水明郷（下草刈り、指標杭設置）、コンサの森活動(下草刈り、生長調査) 

・ 6/27,28  支笏湖烏柵舞（下草刈り、指標杭設置他） 

9. その他  

・ 6/4  山本機械 林内作業機器のデモ、操作説明 

・ 2019年 5月会計報告 

 

 

 

月日 行事・活動地 参加数 活動内容 

5月14日(火) 有明 10 見回り、食害防止網補修、倒木整理 

5月16日(木) 澄川 2 苗木搬送（道青年種苗組合寄贈）、苗木仮植え 

5月17日(金) 澄川 17 地拵え(E地区)、作業道整備(砕石敷)、苗畑整備 

5月20日(月) 澄川 18 林内清掃活動、澄川南小 3年生(ﾏｲﾂﾘｰ観察) 

5月22日(水) 有明 9 台風被害木整理 

5月25日(土) 澄川 17 ローソン・札幌市関係者緑の活動、ホダ場整備 

5月28,29日 烏柵舞（水明郷） 18(17) ポット苗植栽、生長調査（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査） 

5月31日(金) 澄川 14 笹刈り、作業道整備(B,D抜根)、ホダギ管理 

6月3日(月) 澄川 12 作業道整備、森林教室準備 

6月5日(水) ﾗﾙｽﾞ生活研究 C 11 幹事会 

6月6日(木) 西野第二 11 境界確認、整理伐(倒木、傾斜木) 

6月8日(土) 澄川 12 下草刈り、森林教室準備 

6月11,12日 水明郷、コンサの森 14 下草刈り、生長調査 

6月14日(金) 澄川 15 作業道整備、ﾘｭｯｸ掛け設置、水質調査(4箇所) 

■ 今月の幹事会                                                      

■ 活動履歴                
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