


目 次 

 

❄巻頭言 春です！里山を歩いてみませんか      会長 ５期 日下 晃 ・・・P．１ 

❄企画部のページ きかくがいろん  

学校の森シンポジウムと ESD ESD ってなに？ １期 木村 健太郎 ・・・P．２ 

❄環境・森林事業部のページ 

七ツ森に「カメイの森 宮城」誕生！  １４期 壷井 良和 ・・・P．３ 

❄震災復興事業部のページ 震災復興事業部からの報告  １４期 森山 稔也 ・・・P．４ 

❄施設管理事業部のページ 

  ・ことりはうす ２０歳になります          ７期 川村 美則 ・・・P．５ 

  ・県民の森   管理事務所の日常         １３期 駒野 健吾 ・・・P．６ 

  ・こもれびの森 こもれびの森の放射能汚染とその後 

                           ９期 島貫 房雄 ・・ ・P．７ 

❄１５期生養成講座報告               １４期 森山 稔也 ・・・ P．８ 

❄突撃取材 応急手当及び搬送研修会            ６期 藤野屋 友吏子 

チェーンソーの使い方と伐木作業研修会    １０期 若生 尚 ・・・P．９ 

❄第２回ニッセイ緑の財団復興支援シンポジウム 

広がれ、つながれ学校の森    １２期 阿部 郁子・・・P．１０－１１ 

❄もりもり「駄くらふと屋さん」年２回開店！！      ８期 岡本 栄治・・・P．１２  

❄紙上講座第７回 星空散歩のすすめ          １０期 若生 尚 ・・・P．１３ 

❄リレー式会員の広場 「君の名は」          １４期 庄子 明枝・・・P．１４ 

❄安全のページ NO．２１「春になれば」        １４期 水原 洋一・・・ P．１５ 

❄大柳先生を偲んで                  １期 木村 健太郎・・・P．１６ 

❄いんふぉめーしょん・編集後記                     ・・・P．１７ 

【表紙デザイン】９期 入岡 知美 



1 
 

 

春です！ 里山を歩いてみませんか 

会長 ５期 日下 晃 
「谷間の清水 清らかに 青葉は光る 山と空・・・」（西根小学校校歌）、母校の校歌

が思わず口に出るときがあります。私の生まれたところは、近くの山や川が子どもたちに

とって唯一の遊び場であり、日がな一日をかけずり回り、いろんなことを学び体験し様々

な知恵を授かってきたと思っています。山里に暮らす人々は、炭を焼き、薪を拾い、草を

刈り家畜の餌や肥料にし、田畑を耕し作物をつくり、川や沼で魚やエビを捕り、山菜やキ

ノコを探し、生活の糧を得ながら自然と共に生業を続けてきました。これが、長い年月を

かけて、人間と自然の営みが作り出した里山です。 

里山と言う言葉が使われるようになったのは、１９７０年代以降です。里山が今危機に

さらされています。農林業の暮らしの中で里山が利用されなくなり、耕作放棄地や手入れ

されない森林の増加、藪や竹林の拡大、水路やため池が荒れてしまっています。その結果、

里山で生育・生息してきた動植物が姿を消しつつあります。ふるさと宮城の生物多様性保

全にとっても、景観や伝統的な生活文化を守ることや地球温暖化防止からも、あらためて

里山の保全や再生が重要な課題になってきています。 

里山は、何でも経済性と時間が求められる現代にあって、絶えず保全活動を行わなけれ

ばすぐ荒れ果ててしまう効率の悪いものです。自然を押さえ込み人間が都合良くコントロ

ールできるほど簡単なものではありません。里山の再生や保全の活動は、成り立ちを考え

ると、まさに人と自然の関わりの再生からが鍵になるのだろうと思いますが、今まで里山

の維持を担ってきた農家の人々は、人口減少や高齢化で困難になってきています。里山の

存在意義が問い直され、目的を持って森づくりを進めるＮＰＯ、企業、県や各市町村でも

森林を再生する取り組みが始まりました。 

私たち宮城県森林インストラクター協会は、「様々な生命を育んでいる森林を再生すると

共に、豊かな森林や水の文化を未来に引き継ぐことをめざして」（協会理念）います。私た

ちは、県民の森に隣接する県有林「ＭＩＳＡＷＡオーナーの森宮城」（利府町）の整備を進

め、見事なカタクリの群生地を復活させることが出来ました。春の訪れと共にシュンラン

やユキザサも咲き、森を散策する人々が年々増えて来ました。かつてこの森は、１９６０

年代燃料革命と共に薪を拾ったり炭を焼いたりした仕事がなくなり、人々は森から離れて

しまいました。森が放棄され植生の遷移の進行によって、スズタケやアズマネザサなどサ

サ類の侵入、灌木やつる植物の繁茂し、日光が入らない暗い森へと環境が変化していまし

た。この変化は、この環境に依存してきた動植物にとって生息・生育環境の悪化や衰退に

つながっていました。私たちは、社員ボランティアの方々と共にササや雑草木を刈り払い、

林冠から日光が入る明るい森に整備を進め、見事なカタクリの群生地に生まれ変えること

ができました。今、「イオンの森」（利府町）でも、スズタケや雑草木を刈り払い枯葉をか

き、林床に生育する草花の復活とカブトムシやクワガタの住む森をめざして、イオンチア

ーズの子どもたちと共に森づくりを進めています。 

 

まもなく里山は、春色に彩られます。里山の現実と自然を身近に感じることで、その整

備や保全の大切さをつかんでいただければと願っています。風景を楽しんだり、じっくり

観察したり、近くの森や野原へ、里山を歩いてみませんか。 

巻頭言 
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ＥＳＤのイメージキャラクター「はぐ」君 

きかく 

がいろん 
 

企画部  １期 木村 健太郎 

【ＥＳＤって何？】 

他のページに詳しく掲載されていますが、１月１９日に開催された「広がれ つながれ 学 

校の森」シンポジウムは大成功だったと思います。発表校に対するコメントを任せていた

だきましたが、たくさん一緒に活動してきた泉松陵小学校や柴田小学校の児童の健気な発

表を聞いていたらボロボロと涙が出てきて、コメントどころじゃありません。反対に関わ

りのなかった学校の発表は冷静に聞いているので、岡山県の西粟倉小学校へのコメントな

どは水を得た魚の如く舌がペラペラ回って、アンケートに「学校によってコメントに差が

ありすぎる」「特定校だけ誉めすぎ」とお叱りの意見をいただいてしまいました。 

しかし、実際に西粟倉小学校の児童４人の発表は凄かったのです。西粟倉村は村全体が 

家族みたいな地域で、日本の大部分が失いかけている「地域協力・助け合い・積極的な他

の自治体との交流」といった要素に溢れているのです。「ふるさと元気学習」と銘打たれ

た４人の発表の素晴らしい連携に、普段から私が人の暮らしの理想と考えていた社会を西

粟倉村の人々の暮らしぶりに重ねてしまい、立場も忘れて大興奮してしまったのでした。 

 後日、西粟倉小学校の鳥越先生から、「西粟倉村発、日本全国それぞれの“ふるさと元

気学習”」を創るのが目的。そして「ふるさと元気学習」を始めるきっかけになったのが

東日本大震災だったとの経緯をお聞きしました。「森つながりで日本中を元気にしていき

たい」という言葉に、刺激を受けるとともに大きな自信をもらいました。 

 このシンポジウムの成功に気を良くして、泉松陵小学校と一緒に２月２２日に東京駅丸

ビルで開催された「ＥＳＤ ＫＩＤＳ ＦＥＳ」に東北代表で参加してきました。当協会

の「環境教育防災林」の考え方や泉松陵小学校の「けやき山」活動を日本中に広めようと

意気込んで熱を入れましたが、空回りして逆に子ども達の足をひっぱってしまいました。 

 ＥＳＤでとにかく良く言われるのが、「ＥＳＤって何や？」です。一体何人の口から発

せられたことか。基本概念は日本人なら昔から常識で、

誰でもやっていることなのですが、どうして言葉が社会

的に浸透しなかったのでしょうか。おそらく直訳すると

『Ｅ（偉い）Ｓ（先生）がＤｉｆｆｉｃｕｌｔ（難しく）

してしまった常識』となるのでしょう。 

 冗談はさておき、当協会の活動は全て「ＥＳＤ（持続

可能な開発のための教育）」に繋がっています。いよい

よ来年１１月、ＥＳＤに関するユネスコ世界会議です。 

【森林におカネをかけるということ】 

福島県の大きな病院に勤めている友人が身体を壊して入院しました。電話で「病院で働

いていても病気になるんだね」と嫌味を言ったら、「お前は山の中にいるから風邪も引か

ないだろう」とかなり羨ましがられました。住民の健康を考えたら、大きな病院があるよ

りもきれいな森があった方が寿命も長いし病気も少ないのだと。そういえば以前、病院が

大嫌いな別の友人が「俺は医者に治療費を払うくらいならそのカネで森を整備する」と言

っていたのを思い出しました。「きれいな森・きれいな水と空気・きれいな景観・森づく

り活動参加」があることで病気を予防しているとしたら、「森づくり」への投資はある意

味医療費以上の価値があるもの－国庫８割負担くらいでもいいんじゃないかな、と・・・。 

日本を元気にするため、社会福祉予算も森づくり活動に・・・。 
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若手の女子社員のメッセージ 

環境・森林事業部からの報告 

環境・森林事業部 １４期 壷井 良和 

七七ツツ森森にに「「カカメメイイのの森森  宮宮城城」」誕誕生生！！  

遊歩道途中の橋づくり 

記念の巣箱 

 
 

「カメイの森 宮城」は大和町の南川ダムから南東に５００ｍ程のところに位置し、面積は４．

８ｈａの丘陵地で松林・杉林・広葉樹林など多彩な森が広がっています。周りにはダムから流れる

小川があり、色々な水生生物も生息しているところです。これから整備をしていくことで楽しみの

多い森になっていくと思われます。 

 整備は昨年１１月３日から始まり、まずモニュメントを立てる広場や遊歩道を作る登り口を刈払

い、尾根筋を切り開いて遊歩道をつくりました。その後、モニュメント対岸広場と小川の整備・尾

根筋中腹の広場を切り開いて頂上迄の遊歩道の確保など次々に着手し、１１月１７日のモニュメン

トの除幕式に備えました。 

 除幕式には、カメイ株式会社の社員４０名と協会インストラクター１５名が参加し森づくり活動

を実施しました。 

 今年の新入社員 3 名が除幕を行ったモニュメントには、「カメイの森 宮城、カメイ株式会社創

業 110 周年」と記されていました。その後、全員でモニュメント前での記念撮影を行い、森づく

り活動を開始しました。 

 森づくり活動は７班に分かれ、ベンチづくり・.モニュメ

ント広場づくり・.尾根筋の広場づくり（除伐活動）・.新し

いルートの除伐・.遊歩道づくり・.遊歩道の橋づくり・遊歩

道づくりと水生生物調査など約 1 時間の活動を行い、南川

ダム資料館に移動し昼食をとりました。その後、自然観察

組とミニネイチャークラフト組に別れ、約 1 時間の活動を

しました。 

 参加した社員の方々は、森づくり活動をするのが初めて

の人が多く、今日 1 日の活動が大変楽しかったようで、また森づくり活動をしたいと言う声もあり

ました。予定では年 1 回の活動ですが、もっと森と親しむために

年に 2 回程度の活動を提案して、今日の活動が終了しました。 

 その後１２月に入ってからも 2 回新しい遊歩道や来年度の記

念植樹を行う場所の整備などを行い、今年の活動が終了しました。

雪が溶ける３月から整備を再開する予定です。 

 これからも年に数回の整備作業が続きます。まだまだ全体像が

見えていないので、楽しみの多い森になると思います。是非ご参

加ください。 



４ 

震災復興事業部からの報告 

１４期 森山 稔也 

 

４３号に続き、「生活用水資源ネットワークの構築」について報告します。今回は生活用水ネッ

トワークの既存井戸調査（前は古井戸調査と呼びました）の活動の様子を紹介します。 

生活用水ネットワークの活動は、１４期生の水原さんをチーフに新体制でスタートしました。８

月に新メンバーで調査を引き継ぎ、１０月までの調査で利府町神谷沢地区の調査を終えました。調

査中は訪問先でいろいろと興味深いお話を伺うことができました。 

庄子榮夫さん宅では、２つある井戸の他に沢水を水道として利用し、ハウスや庭への水遣りとお

風呂に利用しているそうです。「沢水のお風呂で、我が家は毎日温泉気分」と言っておられました。 

熊野神社の宮司さんからは、以前使っていた井戸は埋めてしまって使っていないということで、

井戸を埋める時の作法を教えていただきました。埋める儀式を順に①水を掻き出す。②川砂を入れ

る。（これは男性が行います。）③梅の枝を入れる。④ヨシを３本入れる。⑤竹（節抜き）を立てる。

⑥川砂を入れる（これは女性が行います。）⑦最後に埋め戻します。井戸は息をしているので、息

抜きの竹を入れます。これで井戸の埋め戻しは完了です。一連の儀式には、お世話になった井戸へ

の畏敬と感謝の気持ちが感じられますが、梅とヨシで「うめてよし」なんてユーモアも忘れていな

いところが面白いですね。 

思いがけず、２０１２年に整備した県民の森の湧水（丸泉）

のお話も伺うことができました。この泉は、「追分の清水」

と呼ばれ、やけどに効く水といわれ近隣の集落に知られてい

るそうです。このような謂われを聞いてあらためて丸泉を見

てみると、なにかしら神秘的に見えるから不思議です。やけ

どで困ったときは、お世話になりたいと思います。 

９月２８日にはイオンチアーズの子どもたちと井戸の所

有宅を２か所訪問し、昔の井戸と薪の生活や震災時に隣近所へ水を分けてあげた体験等のお話を伺

いました。水や燃料、食料などの資源は自給自足が基本の里山の暮らしが、都市部に比べて災害時

の日常生活へのダメージが格段に小さかったこと、井戸の調査によってそれが見えてきました。 

鈴木久一郎さんのお宅では、井戸のお話の他に、細かい細工を施した立派な神棚も見せてもらい

ました。イオンチアーズの２５年度の活動テーマである「資源とエネルギー」について、里山の暮

らしのお話を通して、そこに住む人の生の声を聞いて学ぶことができました。調査を終え、データ

リストも完成し、現在井戸マップを制作中です。 
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２ ０ 歳 に な り ま す 

 

 

宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター 所長 7 期 川村 美則 

 

平成２６年の幕開けです。今年は雪かきからの仕事始めになりました。１月２日に降ったも

のか約１０ｃｍの積雪がありました。主なところは専門の業者が除雪しますが、機械が入れな

い箇所は人力に頼るほかありません。正月で鈍った体には心地よい運動になりました。 

さて、ことりはうすの１月の恒例行事

になった、餅つき・団子刺し体験を今年

も１月１１日（土）、１月１２日（日）に

行いました。参加者も子どもから若い人、

そして若くない人まで昨年を上回る人出

でした。臼と杵での餅つきは珍しいこと

も手伝って、体験希望者も多く予想以上

に時間がかかり、餅になってない所もあ

りました。それでも餅の味比べやミズキ

を用いた団子刺しを全員で楽しむことが

でき、今年も良いことがありそうな予感がしました。 

この他、冬の恒例行事といえばスノーシューで雪原ハイキングでしょう。アニマルトラッキ

ングや冬芽観察などをしながら約２時間歩きます。カモシカ、キツネやリスなどの足跡をよく

見かけますが、カモシカは時々現物と遭遇することがあります。冬芽や葉痕ではクロモジ、ト

チノキ、シラキやオニグルミなどが人気の中心ですが、子ども達にとっては動物の足跡探しの

ほうに人気が集中しています。今年もスノーシュー体験を各方面に情報発信し、多くの方に楽

しんでもらおうとしていますが、１月は雪が少なく中止も覚悟していました。実際に雪が少な

く予約の取り消しが多数発生しましたので、雨乞いにならって雪乞いでもしようか、と考えて

いたら降りました。２月８日から９日にかけて、約６０ｃｍの積雪です。これで雪乞いしない

ですみました。何といっても冬の蔵王は雪が売り物です。スノーシューは老若男女、誰でも気

軽に楽しめるスポーツとして近隣の方々と協働で情報発信をしています。スノーシュー体験は

３月末日（積雪の状態による）まで計画しています。 

 

もうすぐ平成２６年度を迎えますが、当センターは４月で２０歳

になります。この機会に２０歳のお祝いとして５月に記念行事を行

うことにしました。具体的内容は決まっていませんが、多くの方々

のご来館をお待ちしています。 



６ 

                  管理事務所の日常 

 

県民の森管理事務所 １３期 駒野 健吾 

県民の森は宮城県のほぼ中央に位置し、年間 22～23 万人程が訪れる自然公園です。新緑の

ゴールデンウイークや紅葉の季節の休日などには、芝生広場にカラフルなテントが並び混雑す

る時があります。冬枯れで見通しの効くこの時期には、望遠レンズを携えて散策する愛鳥家達

に出会うことが多くなります。日常業務では建物内の居心地を良くするため、少しでも清潔感

のある雰囲気にしたいと心がけています。日常活動の中から、満足度調査と県民の森ブログの

事を簡単にお話しさせて頂きます。 

満足度調査：県へは 4 ヶ月毎に満足度調査結果を報告していますが、アンケートの集計を見

ると、家族連れのアスレチック利用者が多く、「とにかく楽しい」「お陰様でよい運動になる」

など、アスレチックは一番人気です。また「楽しい」「また来たい」とも記載されており、施設

の安全利用の為、定期点検に加え、ネット補修などの遊具管理に卓越した技を持つ N さんには

専門的な補修をお願いしております。 

県民の森ブログ：昨年春から巡視の途中で出会った植物などを紹介するコーナーを担当して

います。巡視にはカメラとごみ袋を持参して園内を回り、倒木・遊歩道に侵入してきた雑草・

遊歩道の不具合・不法投棄ゴミ・来園者の対応などを行いながら、出会った植物などを写真に

収めています。一つの記事の紹介に手間取ることが多く皆様の目に触れる恐さや、知識不足か

ら判別出来ない種もしばしばで情けなさを感じております。そんな際には職員同士で情報交換

をしながら知恵を絞ったり、所内の参考図書を輪読したりなどをしてスキルアップに努めてい

ます。参考までに昨年春からのブログに掲載済みで印象に残った植物の一部を紹介します。春

から冬までの、季節の移ろいを感じて頂けたら幸いです。写真は左上の春から順に、ネコノメ

ソウ・ウラシマソウ・ヤブデマリ・オトギリソウ・マタタビ・フシグロセンノウ・サルトリイ

バラ・アオハダ・ヤブコウジ・カラスザンショウの維管束痕（何の顔に見えますでしょうか）

です。 



７ 

こもれびの森の放射能汚染とその後 

こもれびの森森林科学館所長 9 期 島貫 房雄 

 

昨年 12 月 7 日、園内のホットスポットの除染工事が終了し、汚染土は園内に仮保管（埋設）し

た。空間放射線量は積雪の影響で低く出るため、雪が融けてから再度測定し確認が必要だ。 

23 年の夏休みに入る前、ある幼稚園の園長から一本の電話があった。「花山は放射能が高いと聞

いたが、いくら位ありますか？」その時は「すみません、線量計がないので分かりません」と答える

ことしかできなかった。その後来館した園長は、自前の線量計で芝生や小川の周辺を測定し始めた。

親御さんから「こもれびの森で遠足は大丈夫か？」と、心配の声が上がったとのことだった。地域の

園児や児童は外で遊ぶ時間が制限され、公民館の野外活動や子ども会遠足のキャンセルも出てきた。 

栗原市は汚染状況重点調査地域に指定され、史上最悪の原発事故放射能汚染という未曽有のことが

身近で起きた。私が所長になってから 3 年間、汚染のことは寝ても覚めても頭から離れなかった。

誰も来なくなるのではないか、閉館になるのではと、大変なプレッシャーだった。 

一施設だけで対応できるレベルではなく、関係行政機関などからも情

報収集しアドバイスもいただき、ここでやれることだけは対応した。「食

のイベント」は天然イワナや山採りのキノコ、山菜は食材から外し、配

備された線量計（県民の森からの貸与品、日本製 10 万円）で園内の測

定を行い、高い値の場所は立ち入り禁止にし、雨だれ箇所などは部分除

染を実施した。職員は協力してよくやってくれた。 

そんな中、元理事のＴ氏から「福島で開催されるシンポジウムに出ま

せんか？」と話があった。テーマが「放射能汚染問題」だったので、私に参加の枠を取ってくれると

のことだった。基調講演で飯館村菅野村長の「古里を失った悲しさ、村に戻れない辛さ・・・」の言

葉には胸が詰まる思いで、当館の悩み事など取るに足りないことだと感じた。協会のＫ氏は「放射性

物質による森林汚染の影響について」の林業従事者研修会に出席できるよう取り計らってくれた。図

書館から放射線対策の本を借りてきて見せてくれた方や、除染作業に自主参加申し出の方もいた。そ

の温かい心遣いには本当に涙が出るほど嬉しかった。 

幸い県から「閉館はしません、除染はやります」という明解な説明が

あり安堵した。当初から県職員の方はこもれびの森の窮状をよく聞いて

くださり、現場確認や測定、除染などで何度も足を運んでいただいた。

最も心配だった湧き水（当館の飲料水にも使用）の検査では、放射性セ

シウムは不検出だった。しかし残念ながら風評がまだ根強く、「こもれび

の森の湧き水」を飲みに来館の方はほとんどいなくなってしまった。 

栗駒地区が指定廃棄物の最終処分場の候補地になったことで又、風評が再然する心配な点も出てき

た。仮保管中の汚染土の搬出はめどさえつかないし、低線量被ばくのリスクも存在する。特に当館は

子ども絡みのイベントが多く、親御さんの不安解消に努めることや職員のケアも重要だ。 

 
（参考）●国の除染基準：0.23μSv/h（地面から高さ 50cm）、年間 1mSv以下 

●栗原市内の幼稚園、小中学校などの教育施設は 24年度で除染は終了（県原子力安全対策課） 

●除染の対象施設は県内８市町村 142施設。除染後施設の空間放射線量：0.29μSv/ｈ→0.13μSv/hに減少（平

均値）調査結果は県環境審議会発表。河北新報平成 25年 2月 8日付け） 

●被ばく線量の評価方法：（屋外空間線量×8H）＋（屋内空間放射線量×16H×0.4）×365日 

●宮城県内の指定廃棄物の保管状況は 3,252ｔ、福島は 9万 9,164t （環境省 25年 3月末） 

●シンポジウム：三井物産環境基金 2012年度助成団体交流 （福島コラッセ 25年 2月 25日） 

 

汚染土の剥ぎ取り作業 

汚染土の埋設工事 



 ８  

１５期生養成講座報告 

研修部 １４期 森山 稔也 

 

１５期生養成講座は３０名でスタートしました。４０名の募集枠に対して３０名はずいぶん少な

く感じました。例年宮城県森林インストラクター養成講座の募集案内は２月の県政だよりに掲載さ

れていましたが、平成２５年より奇数月の隔月刊の発行になり、県政だよりへ掲載されませんでし

た。PR 不足の感は否めませんが、結果少数精鋭でのスタートとなりました。 

相馬研修部長以下、１０期の伊藤裕さん、８期の雫石昭子さん、１３期の長南久美子さんが事務

局のスタッフとして講座を進めていきました。第１回目の５月１９日、大衡村の平林会館での「森

林文化 里山の植物」の講義からはじまり、第１８回１月２６日、蔵王町のことりはうすでの「冬

の自然観察実習」で養成講座の全日程を終了しました。 

講座では、事務的なお知らせを一方的にお話しすることが多く、受講生のみなさんの本音の部分

をなかなか聞く機会がなかったので反省しております。講座を終え、受講生の皆さんからアンケー

トに答えていただきました。アンケートへ本音をぶつけたものと勝手に解釈して、回答の中から受

講後の感想を紹介します。 

 

① 特に印象に残った講座は何ですか。 

・「キノコの基礎知識」自然界を成り立たせている「生産、 

消費、分解のメカニズム」環境に関する理解が深まった 

思いがしました。 

・ネイチャークラフトの実習が特に印象に残った講座です。 

短時間で複数のクラフトを作りましたが、必要な材料や 

道具の種類、作成手順を一通り体験することができ、と 

ても役立ちました。 

・「里山再生」今まで深く考えていなかったことが、とても重要なテーマであると再認識しました。 

 

② 受講前と受講後で考え方が大きく変わった点はどんなことですか。 

・たくさん知識や技術を習得していくことは大事だが、それを他の人にきちんと伝えることもで

きなければいけない。頭でっかちでなく、心と行動が大事であると学んだ。 

・受講前まで身近にこんなに豊かな自然があったことをあまり感じていなかった。受講後は宮城

県の自然についてもっと知りたい、大切にしたいと思う気持ちが強くなり、この豊かな自然を

後世に残したいと考えるようになった。 

 

１５期生は３０名でスタートしましたが、怪我や仕事上の都合等で２月２日の認定試験は２５名

が受験しました。結果、２５名全員合格し、３月２日には宮城県森林インストラクターとして認定

されます。開講時からさらに少数となりましたが、「１５期生＝少数精鋭」が定着するよう認定後の

活躍を期待しております。 



９ 

応急手当及び搬送研修会 

６期 藤野屋 友吏子 

１月２５日（土）、イオンの森にて「応急手当及び搬送研修会」が行われました。参加者は１４名、

うち安全委員は７名。日本赤十字社救命救急員の資格を持つ石井さんと蜂谷さん（いずれも安全委

員）を講師に、森林内の整備作業中の負傷を想定した「手当て」と負傷者の「搬送」の訓練です。 

止血方法や簡易担架の作り方の講習を受けてから、ケガ人役、指示を出す係、事務局・病院への

連絡係を決め、それ以外の人は救助・運搬係となり、事故発生から搬送までの流れを交代で２回行

いました。 

車道から森林に入り、斜面を登り、細い遊歩道を抜け、斜面を下った広場で、刈り払い機による

事故が発生したと想定。大声もしくは笛を吹いて事故を知らせ、全員作業を中断、指示に従ってケ

ガ人の手当てをし、担架に乗せます。足並みをそろえ、斜面を登り降りして搬送車へ。回数を重ね

るごとに要領が良くなるようでした（が体力は消耗していくようでした、お疲れ様です）。 

参加者からは、「いざという時、頭で考える前に体が動くよう、積極的に訓練を重ねておくこと」の

重要性が挙げられました。そのために「繰り返し訓練を実施すること」「自主トレ・自主練」の必要

性。訓練の「抜き打ち」などのアイデアが出されました。 

また、今回の研修会の参加者の半数が安全委員だったことから、まずは協会員へ意識づけること

が最重要課題ということで・・・「みなさーん！次回の研修会にはふるってご参加くださーーい！！」 

以上、安全委員会からのお願いでした。 

  

チェーンソーの使い方と伐木作業研修会 

１０期 若生 尚 

２月２日（日）、「チェーンソーの使い方と伐木作業研修会」が開催 

され１０数名の会員が参加しました。 

午前中はぐりりの森で、チェーンソーによる伐木研修です。参加者の 

自己申告による習熟度により、３班に分かれ、宮本悟さん、二階堂さん、 

ケンタロスを講師に伐木に挑戦です。 

まず「受け口」を作りますが、水平切りと斜め切りが一致しなかったり、「追い口」を切りすぎ

たりと、なかなか大変です。伐木方向を決めるのも、難しいものです。「かかり木」となり、処理

に悪戦苦闘した班もありました。また、目立てがあまいのか（失礼！）、切れ味もあまりよくあり

ません。 

午後は座学で機械の機種ごとの管理方法、構造や点検のポイント、目立ての要領などを学びまし

た。座学でしっかり学び、実践を繰り返すことが肝心なようです。「やはり、１００本は切らない 

と（二階堂講師談）」ですね。 

研修部では、今後とも皆様のお役に 

立つ講座・研修会を開催してまいりま 

す。ふるってご参加ください。 

 

レベル付で水平切りは完璧？ 
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第 2 回ニッセイ緑の財団復興支援シンポジウム  

広がれ、つながれ学校の森 

12 期 阿部 郁子 

平成 26 年 1 月 19 日、せんだいメディアテーク１階オープンスクエアを会場に、公益財団

法人ニッセイ緑の財団と宮城県森林インストラクター協会、一般社団法人地球の楽校との協働

で「広がれ、つながれ学校の森」と題してシンポジウムが開催されました。約３００名以上の

方にご参加いただきました。当協会は会場設営やネイチャークラフトで大活躍でした。 

岡山県や東京都から参加した学校もあり、１３校の児童・生徒による元気一杯の活動発表が

ありました。 

学校の森を自分たちでコーディネートして自主的に遊歩道を作るなどの活動。森林の働きを

事前に勉強しての植林や整備活動。学校行事として自然にふれる中で、地域の自然を大切にし

ていきたいとの思いを持ったこと。仙台市街地にあり学校の森を持っていない学校でも、周辺

の樹木で自然観察して自然とふれあうことができること。学校の近くに森があって普段遊び場

として利用している中で階段を作るなど、安全について考える活動をしていること。小学校の

裏山（避難所）を整備し、遊びの広場や避難所として森が地域の人をつなぐ場所になったこと

への気づき。地域を元気にしたいという思いで、森から広がる学習をキャラクターで楽しくわ

かりやすくしていること。自然観察で樹名板の紐がきつそうに見え交換したこと。高学年は低

学年を連れて学校の森を案内するなど、学校の森の活動を次の学年に引継ぎをしていること。

揃いのハッピを着て地域に伝わる踊りを披露したり、のぼり、しおりやストラップなど持参し、

パネル展示にもいろいろな趣向をこらした楽しくすばらしい発表でした。 

続いて先生方の交流会が開かれました。他校の素晴らしい取り組みを手本にしたいと熱心な

意見交換が行われました。その間子ども達は、お土産づくりを当協会会員と共に取り組んでい

ました。 

会場設営時から参加し、ただ者ではない雰囲気をふりまいていたアドバイザーの東京都東愛

宕中の富田校長は、子ども達の気づき（森で遊ぶことの楽しさや、森にある樹木や動物、さら

には文化や歴史に興味を持ち調べること、森の持つ防災機能や食・生命を守る安全のこと、森

を守りそこで生きていく場所にするため、どうしたらよいのかと真剣に考えていること、森の

遊びや学習のために地域の人たちが協力してく

れたことへの感謝、地域の人達による子ども達の

見守りなど）を講評し、最後に「森が友だちと地

域の人たちをつなぎ、学校をもつないでいる。多

くの人とのふれあいがある。森を大事にする心を

大切にしてほしい。」と話されました。 

子ども達の発表の中には、地域にいる森の活動

に詳しい人達や宮城県森林インストラクター協

会に対する感謝の意が述べられ、私たち協会の活

動の意義を感じるイベントでした。 
当協会日下会長による「白熱自然教室」を紹介するスライド 
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岡山県西粟倉小学校のパネル展示。人口

1500人の村にある生徒数 70人の学校から

5 年生が参加。「百年の森林（もり）」づくり

に取り組む村からふるさとを元気にするには

どうしたらいいかと全国に発信しています。

若杉天然林から流れ出る吉野川流域の小学校

間でリレー絵本を作製したり、森のキャラク

ターを作って森の学習を楽しく伝えたり、村

中で元気を分かち合うあいさつタッチ運動な

どが紹介されています。 

柴田小学校 4 年生は郷土の大黒舞を披露。

平成 25 年から当協会と共に活動が始まり

ました。 

お土産づくりコーナーは 

インストラクターの知恵

と工夫の見せどころ。 

今回の初お目見え作品は、

縄を上手に利用した干支

の絵馬。 

 

 

・井戸掘りをしました。ロープをひっぱるのが楽しかった。 

・植樹は土を掘ったり、水をかけるのが大変だった。 

・人前での発表が苦手だったが、上手に発表できてよかった。 

・ほかの学校は工夫がたくさんあってすばらしいと思った。 

・地元の森をどのようにしていくか考えたい。 

・近くの山で樹木を覚えた。 

・自然観察など楽しかった。 

・自然を守るための活動をしていきたい。 

・学校は街の中なので、山の方にある学校は、いろいろなことができて良いと思った。 

・あいさつタッチで、地元を元気にしたい。 

発表後の子ども達の声 

西粟倉小の森のキャラクター 



１２ 
 

 

もりもり「駄くらふと屋さん」年２回開店！！ 

 

８期 岡本 栄治 
 平成２１年冬のもりもり教室で消しゴムはんこと切り紙を始めてから、６月と１２月の年２回ク

ラフトをやっています。けんたろす隊長と事務局とみーからは毎回「これはどこがネイチャークラ

フトやねん？？」とつっこまれていますが――。 
 
○素材・アイデア・数でごまかす 
 クラフトマンに必要なセンス、匠の技、子供たちを惹きつける人間力…どれにも欠ける私ができ

るのは、「他の人があまり使わない素材を使う」「子供目線のアイデアで面白けりゃいいじゃん」「２

時間で２種類以上のクラフトを作ろう」作戦です。 
○これまでやったクラフトは２３種類 ボツも多いけど 

クラフトは紙系（切り紙、花の立体切り紙、折り紙、モビール、ウォールステッカー、ガーラン

ト、ローズウィンドゥ、七夕飾り、ホタルバッジ）、木系（木の動物・昆虫、流木工作、木の実動物、

木かんしゃ、ひこう木、木せん、ヒマラヤシーダーばら）、まゆ系（まゆ細工）、その他（消しゴム

はんこ、ワイヤークラフト、ひょうたん雪だるま、万華鏡、ポンポンへび、でこでこキノコ）です。

まゆ細工や木かんしゃ、流木工作はイベントとかも含め１０回以上やってますが、お蔵入りも結構

あります。今シーズンから始めた「木せん」と「でこでこキノコ」は、子供たちがいろんな工夫を

してどんどんオリジナルに作ってくれるので見ていて楽しいです。 
○子供たちの笑顔とお母さんのがんばりが原動力 

クラフトを作っている時だけでなく、切り紙を広げたり、消しゴムはんこを押す時のワクワク感、

まゆ細工、キノコや木せんが完成したときのちょっとえっへん感、そんな時の子供たちの笑顔が大

好きです。子供を見守りながらセンスあふれるクラフトを手際よく作るお母さんたちもすごくほほ

えましいですね。 
○「駄くらふと屋さん」次は何をやろうかな？ 

安い材料の補充と次のネタを探して、泉のアークオアシスデザイン、百円ショップ、ホームセン

ター、昨年出来た仙台駅前ＥＢｅａｎＳのユザワヤさん等を１～２時間くらいは散策していたりし

ます（見かけてもそっとしておいて下さい）。 
 
森やフィールドで見た生きものたち（カタクリ、カブトムシ

等）を自由に作れる、小さい子～小学校高学年～大人まで夢中

になれるそんなネタ、素材が理想です。 
「駄くらふと屋さん」は今後も参加者がいる限り年２回開店

でーす（たぶん）。 こ、これがネイチャークラフト！？ 
ｂｙ隊長 



 １３ 

         星 空 散 歩 の す す め (天体観望会)  
                                                        １０期 若生 尚 

仙台市天文台のボランティア「スタッフサポーター」をしています。 

ちょっと畑違いですが、同じ屋外活動ということで、「天体観望会」 

はいかがでしょう。 

天文台は仙台市の条例で「天文科学に関する学習活動の支援を通じ 

て、人間、地球及び宇宙のつながりについての市民の理解を深めるこ

と」を目的として設置されました。この目的達成のための事業の一つが天体観望会です。天文台に

ある「ひとみ望遠鏡」や移動天文車「ベガ号」で、ＣＧや写真ではない本物の姿を、ご覧いただき

ます。ベガ号は年間６０日程度、市民センターや学校、町内会、子供会、公園等に出動します。今

回はベガ号での観望会の流れをご紹介いたします。 

 まずは、申込み団体との打合せです。開催日時、場所、参加人数、年齢構成などを確認します。

また、お客様にご用意いただく電源や、スクリーン、マイクなどの準備物を確認します。 

 次に、会場の下見です。ベガ号は重量が約８トンありますので、地盤が弱い場所には入れません。

学校校庭では排水のための暗渠がある場合も多く、注意が必要です。どの方向の空が見えるか、周

辺の建物や夜間の照明なども確認します。また、危険箇所も見ておきます。 

 大切なのが雨天時の準備です。実は観望会のほぼ半分が曇天・雨天なのです。天気さえ良ければ、

つぎつぎと星々をご案内できますが、さすがに話だけでは 1 時間も持ちません。クイズやゲームな

どの体験型プログラムの工夫が必要です。 

いよいよ当日です。一応、星座や惑星の位置を確認しておきます。また、月齢も重要です。満月

では星が見えにくくなります。ただ、曇り空で星が見えなくても、月ならご覧いただけるので助か

ることもあります。一番喜んでいただけるのが、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）との遭遇です。

ＩＳＳは約９０分で地球を一周しますので、運が良ければ一会場で 2 度見ることもできます。この

出現時刻・位置情報も確認しておきます。 

 さて、事前準備のなかには天文の知識も含まれそうです。なにしろ宇宙が相手ですから、お客様

からの質問はとても広汎なものになります。まさに森羅万象です。でも、大丈夫。「子ども達に、

ワクワク・ドキドキしてもらいたい」のが個人目標なのですから、答えられなくても気にしません。 

では、どうすれば喜んでもらえるか。逆に言えばどんな時に、嫌な思い、つまらない思いをする

のでしょう。声がでかい。やたらと仕切る。話を聞かない。考える間を与えない。子ども扱いする。

馬鹿にする。エラそうだ。教えたがる。知識をひけらかす・・・。 

森林インストラクター協会のイベントでも、同じことが言えそうですね。 

 
☆平成２６年度のベガ号観望会の申し込みを開始しています。 

 仙台市天文台のＨＰは、http://www.sendai-astro.jp/です。もちろん無料です。 

☆日本人宇宙飛行士・若田光一さんは、第３９次長期滞在クルーの船長として、昨年１１月７日 

 から本年５月１５日までの 6 ヶ月間、ＩＳＳで飛行中です。 

 ＩＳＳの見える日時は、http://kibo.tksc.jaxa.jp/で確認できます。 



１４ 

マイアイドル・のびたくん 
（ノビタキ）（笑） 

君 の 名 は 

14 期 庄子 明枝 

 

毎度大騒ぎしております、第 14 期生の庄子です。お世話になっております。 

森林インストラクターに認定されたものの、なかなか活動に参加できなくて、秋になりようやく

チョコチョコとイベントへ顔を出せるようになってきました。 

毎週のようにおいしい芋煮などをいただいて（必ずおかわりをしておりました（笑）。コロッケは

ひとつしか食べてませんから！）、まかないの皆様にはいつも感謝感謝でございます。 

 

さて、高梨さんから順番が回ってきましたが、素晴らしい諸先輩方の手前、何を書いたらよいや

ら。悩んでしまいますね。 

仕事に関する話でもしましょうか。御存知の方もいらっしゃいますが、私は環境調査の仕事に携

わっております。仕事柄、オンシーズンだと、何日も泊りがけで出張ということもあります。私の

ような独り身はどうということもないのですが、所帯持ちの人だと、何日も帰ってこない＝浮気を

疑われたりするわけですよ。 

昔、あまりにも出張続きの社員の奥様が、旦那の浮気相手の名前をいろいろと「考えて」くれた

そうです。その時に聞いた正確な名前は忘れてしまいましたが、次のような雰囲気の名前でした。 

○月野 和久美（つきの わくみ） 

○賀茂 詩歌乃（かも しかの） 

○太田 貴子（おおた たかこ） 

○岩名 山女（いわな やまめ） 

お気づきになられました？上から、ツキノワグマ、カモシカ、オオタカ、イワナとヤマメです。

察するに、「この間、カモシカがさ～」とか、よく奥様に話していたんでしょうね。動物達も、とん

だ濡れ衣です（笑）。 

 

宮城県の森林インストラクターなら・・・そうですね、有名な大女優の「杜けあきさん」（ケヤキ）

がいらっしゃいますね！ 

「いや～今日はどうしても県民の森に来てほしいって、杜けあきさんに呼ばれててさ～」 

・・・おあとがよろしいようで。 

 １月にイタリアへ行ってきました。写真は「すべての道はローマへ続く」の 
アッシジ街道。マツの下枝を落として剪定するのがローマ風なんだとか。 

 

次回は 14 期の鴇田由利子さんにリレーします。 



  

 
１５ 

　スキー安全のための１０訓   森林ボランティア作業のための１０訓

　１：準備運動は忘れずに 　１：

　２：無理なスピード事故のもと 　２：

　３：自信過剰は事故のもと 　３：

   ４：睡眠不足はケガのもと    ４：

　５：止るな休むなコースの中で 　５：

　６：割込みや無理な追越しやめましょう 　６：

　７：安全締具も調節しだい 　７：

　８：服装整え安全第一 　８：

　９：もう1回、そこがスキーのやめどころ 　９：

 10：事故なら無理をしないこと  10：

 安全のページ      「春 に な れ ば」 

NO.２１ 安全委員会        

 

安全委員会 14 期 水原 洋一 

♪春になれば、氷（しが）こも解けて、どじょっこだのふなっこだの、夜が明 

けた思うベナ♪～という季節になり、皆さんは若駒のように森に飛び込んで行 

こうとしておられると思います。 

  四季の初めにあたり、今年も怪我のない楽しい活動が出来るよう、安全につ

いてちょっと思いを巡らして頂きたいと思い、このページを書かせて頂きました。 

先ずは、過去の災害事例を林災防の HP から紹介して見ます。（24 年度が最新です）24 年度

の全国の災害数（休業 4 日以上）は 1,897 人で、2,000 人を切りました。（宮城県は 40 人で、

47 都道府県で 23 番目）災害の状況は、切れ・こすれが 25％、激突されが 23％、飛来・落下

が 16％と続きます。被災者の年齢は 60 歳以上が 31％、50 歳代が 22％と若くなると減少し

ます。 

 災害で亡くなった方は 37 人で、伐木作業中の被災が 21 人と多く、中でも自分の伐倒した木

のかかり木処理中に多く被災しています。個々の被災事例を見るとチームから離れて一人作業を

している時に被災し、後から発見された例も多くあります。（やはり、伐倒は単独作業を避け十分

な注意が必要ですネ）また、刈払いの災害として、作業中にスズメバチに驚き逃げた時に、回転

している刈刃で近くの仲間の踵を切り、振り返った仲間の刈刃で膝を切って、出血性ショックを

起こした事例がありました。（複数の危険への予防が大切ですネ） 

                 さて、今シーズン初めに受講したスキーの研修会で、スキー

安全について説明を受けましたが、協会の作業にも当てはまる

と思われることが挙げられていました。 

下の表の右欄に協会活動を行う時に注意することをそれぞれ

記入して見て下さい。（答えは一つでないと思います） 

では、今年もご安全に！！ 

 

 

２月２日 伐木作業研修会で安全コール 
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 １期 木村 健太郎 

「この子は頭が大きいから大柳さんみたいにすごく頭が良くなるは

ずだ」 物心ついた頃から繰り返し両親にこんなことを言われて育ち

ました。自分が頭良くなるとは思いませんでしたが、『大柳さん』と

いうおじさんは一体どのくらい凄い人なんだろう、ということを子供

心にいつも考えていたので、『大柳さん』＝『県庁にいるすごい人』

というイメージがどんどん広がっていきました。 

初対面の時のことははっきり覚えているので、小学生３、４年生に

なっていたかと思うのですが、他の大人とは違った存在感と知的な迫

力に圧倒されました。 

その後も父から大柳先生の県職員としての大活躍を聞かされながら育ったのですが、森

林に関わるようになってから、さまざまな方々から大柳先生の武勇伝をお聞きました。 

特に有名な実績は、三次元堰堤の発表や昭和万葉の森のプロデュースなどで、平成２２

年の「緑化運動功労者 内閣総理大臣表彰」はまだ記憶に新しいです。著書として『昭和

万葉の森和歌集』や河北新報社の『宮城の樹木』、県が発行した『みやぎの自然』は県内

の植生を知るのにとても役立ちました。 

裏の武勇伝もとても多く聞こえてきます。競馬と酒とタバコをこよなく愛し、特に誰も

が認める酒豪で、１日にウイスキーの角瓶を３本空けたとか。我々には植物の先生という

イメージがありますが、万葉集はもちろんのこと、漢詩や英語にも精通し、上司がアメリ

カから持ち帰ってきた書籍を一人で翻訳してしまったこともあるそうです。特に治山係長

時代、当時の課長から「県庁にはもったいない逸材」と呼ばれたという笑い話もあります。 

「先生の専門は何ですか？」と野暮な質問をしたことがありましたが、「一番得意なの

はコンクリートだ」と返されて「えっ？」と詰まりました。治山課時代に相当な勉強をさ

れて、三次元堰堤の理論を発表するなど、林地防災に大きく貢献されたのでしょう。 

県職員退職後は林業公社の専務理事を経て（株）宮城環境保全研究所の代表取締役社長

に就任し、１５年間の長きに渡って会社を牽引しながら、自然や森林に関係するさまざま

な委員・役員を兼任なされました。職場が青葉区八幡町にありましたが、行きつけの飲み

屋は北仙台のＭ（バー）だったそうで、おそらく林業公社時代からの縁だったのでしょう。 

そういえば、その昔こもれびの森森林科学館で偶然お会いした際、奥様ではなく北仙台

のバーのママ連中をたくさん侍らせて酔っ払っていたことがありました。大量に広げられ

ていた料理は全て奥様の手料理だったようですが・・・。馴染みの友人を連れて山々で遊

びながら、いつも植物や万葉集の面白い話を聞かせてあげていたのでしょう。 

再び私の前にその強烈な存在感を現したのが、宮城県森林インストラクター養成講座の

スタートでした。講座中に鑑定が難しい植物があると「健太郎君これは分かるか？」と振

ってきて、私が間違えると、「花屋さんが植物を分からないんじゃダメだ」と静かに叱ら

れました。でも、車で家まで送ると、家に着くまで自分からは一言も発しないのです。そ

のくせ、ある程度酔っ払うと言ってはいけない人事のことまで言ってしまう困った一面も

あったようで、大柳先生との酒の席はとても楽しいものだったに違いありません。 

「もうそろそろ引退させてくれ」が最近の口癖だったので、研修部と相談して来年度か

ら、会員向けの『大柳教室』を開講しようと相談していた矢先、１月１６日の訃報はあま

りにも衝撃的でした。本当に残念でなりません。もっともっと先生の楽しい話を聞きたか

ったファンがいくらでもいた筈なのに。 

我々も先生のご遺志を引き継いでがんばりますので、天国で植物や万葉集の話をみんな

に聞かせてあげて下さい。謹んでご冥福をお祈りいたします。         合掌 

イラスト １４期  田野崎木綿子  

大柳先生を偲んで 



１７ 

📖 本と記念講演、動画サイトのご案内 📚 

 

いんふぉめーしょん 

里山を徹底活用した地域完結型循環経済の話で、中国地方５

県のみで放映されたものを書き下ろしたものです。 

🎤 記念講演会 🎤 

里山資本主義 ～地元を活かす 豊かな暮らし～ 

日時 平成２６年３月１９日（水）１８時半～２０時半  

１５時から森林活動団体の活動紹介・交流会があります。 

場所 仙台市青葉区春日町 せんだいメディアテーク 

主催 公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（ＭＥＬＯＮ） 

※講演会は参加予約が必要です。定員２００名 参加無料 

電話（022-276-5118）・ＦＡＸ（022-219-5713） 

Email（melon@miyagi.jpn.org） 

 

💻 放映は動画サイトでご覧になれます 💻 
http://www.nhk.or.jp/eco-channel/jp/sato

yama/interview/motani01.html 

または、検索サイトで「里山資本主義ＮＨＫ」で

「里山の力‐オンライン」でご覧になれます。動

画が２０タイトルあります。 

ＮＨＫ ＥＣＯ ＣＨＡＮＮＥＬでもいろいろな

「環境情報の動画」がご覧になれます。こちらは

検索サイトで「ＮＨＫエコチャンネル」と入れる

とヒットします。 

 

 

３月の主な協会活動案内 

📌３月１５日（土）１０時～１２時  

「県民の森四季を楽しむハイキング」 

青少年の森集合（一般向け） 

第１２回「早春に咲く花を探そう」です。 

 

📌３月２１日（金）第一部９時半～１２時  

第二部１３時半～１５時  

会員研修会 青少年の森集合 

午前はクリタケ栽培研修会、午後はロープ

ワーク研修会です。 

※上記以外にも、「にっきそうの森」や「カ

メイの森」の整備作業があります。 

※日時は変更になることがあります。 

協会事務局にご確認ください。 

 

編集後記：あの日から３年になります。復興公営住宅は徐々にできつつありますが、集団移転のほうはなかなか進

まないようです。町内の意見がなかなかまとまらないのも一因とか。こんな話もあります。知人に志津川の実家を流

された方がいます。実は５０数年前にもチリ津波でも実家を流されたそうです。６０数年の人生で２度も家を流され

る。そんなことがあっていいものでしょうか。旧雄勝町のある浜では、８０年程前の昭和三陸津波後、母屋は集団で

高台に移転し、海岸は作業小屋のみとしたそうです。今回は大きな被害はなかったと聞きました。百年先、千年先を

考えての街づくりが望まれます。（会報委員 １０期 若生 尚） 



 

 

 

 

 

 

写真館 

活
動 

駄
THE

・くらふと屋さん 

事故発生！ 

応急手当・搬送研修 

チェーンソー・伐木研修 

こんなのもある♥ 

 ２０歳の 

ことりはうす アニマルトラッキング 

MISAWA オーナーの森「かたくりの道」 

特定非営利活動法人 

宮城県森林インストラクター協会 

TEL/FAX：０２２（２５５）８２２３ 

メール：mifi@bz04.plala.or.jp 

HP：http://mifi.main.jp 

syohi01
タイプライターテキスト
●

syohi01
タイプライターテキスト
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