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協会の理念には「森林・林業の役割を普及・啓発し、県土
を守り、様々な生命を育んでいる森林を再生するとともに、
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、社
会的奉仕活動を行なう」とあります。この理念は、平成１５
年にまとめたものでありますが、創業以来連綿と続く協会の
コアの思想であり、団結の絆でもあります。

「創業と守成」という言葉があります。昔、中国の唐を統
一した太宗は腹心の部下 2 名に創業と守成いずれが難いかと
尋ねました。
創業とは国を統一して統治を始めること、守成とはそれを
保持・継続していくことであります。思いかけず二人の部下
は異なる答えを返して来ました。

私たちは、先輩たちの思い・ご努力を基に２０年以降のこ
れからを歩みます。期せずして、本年は「己亥(つちのと・い)
年」であります。己は繁栄したものを整える年、亥は次のス
テージに向けての準備の年でもあります。宮城県森林インス
トラクター協会は、協会員の皆様と共に、これからも歩んで
参りたいと思っております。協会員の皆様のご支援、ご協力、
ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

「世の秩序が乱れ群雄割拠の中、武力で勝利することの困
難は他に比べるものはありません」と一人の部下は答えまし
た。もう一人の部下は「古来、天下統一後、安逸をむさぼる
うちに、国家が乱れて国を滅ぼす事例は多々あります。一度
なったものを保持することの難しさの方が困難と言えましょ
う」と答えたのです。
太宗は部下の二人の言葉を肯きながら聞いていました。そ
して二人にはこう応えたそうです。
「確かに国を統一すること
はたやすいことではない。しかし、国家を統一する事業を始
める困難が去った今、一度成ったものを保持していく困難は
難しく、今求められている。その大事業を次の世代にまで永
く継続することは更に難しい」と…
宮城県森林インストラクター協会は本年 7 月で２０周年を
迎えます。会員数も２７８名を超える組織となり、活動数も
年間７００を超える様々な活動を進めております。昨年１１
月には村井宮城県知事より、森林事業の振興に貢献したとい
うことで表彰状もいただいております。
協会の今日あるのは、協会設立時の大先輩方々の、並々な
らぬご苦労があったことの賜物であります。更に、創業後、
そのご努力を基盤に引き継がれた多くの先輩たちが、この組
織を支え合い、今日まで様々な課題を克服され、協会の理念
と組織を維持、継続されてきました。改めまして、感謝申し
上げる次第であります。

P.1 会長のことば
P.2 お祝いのことば
20 周年に寄せて
P.3‐6 思い出・エピソード（各期から前編）
P.7‐9 協会 20 年の歩み

役員一同（前列右から 3 番目が会長）

P.10 活動フィールドイラストマップ
P.11‐13 思い出・エピソード（各期から後編）
P.14 事務局
P.15 理念／編集後記
P.16 わたしのひと言
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設立 20 周年おめでとうございます

宮城県環境生活部参事兼自然保護課長

佐藤

勝彦

宮城県森林インストラクター協会の設立 20 周年にあたり、謹んでお祝い申し上げます。
宮城県森林インストラクター認定制度は、県民の方々の自然環境に対する関心の高まりから、森林・林業に関する知識の普及
や野外教育の指導など森林を通じた社会奉仕活動を行える人材を育成するため、平成 10 年度から実施しており、現在まで延べ
630 名が認定されております。貴協会におかれましては、その養成講座の第一期生 31 名で設立され、
「みどりの祭典」や「緑
のホームステイ事業」での記念植樹等において活動されたほか、企業の森づくりや被災した海岸防災林の再生活動への支援など、
今日まで多くの活動に取り組み成果を上げられたことに対しまして、心から敬意と感謝の意を表します。
私たちの住んでいる宮城県には緑豊かな自然があり、その自然を未来に引き継いで行くには、人と自然との関わりを正しく理
解し、緑を大切にする心を育てていく必要があります。そのためには、更に幅広い森林環境保全の普及活動等を展開していく必
要があります。県といたしましても貴協会との連携を深めながら、森林・林業の普及推進に取り組んで参ります。
今後とも、後世に誇れる緑豊かな県土づくりの実現に向け、なお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げるとともに、貴
協会の益々のご発展を心からお祈り申し上げます。

未来へ続く森づくりに責任を持てる団体に
（第 6 代会長） 5 期 日下 晃

体制強化に取り組んで
（第 7 代会長） 13 期 太田 雅夫

未曾有の被害と犠牲者を出した東日
本大震災！

私が会長に就任したのは平成 26 年度から

被災した会員もおり、居て

４年間でした。この頃の協会活動の目指すと

も立ってもいられず、
「後片付け」
「泥出

ころは協会事務局の体制強化でした。25 年度

し」「避難所の手伝い」等、それぞれの

年間会員は 280 名で活動イベント数は 724

会員が被災地に積極的に出かけました。

件、会員参加 4,800 人、一般参加者 12,000

何が出来るんだろうか？

被災地から

依頼されれば、参加できる会員を募って支援活動を提起し
ました。「何かをしなければ」「出来ることは」と悩みなが
ら、森林活動で培った技を生かし復興の手伝いを続けまし
た。協会としては、森林の持つ力を信じた環境教育防災林
づくりの試み、生活用水ネットワークづくり、被災地の海

人、活動の予算規模は 9,000 万を超える事業活動でした。活動
の主な事業はこれまでの県有３施設の管理事業の維持・向上、
そして東日本大震災あとの防災、減災教育から発展させた、海
岸林再生の植栽活動などです。このときは国土緑化推進機構政
策業務部長の新井秀夫氏には１４期高梨眞二理事にも海岸林再
生事業の役割を深く担って頂きました。事務局においては理事
会の諸規定の改定と組織体制の強化を積極的に実施しました。

岸林再生支援、心の支援イベント等に積極的に取り組みを

協会活動では「あ・た・ま」の頭文字で「安全」
「楽しさ」
「学

進めました。私たちの活動の様子は、森林活動団体の全国

び」を心がけました。ボランティア参加者も体力、技術、生活

的な交流の機会やネットを通じ全国に発信しました。

環境の余裕がなければできません。活動には多くの危険やリス

こうした震災関連の貴重な体験を経て、協会１０年の多

クが伴います。安全が確認されていなければ、会員も参加者も

様な活動の蓄積を踏まえ、
「時代の変化に対応できる協会活

活動できません。会員の素晴らしい点は参加者のみならず自ら、

動のあり方」について理事会で協議を始めました。そして、

楽しく活動していることで、関係者の多くの方が「よくここま

「地球温暖化等、森林への期待感の高まりによるニーズへ

で、やられますね」と聞かれますが「みんな楽しんでやってま

の対応」「里山の復活と海岸林再生」「持続的な森づくりへ

す、熱心なんです。
」と応えたものでした。

の責任」
「青少年の育成」
「経済的に安定した組織の経営」
「ボ

さらに、楽しさだけでなく、活動の中に新しい発見や学習が

ランティアの在り方」等について検討を重ね、平成２５年

あることも活動継続のポイントでした。これから社会は少子高

度の総会で協会の屋台骨である『理念』の改定を行いまし
た。当時の共通したみんなの願いは、
「孫子の代まで森づく
りを繋いで行こう」でした。行政や企業、学校と連携しな
がら、未来へと続く森づくりに責任が持てる団体を目指そ
うと協会あげて決意しました。現在進めている活動スタイ
ルの大事な礎を作り上げた時期だったと思います。

齢化が進み、IT、AI、生命科学が席巻することになるのでしょ
う。日本の発展は知恵と勤勉さにあるように言われますが、日
本の自然に大いに影響されていることが多いと思います。地震、
津波、台風と災害の多い自然ですが、この自然と対話し、理解
して生きることはこれからも必要で大事なことではないでしょ
うか。つまりわれわれ協会活動もまだまだ必要とされていくで
しょう。
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インストラクターの決意、仲間との思い出、忘れられない出来事や
共に活動する仲間へのメッセージを書いていただきました。

協会員の一人として

1期

二階堂

敏朗

平成 9 年 5 月、宮城県では 2 回目の第 48 回植樹祭が「森

づくり、3 年目防風柵撤去、せせらぎの森施業、以後協会の

づくり大地に託す夢・未来」をテーマに蔵王山麓で挙行、森

NPO 化、自治体委託業務受託、施設管理業務受託等、多岐

林の保全が喚起された。初回は昭和 30 年 4 月、大衡村で

の事業に取り組み、協会基盤を強化。また社会貢献の森、海

第 6 回植樹祭を実施し、平成元年に会場を整備開園したの

岸林再生と、時の要望に対応し、活力のある現在の協会がで

が昭和万葉の森。平成 10 年、県は宮城県森林インストラク

きました。この間の日々、会長以下役員、事務局員、会員、

ター養成講座を開講、20 年間継続実施され、多くのインス

準会員、サポーター会員が注いだ力が担い手となり事業を履

トラクターを認定。今年 5 月、平成から令和と元号が改ま

行し続け結実した成果だと自分勝手に思い込み、活動参加が

り、令和代初の講座が始まります。

希薄？で、そろそろ、世代交代と感じる昨今です。

協会設立当時、11 年 3 月認定者 31 名で諸担当を決め、

事務局から行事企画、広報部は会報に高密度な記事を掲載

活動と同調で規約等準備を進め、7 月 24 日、設立総会で宮

し、スキルアップと会員の豊富な知識を得る教本です。資料

城県森林インスト

から、創立期の台帳にチェンソー、刈払機各 2 台、ノコナ

ラクター協会が誕

タ各 5 丁、鎌 10 丁と記載。現在の機材庫を見るにつけ、

生、翌年 2 期生 32

雲泥の差に驚くばかりです。林業は道具を熟知し安全手順が

名が加入、以降、3、

大切、会員各自研鑽を積み、皆でゼロ災で活動しましょう。

4 期と会員が加わり

前述の通り、講座が継続します。これは森の維持管理が長

ました。活動は、森

期に及ぶ証で、協会の存続が重要で、益々業務依頼の増加が

の案内、少年団サポ

予測されます。協会員ひとりひとり、今以上の協力が必要で

ート、会備品購入資

す。私も一会員として会の永続を願い、やれる持ち場で活動

金調達コンペ参加、

に参加し微力を尽くしたいと考えています。

安全な作業の手順を伝授

2 年目どんぐりの森

この木なんの木・気になる木（回想）

2期

平成 9 年宮城県南蔵王で全国植樹祭が開催されたのを契

西巻

初雄

くつくようになりました。

機に、森林育成の機運が高まり、宮城県では「市民ボランテ

平成 23 年 3 月の東日本大震災で一時朽ちかけましたが

ィアによる森づくり・自然観察会等の指導、森林・林業に関

立ち直り、今は元気に育っております。

し正しい知識の普及」を図る目的で、平成 10 年に宮城県森

年輪（期の回数）も 20 を数え、当初の枝葉は心（事務局）

林インストラクター養成講座の苗が植えられ、育つ場所とし

や枝座か下の枝となって名残をとどめているに過ぎません

て黒川森林組合の建物の一部を借りて枝葉（会員）を伸ばし

が、木は若々しく成年期に入ろうとしております。

てきました。

この木がこれから

その後、仙台市宮城野区二十人町の NPO プラザに場所を

年輪を重ね、やがては

移し、光（県指導）と養分（資金）で枝葉や幹（組織）もだ

九州の屋久杉のよう

んだん大きく育つようになりました。

に「宮城県森林インス

平成 14 年に宮城県では非効率的な管理施設の運営を改

トラクター協会」の名

善するため、特定活動非営利法人制度を導入したことにより、

の銘木として、全国に

木の名前を「特定非営利活動法人 宮城県森林インストラク

知れ渡ることになる

ター協会」として登録して法人となり、県民の森の場所を委

でしょう。

託管理することができました。木の場所も青少年の森に移し、
安定した光と養分を得ることで木の幹も太くなり、枝葉も多

中学生に植樹指導

３

大きく育て

応募動機と抱負・・・雑感

3期

原

恒夫

３期生 32 名の養成講座は平成 12 年 4 月から翌年 3 月

「もりもり教室」や黒川森林組合・勾当台公園・台原公園な

までの宿泊研修３日間を含む全 20 日間の日程で行われま

どでのお祭への出店程度でしたが、できるだけ参加するよう

した。私の応募動機は「山の荒廃・自然環境の破壊が言われ

にしました。

て久しいですが、自分が今できること・やるべきことを探し

小野田町(現 加美町)での宿泊研修で野鳥観察を教えてい

求めていきたい。また、週末の余暇と退職後の生きがいとし

ただいた故遠藤泰男先生が言われたインストラクターの心

て、自然に関わった、地域社会に根ざした活動をしていきた

構えは、今もって脳裏に焼きついています。その内容は「イ

い」などが主でした。

ンストラクター養成講座を受講し認定され、そこで満足して

1 年間の講座受講後は、とりあえず体力には自信があるの

いるようでは困る。これを第一歩にインストラクターとして

で下刈りや枝打ちなど森林作業には進んで参加し、また適当

積極的にいろいろな分野で活動してほしい」旨の話だったと

な研修会等があれば積極的に参加してレベルアップをはか

記憶しています。晴れて認定されたら具体的に活動してほし

っていきたいとの思いでした。当時の活動状況は森林づくり

いと思います。今では協会も森林づくりから自然観察・自然

では大和町七ツ森の「蛇石せせらぎの森」ぐらいで、他にネ

体験など森林に関したあらゆる活動に取り組んでいます。協

イチャークラフトなどのイベントとしては、県民の森での

会のドアを気楽にノックしてみませんか？

森の癒し効果

4期

厚労省が進める健康日本 21 のキャンペーン中です。生活

太田

温

ヶ岳に逃げ出したこともありました。不思議に気が楽になり、

習慣病（ガン、脳血管障害、心臓疾患等々）予防の為です。

実験方法の改善点も思い起し、早々に研究に戻っていました。

また、国際情勢、国内情勢及び人間関係等によるストレス時

定年後山登り仲間を誘い、血圧計と簡易ストレス度測定器

代に入ったともいわれています。ストレスとは人の生命活動

（ココロメーター）を持ち、森林浴のストレス解消力の確認

の中で種々のストレッサー（イライラ、心配感、不安感、無

実験を始めました。

気力感等）を脳が感知し自律神経により各器官や組織に伝え

森には不思議な力があります。植物が合成する様々の揮発

られることで生命活動が不活発になり全身の機能が低下す

物質（フィトンチッド）が作用するためだと考えられていま

る状態と云えます。ストレスの強さには個体差があります。

す。人の脳を刺激し人体の持つ特殊な機能である恒常性（ホ

打たれ強い（LL 型）、中間型（SL 型）、弱い型（SS 型）の

メオスタシス）が作用する為だと考えます。また科学的根拠

3 タイプでストレス遺伝子の差によるものです。ストレスを

はありませんが、地球誕生（46 億年前）から 10 億年目に

ため込むと心身共に疲弊し、仕事の能率が上がらず、あらゆ

海ができ、紫外線の影響のない海底で光合成をするラン藻類

る病気の元になります。

が誕生、酸素の合成が始まった後、多様な生き物が住む星に

私は昭和 45 年から研究開発プロジェクトに参加し昼夜

なったのです。今注目のはやぶさ２のミッションは生命誕生

実験に励む毎日でした。この間メニエール病、狭心症、胃炎

の謎を解く目的です。植物が我々人類の母であることが森で

に苦しみながらの勉強でした。自分の能力のなさに絶望し泉

癒される理由と思っています。

懐かしくて頼もしい 5 期の会

5期

栗村

麻弥子

同期会である「5 期の会」は、研修・親睦の活動が目的で、

ウハウが必要だとわかりました。私たちの出来栄えは「売り

自然観察会、凧作り、登山、キノコ狩り、炭焼き体験、稲刈

物にならない炭」でしたが、この時持ち帰った少しばかりの

り体験などを行いました。当時は連絡を回すだけでも大変で

炭は、その後思いがけなく役に立ったのです。3.11 の震災

したが、皆さん豊富な経験や技術をお持ちで、一緒に作業し

です。電気もガスも止まって寒い中、七輪で炭おこしをした

たり山を歩いたりしても勉強になることがたくさんありま

時の感動と言ったら。やかんのお湯が沸き、冷たかった食材

した。二つほどご紹介します。

が温かくなるのがこんなにうれしか

一つは太白山登山です。山頂付近は険しく鎖場をしがみつ

ったことはありません。ただしマンシ

くように登頂しましたが、講師のお話も興味深いものでした。

ョンのベランダだったためお隣から

ふもとには神社があり山がご神体であることや、近年はニホ

の苦情を受け、1 回きりで終わってし

ンザル被害が多発して一帯の農家を悩ませていることなど

まいました。

です。身近な題材からでも「自然保護が一筋縄ではいかない」

5 期の会は、今は解散していますが、

ことを感じることはできるものです。

今後も協会の皆様とともに、参加した

もう一つはミニ炭焼き体験です。炭焼きは重労働なだけで

方々の心に残る体験や自然を身近に

なく相当に難しいもので「ミニ窯」といえども完全に炭化す

感じられるようなお手伝いをできれ

るまでの温度管理、時間、取り出すタイミングなど大変なノ

ばと思っています。

４

太白山にて

森林を育てる・人を育てる

6期

大場 由美子

息子がまだ小学生だった頃、親子で達居森の観察会に参加

愛し保護する意識が芽ばえるのでは

しました。ガイドの方から気候や植生だけでなく自然保護や

ないでしょうか。彼らが大人になった

森林保全の意味についても聞きました。
『何もしなくても自然

とき、きっと同じような体験を自分の

が豊かにある時代は終わった。誰かが守ってくれる…では手

子どもにもさせてあげる親になるこ

遅れになってしまう』その言葉で私も里山の風景や森林を守

とでしょう。そして里山や森林を愛す

る活動をしたいと思い、インストラクターを目指しました。

る気持ちを受け継いでいけるのでは

活動に参加していると協会の達成力には目をみはるばかりで、 ないかと思います。

その時の手漉きの紙

この２０年間で県内各所に協会が植え育てた樹木が増え続け

私は身近な葦(アシ)の生態をガイドしながら葦をはじめ草

ています。一方、個としての自分には何が出来るだろうと考

木の繊維や古紙を使い、自己流ですが手漉きの紙をこれまで

えたとき、子どもたちが里山や森林に興味や愛着を持つきっ

何度か子どもたちと作りました。自分で漉いた紙を手にした

かけになれればいいなと思いました。

時の子どもたちは本当に嬉しそうです。子どもたちの喜ぶ顔

森林を育てる事は人を育てる事と同じだと思います。１０

を見ながら、次世代の『守り人』に里山や森林への愛情と感

年後、２０年後を見据えて手をかけていかなければなりませ

謝の気持ちが育つといいな…と願っています。

ん。里山や森林で楽しく面白い体験をした子どもには自然を

「子どもたちに感謝」

7期

畠山 京子

自然観察会のリーダーとして子どもたちを引率しながら、

ん集合時刻に大幅に遅れた

道に迷ってしまった！それが最も印象深い出来事です。花山

ため、わたしはリーダーと

の森。植物が得意でないわたしは、８人の子どもたちと沢へ

して叱られましたが、あの

行き、そこで水晶探しを行いました。水晶は、上流に火山の

ときの子どもたちのことは

ある場所で見つけることができます。白っぽい石を探し、拾

忘れられません。

ってみて水晶があるかどうかを確認します。水晶に限らず、

それから８年後。あの子

子どもたちはきれいな石を採集し、帰るころのリュックはず

どもたちの中の一人が、わ

っしりと重くなっていました。そこで、近道をしようとした

たしに会いたいと言ってくれたので、県民の森で再会しまし

のが間違いでした。わたしの記憶違いでかえって遠回りにな

た。小学５年生だった彼女は、白いコートを着た素敵な女性

っていたのです。途中で気づいたわたしは、子どもたちに正

に成長していました。じゃあ自分はどうか？と省みると、森

直に話して謝りました。すると子どもたちは、
「お京さん、ぼ

林インストラクターとして成長してないような気がします。

くらは平気だよ。〇〇君なんてマラソン大会２位だし」なん

自然観察会は、いつも反省点だらけ。こんなわたしについて

て言って、大人のわたしを元気づけてくれたのです。もちろ

きてくれた、今までの多くの子どもたちに感謝です。

企業の森と共に

8期

松原 哲成

養成講座が始まって先輩講師から「森林インストラクター

真夏の日差しの下、森林

を希望した理由は何ですか。
」と質問された私は「フィットネ

整備部長のやさしい指導

スジムで汗を流すこともいいが、山で汗を流したいから。
」と

のもとで皆活動を続ける

軽率な返答をしていました。先輩はニヤッと笑い助言と励ま

ことができました。まさ

しの言葉をくれました。今、１４年前の講座資料を取り出し、

に「山で汗を流す」とい

多くの資料と講座風景が詰まった CD を感慨深く見入ってい

う日々でしたが、今では

ました。

自分にとって一番の自信

認定後、森林インストラクター協会への入会も自然の流れ

引率のコツを伝授するお京さん

につながっています。

蛇石せせらぎの森、涼風広場

で、その後の活動が始まりました。最初の活動で特に記憶に

「MISAWA オーナーの

深いものが「MISAWA オーナーの森 宮城」と「ENEOS の

森」、「ENEOS の森」はその後数年にわたって刈払い作業と

森」です。企業と共に森を切り開く最初の事業だったかと思

イベントを繰り返し、今の穏やかな姿になっています。今日

います。背丈を超えるアズマネザサの群生の中を現地踏査、

グランディー21 へ続く道、遊歩道などを利用している方々を

それから始まる刈払い作業の連続は初心者の私たちには困難

多く見かけますが、今までの活動に満足感を覚えます。昔の

の連続でした。刈払い後の巻き落としは４～５人で声を合わ

繁茂した姿を知っている散策者に声をかけられた時、また話

せヨイショと言うと大きな塊となって転がっていきました。

がはずみます。
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県民の森での活動

9期

県民の森管理サポーターとして活動して、早１０年目に入

半田

誠太郎

開催され活気のある県民の森

ろうとしています。県民の森は、当協会が県から委託され責

となっております。

任の重い業務を行っています。活動の中で大事なことは、来

私も竹クラフト講座を担当

園者が楽しく散策し、子どもたちが安心して遊ぶ事ができる、

し、月 1 回年１０回ほど開い

施設の維持管理が一番大事であり建物の管理は勿論、巡視活

ております。内容は、現在は

動も大変重要で、特に子どもたちに人気のあるアスレチック

あまり利用されなくなってい

は老朽化が進んでおり、遊具、階段等には細心の注意を払い

る身近にある竹を使っての、

ながら点検します。遊歩道も安全に散策出来るか、倒木や枯

竹ぽっくり、水鉄砲、竹風鈴、

損木が無いか重点的に巡視活動しています。

竹トンボ、ガリガリプロペラや竹ヒゴを使っての風車、かご

県民の森も、東日本大震災後大規模な改修工事も終わり、

竹植木鉢を作る

編み、たまには竹の飯盒、器、箸を参加者に作ってもらい、

展示ホールは新しくなり、クラフト体験のコーナーも常設さ

竹炭や木炭でご飯を炊くイベントもあります。森林インスト

れ、土、日、祝日等は大勢の来園者で大変な賑わいとなりま

ラクターとして、ナイフ、鋸、鉈を使い親子と楽しくクラフ

す。特にクラフト体験コーナーは子どもに大人気で親も一緒

トを作ったり使用する道具の正しい使い方を指導してみた

になって時間をかけての作品はどれも素晴らしく、喜んで帰

いと思っていたので、楽しく活動しています。

ります。また、もりの案内、野鳥クラブ等新しいイベントも

いろいろ体験

10 期

草野

洋一

リタイア後の棲家を長野、山梨、栃木県のどこにしようか

落としと刈り払い。巻き落としは「ENEOS の森」で。作業

と検索していると後ろから天（妻）の声が。「仙台に決めた

道の下を刈り払い中で、刈り込んだ大量のササを５、６人が

わ」。しぶしぶ杜の都仙台に転居。現役時代の暴飲暴食、不

横一列になって斜面下に巻き落とした。勢い余って一緒に巻

規則生活のツケが仙台に来て次々と発症。その中で最大のツ

き落とされたことも。刈り払いは「とうはつの森」。現在の

ケが糖尿病。海外旅行中に発症し、やっとこさ自宅に帰った。

新築住宅が建っているところから入っていったが、背丈以上

翌日一番で病院へ。診察に入ると医師が電話で「ベッド空い

のアズマネザサと蔓が密生。藪をかきわけて、現在モニュメ

てないか」と聞いている。

ントが立っているところまで這い上がった。ここで初めて本

そのまま有無をいわせず

格的な刈り払い作業を経験した。

入院病室へ移動。インス

「ぐりりの森」も全面背丈以上のササ藪で「ここを伐り込

トラクターの研修中で、

む」と言われた時は「えーー」と思った。刈り込みを始めて

認定試験と認定式が残っ

間もなく埋もれた乗用車が出てきた。座席を見たが空っぽだ

ていたが共にベッドを脱

ったので一安心。重機を使って引っ張り出した。「イオンの

け出して出席。
初体験の森林作業で

森」もササ藪と倒木で荒れていた森だったが、刈り払って見
キャンプ研修

通しがよくなると達成感があった。いずれの森も現在の美林

思い出に残るのが、巻き

の姿からは想像できない。

森林インストラクターを志して

11 期

後藤

政子

「2015」私の養成講座番号デス。受講の通知が届いてす

わらず感性豊かで素晴らしく嬉しく思います。それから自然

ぐ「森林インストラクター入門」の本まで買って準備しまし

体験では畑の活動があります。ジャガイモの収穫の時、活動

た。私は登山やスノーシューなどのアウトドアで年間を通し

の終わり頃にジャガイモを蒸かしておやつに出しました。小

て山で楽しんでいます。でも年々山が荒れてきていると感じ

学１年生くらいの男の子が私の側に来て「おいしい」と言っ

ていました。手入れがされずに放置されている森林が増えて

てジャガイモをほおばりました。自分たちで植えて収穫した

いました。子どもたちも自然と親しむことが少なくなり、家

ジャガイモは蒸かして塩をつけただけでも素材そのものの

の中でゲームをして遊んでいると聞いて残念に思っていま

味なのですね。旬のも

した。私が子どもの頃は山はもっと身近で生活に結びついて

のを食べられて、おい

いました。何よりも子どもたちの遊び場であり、学びの場で

しいと味わえる感性

もありました。私たち世代が遊んだ山の楽しさ、大切さ、自

を大切に育みながら

然の素晴らしさや不思議などの感動を次の世代の子どもた

これからも活動をし

ちに伝えていきたいと思いました。

ていきたいと思いま

自然活動の中で子どもたちは目を輝かせ、いつの時代も変

す。
養成講座でテント張りの実習
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協会２０年史年表

活動から見た協会の歩み

宮城県森林インストラクター協会
年度

平
成初
１１ 年
年度

度
平
成２
１２ 年
年目

度

平
成３
１３ 年
年目

度

平
成４
１４ 年
年目

度

平
成５
１５ 年
年目

度

平
成６
１６ 年
年目

度

平
成７
１７ 年
年目

度
平
成８
１８ 年
年目

度

平
成９
１９ 年
年目

度

平
成 １０
２０ 年
年目

度

初年度から２０年度まで～

発展と社会貢献の歴史

組織づくり・基盤づくり

主要事業と主な実績

半年間で１８日という過密日程を乗り切った１期生
３０名で任意団体を立ち上げました。設立総会は７
月２４日に開催され、初代代表として大村茂さんが
就任。まだ何も無い団体でしたが、活動意欲と向上
心は充実していました。
かながわ森林インストラクターの会と交流があり、
団体運営や活動のモデルとしました。

まだまだ宮城県の緑化事業が充実している時代で、県や宮城県緑化推進委員
会からの活動要請を受けて、指導を受けながら活動していました。
○森の再生・樹のホームステイ植樹祭（県民の森四季の森 ６月）
一般３００名が自宅で育てた苗木を持ち寄って植樹。初めての植樹指導。
○みやぎＮＰＯコンペに参加（１０月）
。初めて活動資金の調達を行う。
○第７回宮城みどりの祭典（柴田町 太陽の村） ブース出店
○七ツ森県有林（現「東京エレクトロンの森」
）の整備活動を実施。

第２期生３２名が入会。１期生より数が多いので、
意見の合わないことも多く、ちょっとギクシャク。
メイン活動エリアを検討し、青少年の森で定期的に
活動することを決定。しかし、まだ事務所も電話も
車両もありませんでした。

○第８回みどりの祭典（台原森林公園 ５月）１，０００人規模の来場者が
あった県主催の緑化イベントで人気ブースを出店し、存在感を示す。
○緑の募金事業に申請し、ふれあい「どんぐりの森」植樹祭実施（１１月）。
初めての大規模主催イベントを実施し２４０名の参加者を集める。
○こもれびの森森林科学館～国見峠周辺での活動がとても多かった時代。

実力派揃いの第３期生３０名が入会。２代目代表と
して桂島新一さんが就任。自然観察・自然体験・森
林づくりの３部会制を取り入れ、各部会長中心に派
遣依頼に対応しながら主催活動も盛んに行うように
なりました。

○（財）ダム水源地環境整備センターの助成事業に申請し、大和町有林を借
りて蛇石せせらぎの森の整備に着手。また、七ツ森県有林で森の整備を行っ
たり、蕎麦を育てたり、七ツ森宮床周辺が活動拠点となっていく。
○利府国体アクセス道路中央分離帯植樹事業に協力。グランディ２１の前の
県道はこの年に開通し、田舎だった利府町の様相がどんどん変わっていく。

第４期生２４名が入会。３代目代表に清水健一さん
が就任。当日の県民の森管理者の林業公社から事務
所と倉庫を貸してもらい、県民の森に拠点ができま
した。法人化を目指し、１月にＮＰＯ法人として認
可を受けました。

○みやぎ木炭・木酢産業推進協議会に加入し、
「炭は森を育てるｉｎ万葉の森」
で活躍するなど、炭の普及に力を注ぐが、いつの間にか自然消滅。
○県民の森中央記念館で定期イベント「みやぎもりもり教室」を開始。
○蛇石せせらぎの森の整備活動か本格化し、遊歩道がどんどん完成し、森づ
くりの素晴らしさを実感。

第５期生３４名が入会。ＮＰＯ法人として不慣れな
船出。ホームページを開設し、メールによる活動案
内も開始。市民センターとの連携が活発となり、知
名度と信頼度が一気に上昇。年間活動件数がついに
１００件を突破しました。

○みどりの少年団大会（本吉・川崎の２回に分けて開催）に協力。
○参加者３００名を集めて第１回県民の森クリーンアップ作戦を開催。
○蛇石せせらぎの森の助成事業が終了。大和町からの業務受託に変わる。
○勾当台公園で開催されたみやぎ森林とのふれあいフェスティバルに協力。
○「みやぎもりもり教室」は好評を博し、毎週開催することになる。

県が突然発表した「森林インストラクター１万人構
想」を受けて大所帯となった第６期生５２名が入会。
４代目会長に長澤武彦さんが就任。県民の森とこと
りはうすの管理受託の検討を本格的に開始しまし
た。

○事務所を青少年の森に構え、電話によるイベント受付を開始。
○みやぎ自然環境サポーター養成講座・自然教室の業務受託事業が開始。
○名取市立増田小学校野外活動への講師派遣が開始。
○蛇石せせらぎの森維持管理事業業務受託が開始。樹名板・コース板設置。
○７月のふれあい「どんぐりの森」整備作業で、活動参加者５０名を記録。

第７期生３６名が入会。県民の森とことりはうすの
指定管理者に応募申請し、県民の森のみ選出。初め
て職員募集を開始。指定管理事業開始に合わせてた
くさんの規定を揃え、団体としての基盤強化と事務
局体制強化を図りました。

○蛇石せせらぎの森で大和町調整５０周年植樹祭開催。民芸の森誕生。
○宮城県バットの森植樹祭開始。第１回を県民の森で実施。
○宮城県森林インストラクター養成講座の業務受託開始（６回分）
○みやぎ県民大学自主企画講座実施。
○企業の森制度「わたしたちの森づくり事業」の基礎づくりを行う。

第８期生３１名が入会。５代目会長に大原一治さん
が就任。県民の森の指定管理者としての第一歩を踏
み出しました。企業の森制度に対応するための活動
基盤を強化し、企業の森事業の開始で活動件数が一
気に２５０件に達しました。

○「宮城県ＥＮＥＯＳの森」誕生。わたしたちの森づくり事業開始。
○「ＭＩＳＡＷＡオーナーの森 宮城」誕生。
「コカ・コーラうるおいの森植
樹」に協力開始。
「ドコモ大和松倉の森」自然体験学習に協力を開始するなど、
企業との連携協力が一気に増え、また宮城県の七ツ森里山冒険事業に協力す
るなど、森づくりコーディネーターとして確固たる地位を築いていく。

第９期生３１名が入会。大原会長の伝もあり、かね
てからの念願だった三井物産環境基金助成事業に申
請して認可され、
「みやぎの自然体験ガイド」づくり
開始。こもれびの森森林科学館の指定管理に応募し
選出されました。

○企業の森候補地を森郷に広げ、ＪＡ共済連宮城の企業の森活動開始。
○新地町立尚英中学校１年生が初めてやってくる。
○宮城県からコアジサシ営巣保護事業を業務受託。蒲生でイベント開催。
○三井物産環境基金助成事業で、第１回自然体験ワークショップ開催。
○「宮城県ＥＮＥＯＳの森」で四季彩の森植樹祭開催。本格的に植樹開始。

第１０期生３１名が入会。２期目の県民の森と、前
回落選したことりはうすの指定管理に応募し、選出。
晴れて３施設の指定管理者となり、ことりはうす管
理事業の準備を進めました。しかし、地震被害でこ
もれびの森が約１ヵ月閉館しました。法人賛助会員
３社が入会しました。

○宮城県森林インストラクター養成講座ほぼ全ての講座を業務受託。
○もうひとつの企業の森制度「みやぎの里山林協働再生支援事業」開始。県
民の森四季の森でパナソニック電工、セルコホーム等が植樹活動開始。
○みどりの少年団大会を利府町に誘致し、業務受託により主体的に運営。
○県主催の第二北部中核工業団地（大衡村）の大規模植樹祭を主体的に運営。
○夏場から難攻不落のササ藪を整備し、3.24 に「とうはつの森」誕生。

７

～ 協会２０年史年表
年度

平
成 １１
２１ 年
年目
度

活動から見た協会の歩み

２１年度から３０年度まで～

事業内容・事業実績・発展のポイント
○第１１期生３２名が入会。６代目会長に日下晃さんが就任
○年会費が３千円から５千円になる。
【新しいフィールド】
「ぐりりの森」 「トヨタ紡織グループ 環境の森 大衡」
四季の森に三菱商事㈱ ㈱佐元工務店 イオンリテール㈱
みどりの少年団大会植樹地（現 「ＥＳＤ学びの森」）
【主な成果・実績】
○三井物産環境基金事業「みやぎの自然体験ガイド」完成
５千部印刷し、約 1000 の学校・図書館等に配付
【運命的出来事】イオンリテール㈱との連携スタート

思い出の一枚

少年団大会植樹地（現 「ＥＳＤ学びの森」）

○第１２期生２４名が入会。３月１１日に東日本大震災発生

平
成 １２
２２ 年
年目
度

【新しいフィールド】
「イオンの森」 「ニッセイ利府の森」 「東芝の森」
「西コミおっちゃの森」
【主な成果・実績】
○三井物産環境基金事業３年間の集大成として、第３回「自然体
験ワークショップ」を開催
○団体として「緑化功労者」表彰を受ける。
○こもれびの森指定管理者 ２期目に応募し選出される。
【運命的出来事】ニッセイ緑の財団

平
成 １３
２３ 年
年目
度

平
成 １４
２４ 年
年目
度

平
成 １５
２５ 年
年目
度

井本事務局長との出会い

○第１３期生３０名が入会。東日本大震災の影響により３施設の
閉館を余儀なくされ、特に被害が大きかった県民の森中央記念館
は先の見えない閉館期間に入る。
【新しいフィールド・新しい事業】
「鈴木工業㈱みんなの森」 「西コミ自然ふれあい学校」開始
利府町キャリアシップ事業に協力開始 ２４名～５４名受入れ
松陵西小学校（現 泉松陵小学校）けやき山活動
【主な成果・実績】
○環境教育防災林や生活用水資源ネットワークに取り組む三井物
産環境基金復興助成事業に応募し、採択された。
○県民の森とことりはうすの指定管理に継続申請し選出される。
【運命的出来事】環境教育防災林 減災プログラム開始
昨年度、宮城県森林インストラクター養成講座が１年間中断した
ため、新規入会はなし。中央記念館は閉館継続
【新しいフィールド新しい事業】
○石巻市立橋浦小学校 ○東松島市立宮戸小学校
「い・ろ・は・す“地元の水”応援プロジェクト」助成事業で水
源整備や水源地イベントを実施。
「スミセイの森 宮城」
○気仙沼市本吉町小泉地区 ネットワーク宮城 小泉自然楽校
【主な成果・実績】
○石巻市立橋浦小学校等数校で環境教育防災林事業展開
○協会理念を改定
○学校のシンポジウム開始 減災事業展開
【運命的出来事】第１４期生３８名が満を持して登場

村井知事が「ぐりりの森」と「イオン
の森」の開所式に参加

独自の復興事業として、石巻市立橋浦小学
校の環境教育防災林整備活動を実施

気仙沼市本吉町の小泉自然楽校に、森林の
整備や子ども達の自然体験で協力

○第１４期生３８名が入会。活動参加会員数が一気に増加し、年
間活動数が５５０件を超える。県民の森がようやく完全開園
○事務局に森山稔也が加入
【新しいフィールド・新しい事業】
「にっきそうの森」 「カメイの森 宮城」 柴田小学校
南材木町小学校
大衡小学校「放課後子どもクラブ」
【主な成果・実績】
○ニッセイ緑の財団・地球の楽好との協働でふれあい森林教室開始
○みどりの少年団大会を県民の森で開催。記録的大雨の中強行
○泉松陵小学校と合同で、
「ESD KIDS FES!!!」に東北代表で参加

【運命的出来事】事務局が２本柱になる。

８

第３８回宮城県みどりの少年団大会
川になった中央記念館に駆け込む。

年度

平
成 １６
２６ 年
年目
度

平
成 １７
２７ 年
年目
度

平
成 １８
２８ 年
年目
度

平
成 １９
２９ 年
年目
度

平
成 ２０
３０ 年
年目
度

事業内容・事業実績・発展のポイント
○第１５期生２５名が入会。７代目会長に太田雅夫さんが就任
○通常総会が冒頭から激しいやりとりが続く。
○施設や養成講座等で不祥事相次ぐ。何とも運の無い年
【新しいフィールド】七ヶ浜町菖蒲田浜 諏訪神社
【主な成果・実績】
○三井物産環境基金復興助成 環境教育防災林マニュアル完成
井戸掘りマニュアル等とともに全国の教育機関、図書館等に配付
○七ヶ浜町菖蒲田浜地区等、新たな震災復興事業を展開
○石巻市北上小学校開校記念植樹
○亘理町で「きずな苗木植樹」
○（公社）国土緑化推進機構と連携し、海岸防災林啓発事業着手
【運命的出来事】国土緑化推進機構 荒井部長との出会い
○第１６期生２９名が入会。事務局に篠澤和来合流
【新しいフィールド】
森から考える「ＥＳＤ学びの森」
三菱電機㈱七ツ森協定地
海岸防災林岩沼市寺島植樹地
海岸防災林山元町植樹地
【主な成果・実績】
みやぎ環境税による県民の森中央記念館のリニューアル工事に、
展示企画等で協力。３月にリニューアルオープン記念式典実施
森から考える「ＥＳＤ学びの森」でふれあい森林教室開始
山元町植樹地を中心に、独自の海岸防災林再生植樹事業開始
【運命的出来事】事務局が３本柱となる。
「ＥＳＤ学びの森」の開所とふれあい森林教室開始
○第１７期生２４名が入会。（公社）国土緑化推進機構、（公社）
ゴルフ緑化促進会等との連携により海岸林再生事業が加速する。
【新しいフィールド・新しい事業】
「ニッカの森」
四季の森 高砂熱学工業㈱植樹地
山元町植樹地「ゴルファー未来の森 山元」
「クミカの森」
「東芝の森」が無くなる。「そらっこクラブ」と協働開始
【主な成果・実績】
○林野庁事業「学校の森子どもサミット」の運営に協力
○「海岸林再生実践マニュアル」を主体的に編集
○県民の森とことりはうすの指定管理者継続申請を行い選出
【運命的出来事】ゴルフ緑化促進会 遠藤専務との出会い
○第１８期生２４名が入会。
【新しいフィールド・新しい事業】
「そらっぱえがおの森」 「東京エレクトロンの森」
海岸防災林仙台市荒浜田の神植樹地
【主な成果・実績】
○（公社）日本フィランソロピー協会 かんぽ生命保険（株）寄
付活用事業開始 海岸林保育とニセアカシアバスターズ開始
○ゴルフ緑化促進会との連携による海岸清掃イベント開始
○「ＥＳＤ学びの森」ヒノキ間伐と活用事業に着手
○「東京エレクトロンの森」を開所し七ツ森の整備に着手
【運命的出来事】（公社）日本フィランソロピー協会と連携
○第１９期生２３名が入会。
【新しいフィールド・新しい事業】
「ゴルファー桜の森」
仙台市荒浜北官林植樹地
「みやぎ防災林パートナーシップ事業」により啓発事業開始
【主な成果・実績】
○環境税によりこもれびの森森林科学館がリニューアル工事
○ゴルフ緑化促進会との協働により、県民の森四季の森を整備し
サクラ植樹祭開催 初めてたくさんのジンダイアケボノ植樹
○ニッセイ緑の財団との協働によりふれあい木育教室開始
○仙台市立六郷小学校３年生１１２名と海岸林再生活動実施
【運命的出来事】
「みやぎ防災林パートナーシップ事業」業務受託

９

思い出の一枚

海岸防災林再生 きずな苗木植樹
本格的な海岸防災林植樹活動開始

3/21 県民の森中央記念館リニュー
アルオープン

山元町海岸林 「ゴルファー未来の森
山元」植樹祭。いちご狩り、海岸遊び、
ネイチャークラフト等も実施

「東京エレクトロンの森」開所
念願だった七ツ森県有林の整備に着手

県民の森に「ゴルファー桜の森」が誕
生。将来の花見山としてだけでなく、
自然体験フィールドとしても期待

大衡村
・トヨタ紡織グループ「環境の森」大衡
大和町

栗原市

・宮城県こもれびの森森林科学館

・蛇石せせらぎの森
・東京エレクトロンの森
・カメイの森 宮城
・ドコモ大和松倉の森
・三菱電機（株）さん協定地
富谷市
・西コミおっちゃの森
・県民の森四季の森
・ゴルファー桜の森
・ 高砂熱学工業（株）さん協定地
・三菱商事（株）さん協定地
東松島市

利府町
・宮城県県民の森・青少年の森
・森から考える「ESD学びの森」
（ニッセイ緑の財団）
・とうはつの森
・イオンの森
・そらっぱえがおの森
・ぐりりの森
・MISAWAオーナーの森 宮城
・鈴木工業（株）みんなの森
・スミセイの森 宮城
・宮城県ENEOSの森

・みどりの少年団大会植樹地

七ヶ浜町

・諏訪神社
・菖蒲田地区海岸林再生植樹

仙台市
田の神地区
・ゴルファー未来の森 仙台（ゴルフ緑化推進会）
・カワイの森（カワイの森育成会）
北官林地区
・ゴルファー未来の森 北官林（ゴルフ緑化推進会）
・そらっぱクロマツ防災林（ネッツトヨタ仙台）
・クミカの森（クミアイ化学工業株式会社）
・カワイの森（カワイの森育成会）
岩沼市
・そらっぱクロマツ防災林（ネッツトヨタ仙台）
・きぼうの森（ジャパンクリーン株式会社）

蔵王町

亘理町

・宮城県蔵王野鳥の森自然観察センターことりはうす

・海岸林再生植樹（宮城県緑化推進委員会と協働）
山元町
・海岸林キッズの森（国土緑化推進機構と協働）
・ゴルファー未来の森 山元（ゴルフ緑化推進会）
・クミカの森（クミアイ化学工業株式会社）

赤字：指定管理施設

１０

イラスト：19期 横山 美喜子

12 期生の森（ハッチーの森）と曹長

12 期

１２期生の森、そこはすごい藪だった。沢山の仲間が集

加藤

宏

業に当たれた。休憩の時、

まり汗を流した。時々山芋を掘った跡の穴に足を取られ転ん

自慢する訳でもない。彼

だ。薮の背丈も高く、よく言えばやりがいのある場所だった。

がそばにいると不思議と

猛暑で９月まで暑い夏が続いた。高い気温が続き、彼岸花

和んだ。

がなかなか咲かなかった。あの炎天下の下で、体が汗と共に

藪を刈った後の巻き落

とろとろに溶けそうなくらい汗をかいた。

としも、大変だったが楽

その中、すごい１２期生がいた。曹長だった。彼は凄かっ

しかった。炭焼きを行っ

た。先頭を切って藪の中に突き進んだ。刈り払いが半端なく

たと思われる大きな穴も

速い。そして確実な作業をする。曹長が藪の中に一本の道を

見つかった。

雨にも負けず研修が続く

作り、その脇をみんなで広げて行った。言葉は少ないが、や

４年くらいマダケが生えてきていた。幸いにもタケノコを

ることは誰よりも率先して行った。曹長の準備体操も筋金入

採っていく侵入者がいて、大きく竹がはびこることもなく現

りの自衛隊方式である。みんながしっかりと体をほぐして作

在にいたる。

養成講座受講年振り返り

13 期

本論の前にちょっとお願いがあります。何かといいます

相馬

實

した。ならば当日だけではなく準備段階から参加しようと決

と、学習館前のミツデカエデの下枝がバッサリと処理されて

意しました。最初の出動は受講５回を過ぎた７月３日でした。

しまいました。自然観察の案内の教材のひとつとして大事に

結局、本番含め７回参加させてもらいました。大会当日はネ

していた枝でした。手で触れ、種子を手に取ったりと五感に

イチャークラフトコーナーのブースも認められ、１３期生５

触れる機会を失ってしまいました。自然観察に配慮した整備

～６人で運営しました。これを機に、後々いろいろ参加する

をお願いしたいと思います。

機会をいただきました。平成２２年度の出動日数は合計 56

さて私こと、平成２２年度の

日。（内訳は、整備・イベント準備・クリーンアップ：42

受講生です。４月１８日の開

日、イベント：７日、学校野外活動支援：２日、もりもり教

講式で、かつて同僚だった西

室：５日）

野さんに会ったのにはビック

ところで活動参加により、いくつか思いがあります。初め

リしました。しかも西野氏、

て刈払機で下草刈りを与えられた日、先輩は苦にもせず斜面

相馬ともに夫婦での出会いで

を刈っているのに自分はたじたじでした。おまけに疲れから

した。講座が始まって間もな

食欲も進まずといった状態でした。しかし、みどりの少年団

い頃、事務局より「みどりの
少年団大会」の説明がありま

大会準備の巻き落としの勇壮さは多分、今後見られないかも
割りばし鉄砲 よく飛ぶよ

しれません。

「みんなのもり」が出来るまで

14 期

我々１４期生は東日本大震災翌年の平成２４年度に養成

水原

洋一

ちと楽しむ森）が決まりました。ここから１１月９日のイベ

講座を受講し３８名がインストラクターに認定されました。

ントに向けて伐倒・地拵え・遊歩道作り・モニュメントの設

前年度の講座が震災のため中止となり、受講人数が増えまし

置など準備作業が始まり、イベント当日は司会・挨拶・作業

たが前年度受講予定者も含まれ、レベルの高い受講生だった

説明など１４期生が主体となって実施することが出来まし

のでは？？と思います。

た。これら一連の経験が我々の活動の源泉になっていると思

受講生の中には勤務の都合で２度目の受講となった方や県

います。この写真や会報（４６～４８号）を見てはあの頃を

民の森サポータとして既に協会活動に参加していた方、他の

思い出し、思わず頬が緩んでしまいます。

団体で森づくり活動をしてきた方などいろんな経験・経歴の

今後も「みん

方が居ましたが、纏まりが非常に良く、認定直後から 14 期

なのもり」をコ

の森の森づくりに積極的に取り組んだのを思い出します。

ンセプトに沿

候補地は ENEOS の森の、
「みのりのもり」から「いろは

って育てて行

の森」までの、下の沢との間の藪の中でしたが、先ずは全体

きますので、ご

が見えるようにと２５年４月から７月まで刈払いと打合せ

支援ご協力よ

を重ねて森の範囲（いろはの森の下）
・名前（みんなのもり）
・

ろしくお願い

樹種さらにコンセプト（震災復興を願い、被災者や子どもた

いたします。
ENEOS の森整備作業
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協会ボランティア活動のきっかけ

15 期

佐々木

健

私は平成２５年４月から養成講座を受けて翌年３月に認

心が動いたことはいまだに覚えています。講座講師のお話を

定を受けました。受講のきっかけは、海より山の方が好きな

受け、その後は親子を対象にした自然体験活動を行う「もり

こと、森の案内人として山の美しさを人に伝えたいこと、そ

もり教室」を中心にお手伝いをさせていただいています。子

して東日本大震災の影響が大きいと思います。震災後は県民

どもたちの成長は早く５年間で本当に大きくなりました。今

として復旧、復興の一助として何ができるのか考えていまし

後も自然体験活動を通して、逞しく、優しい、感性豊かな子

た。そうした中、養成講座を受け始めたのですが開始当時は

どもたちの成長のお手伝いをさせていただきたいと思って

毎回覚えることや次回の予習を行うことで頭がいっぱいで、

います。長い 20 年間、

継続できるのかどうか不安なところもありました。その中で

協会の皆様には数多

最も大きな出来事が講座終盤１１月に受けた震災復興事業

くのご苦労や喜びが

に関する講座でした。この講座では、震災でライフラインが

あったと思います。こ

止まり長期間に渡り不便な生活を強いられた中で「既存井戸

れまでの実績をもと

所有者が生活用水として近隣に給水した事」、
「自然体験や森

に今後ますます発展

づくりを通して逞しい子どもを育て、常日頃の遊び場として

されることをお祈り

子どもたちが森に親しんでおく事もいざという時の防災・減

いたします。

戦略相談中

災につながる」という内容でした。この講座に衝撃を受け、

目指せ！！

森林インストラクター

16 期

佐々木

厚

森林インストラクターとなり５年目を迎えようとしてい

もありました。昨年度は新たに 12 冊もの図鑑等を購入しま

ます。私なりにさまざまな活動に参加してきました。その中

した。ある程度役立つ物として参考にしています。私が今ま

に引率があります。私の場合親子連れが多く、子どもは小学

での経験で一番良かったのは、実物を見ながら説明してもら

生以下がほとんどです。活動ではある程度テーマが決まって

った時です。そういう機会は少ないので貴重でした。豊富な

いることが多いので、テーマに沿って引率します。ですから

知識を持っている人がうらやましく思えます。そういう人も

思いのほか楽に進めることが出来ます。ところが、合間に自

初めから知識が身に付いていたわけではないはずです。森林

然観察や自然観察主体の活動があったりすると引率の難し

インストラクターとなり 5 年目、まだたったの５年です。

さを感じてしまいます。自然観察は森林インストラクターが

知識は後から付いてくる

本来果たさなくてはならない務めで、中心となる大切な部分

ものと信じ、日頃の努力

です。

を惜しまず邁進したいと

私は以前から知識不足を実感していました。知識といって

思います。そしていずれ

も幅がとても広く、草本、木本、昆虫、両生類、爬虫類、哺

私も誰にでも教えてあげ

乳類、鳥類、キノコ、森林環境等、多種多様です。それらを

られるような森林インス

どうやって身につけるかが問題でした。まずは活動経験を積

トラクターなりたいと思

むことから始めました。見本となる先輩方を見たり聞いたり、

仲間と知恵を絞る

います。

時には参加者の子どもから逆に教えてもらったりすること

森林インストラクター研修前後の思い出

17 期生

福士

實美

森林インストラクターへの道は当時は、65 歳までが応募

「これまで欠席した人はいなかった。前代未聞だ。」などと

条件でしたが、私は 8 月生まれでしたので 4 月の認定時点

諸先輩から好き勝手なおどかしを受けました。そこは何とか

には 65 歳ということでなんとかセーフでした。最初の面接

耐え忍んで、めげずに巡礼の方を強行してしまいました。巡

試験では女性の面接官とのやりとりで面接官の機嫌を損じ

礼から帰ってから神妙な顔をして巡礼地のお土産を持ち、県

てだめかと思いましたが、既に協会でボランテイア活動をや

庁の自然保護課に伺ったところ、巡礼の御利益があったのか

っていたのが功を奏したのか、なんとか入れてもらいました。

課長から直接の交付を受けました。そのため、認定時の集合

私の一番の思い出としては懺悔することも多いのですが、認

写真はありませんので、あ

定試験後の認定証を交付される日は決まっていませんでし

まり活動に参加していない

たので、バスツアーの西国 33 観音巡りをすることとしまし

同期の皆さんの顔を忘れか

たら、ツアーを予約した後に認定通知が来、みごとにバッテ

けております。同期生の皆

ィングしてしまいました。これには困りましたが、既に支払

さん、初心に帰ってもっと

いも済ませており、「神への信仰の方が優先でしょう」とか

多くの日数、顔見せましょ

ってに解釈して認定証交付日は欠席することにしたところ、

うね。

１２

トラップで獲れた虫は？

憧憬

森のクリント・イーストウッド

18 期

幼い頃、なぜか憧れていた。何やら陽の光を反射して眩し

片岡

和義

のガンマン、いやフォレス

く光り輝く用具を腰の周りに引っ提げ、颯爽と森の中を闊歩

トマン（森男）だー！！

する姿、なんだか格好いい。チェーンソー講習の時、その思

それから一年余、経験を

いが蘇ってきた。伐倒の映像が映し出され、思わず見入った。

すればするほど、奥の深さ

鷹揚として樹上を眺め、一瞥で悟りを開いたように、おもむ

に懊悩し、あのガンマンの

ろにチェーンソーのエンジンを唸らせたかと思うと、和食料

ように格好いい森男はどこ

理の達人が極妙な手腕で大魚を捌くように、あれよあれよと

だーっと、身悶えしている

いう間に大樹が根元で捌かれ、唸り声を上げながら大音響と

情けない自身の姿に憐憫を垂れる日々。伐倒作業はチェーン

ともに大地を揺るがした。伐痕という芸術作品のような幾何

ソーを上手に使って樹を切れば良いというものではありま

学的造型を背に残し、何事も無かったかのように静かにその

せん。樹の重心がどの方向を向いているのか、掛かり木にな

場を立ち去って行く、その後ろ姿が…

らないか、どこに倒せば伐倒後の処理が効率よくできるか、

マンだー！！

おおー！夕日のガン

かっこよすぎるー。俺もガンマンになるぞー。

牽引が必要な場合はどの方向に、どのような方法で牽引する

斯くして林災防の特別教育を受講。早速ホームセンターで

か、何よりも大事なのは安全を確保して作業ができるか、

作業用腰ベルトを購入。いそいそわくわくしながら帰宅し、

等々を勘考したうえで総合的に判断する能力が求められま

腰に巻いてみた。カシャッという音とともに身が引き締まり、

す。一人前と言われる日は果たして来るのでしょうか、畢生

背筋がピンと伸びたような気がした。おー！これで俺も一端

の目標になりそうです 。

何故インストラクターを志したか

19 期

無趣味だった私が、最初からインストラクターを目指した

田中

道夫

たが、先輩方に教えてもら

わけではありません。定年退職後、何もすることが無く、暇

いながら活動していました。

を持て余し、取りあえず何かボランティアを探していたとこ

たまたまインストラクター

ろ、目にしたのが市政だよりの「おもちゃドクター養成講座」

の話をしていたら、次年度

の募集案内でした。子どもの頃は模型飛行機などを作って遊

の「森林インストラクター

んでいたのですが、小学校５年の時、たまたま滞空時間を競

養成講座」の年齢制限が緩

う大会の地区大会で３位に入賞したこともあり、おもちゃド

和され６５歳以上でも受講

クター養成講座を受講しました。修了後、受講者の有志でお

可能になったと教わり、後日県のホームページより要項・申

もちゃ病院を立ち上げて活動しておりましたが、当時は月一

請書類等一式をダウンロードし、受講動機には、県民の森で

回の活動で、他にも違うボランティアを探していたところ、

ボランティア活動をしていること、今後も自然に関わりなが

県政だよりの「森林サポーター養成講座」の募集案内を見て、

ら活動していきたいこと等を書いて応募したところ、書類選

４回の講習を受講しました。最終日終了後、「県民の森ボラ

考、面接試験に合格。約半年（１８回）の講座を修了し現在

ンティア」に登録し、保全作業やもりもり教室などの子ども

に至っております。まだまだ未熟なインストラクターですが、

たちとのふれあい事業に参加、解らないことが多々ありまし

今後ともご指導よろしくお願いします。

私のシニアライフ

20 期

私たち２０期生２３名、３月２日、認証式を受け森林イ

鈴木

茂

種類、野鳥の名前と、

ンストラクターの資格を得る事が出来ました。約一年間ご指

覚える事は数多くあ

導頂いた、宮城県自然保護課、宮城県森林インストラクター

りこれからも修業が

協会の先輩・講師の皆様、関係者の方々に感謝申し上げます。

続きそうです。また、

シニア時代を迎えるにあたり、これからやりたいこと、自

ネイチャークラフト

分の出来ることなどを漠然と考えていたところ、広報誌にて

は新しい世界でした。

「森林インストラクター（森林の案内人）」という言葉を見

数々のアイデアや発

つけ興味を引かれ、こんな資格を持っていたらカッコいいな

想、小道具のアイテム

と思い、自分でも出来そうだと単純に思い込み、申し込みま

や、先輩方の子どもたち目線で接する対応や興味の引き出し

した。私は、栗駒山の中腹にある耕英地区に実家があり幼少

方も素晴らしいと思いました。また、子どもたちが熱心に取

期を自然の中で過ごしました。将来は実家で田舎暮らしも考

り組む姿も印象的でした。

えていたこともあり、森林の事を学べれば一石二鳥ではない

私もこれから研修で得たことを生かし、里山・自然に積極

かとも考えました。今回の研修を通し、自分の自然に対する

的に関わり、愛着を持ち、人との出会い・ふれあいを大切に

無知を痛感させられています。樹木や野草の名前、キノコの

したシニアライフを送りたいと思います。
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協会活動を牽引する事務局
～四つ葉のクローバー＋α～
実は、私はもう自分の夢を叶えた人間なのでした。
私の夢はまさに、森林や遊びのガイドになって、最
高で最強の仲間と共に自分のやりたいことをどんど
んやることでした。だから、いつもみんなに感謝の
気持ちでいっぱいです。あとは、死ぬまでに1つで
も多くの子どもたちの笑顔を森の中に咲かせようと
思っているだけです。
しかし、自然との共生の大切さを伝えたくて活動
してきたのに、社会はＩＴ技術を核とした都会化に
突き進んでいます。もうダメかなぁと諦めながらも、
いまだ諦められずに毎日みんなを巻き込んでいます。

協会創立２０周年おめでとう
ございます。自分の２０年前と
言えばまだ小学校３年生、日本
版ゴジラの復活を喜びながら、
友達の家で発売したばかりの
「大乱闘スマッシュブラザー
ズ」をやりこんでいた頃です。
時の流れは早いです。
「自然には一切興味がない」
と言っていた時代もありつつ、
この協会に関わるようになって
早６年目となりました。これか
らもまだまだ元気な皆さんと一
緒に活動していきたいと思って
いますので、色々と大変だと思
いますがこれからもよろしくお
願いいたします。

けんたろす
（木村健太郎）

きょうじゅ
（篠澤和来）

もっくん
（森山稔也）

ねーさん
（佐藤由美子）

平成17年に事務局員になってから、もう14年に
なります。
毎年活動件数が増えてきましたが、おかげさまで
たくさんの会員ボランティアに支えられ、その何十
倍もの一般の方々と得難い経験をともにすることが
できました。鳥や草木の名前はさっぱりですが、昨
年は、なんとイベントだけで１０００人分以上の汁
物を提供し、ソーメンを流し、バーベキューを焼き、
餅を振る舞ってきました。そろそろ誰か代わってく
れないかな～。
私は、経理が本来の仕事なんですが…。

縁の下の力持ち
（後藤順次郎）

１４

宮城県森林インストラクター
養成講座の事務局として、受講
生のサポートが主な仕事です。
引き受けた覚えがないのに、
重要な仕事になってしまったも
のに苗木の管理があります。イ
ベントなどで余った苗木を預
かっているうちに、７、８００
本程になってしまいました。最
近の悩みは、あったはずの苗が
なくなったり、なかったはずの
苗があったりと、ゆるーい管理
が祟り、管理不全の状態にあり
ます。苗木の持ち出し、持ち込
みの際は、必ず管理人に声がけ
をよろしくお願いいたします。

特定非営利活動法人

宮城県森林インストラクター協会の理念

（１）社会的使命
宮城県森林インストラクター協会は、森林・林業の役割を普及・啓発し、県土を守り、
様々な生命を育んでいる森林を再生するとともに、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、社会的奉仕活動を行う。
（２）目

標

◇全ての県民から信頼される協会を目指す。
◇東日本大震災の復興事業に協力し、豊かな県土の再生を目指す。
◇豊かな森林を未来に引き継ぐ担い手の育成を通じ、青少年の健全育成を目指す。
◇森林・林業などに関する政策提言ができる協会を目指す。
◇環境の保全、まちづくりなど地域貢献を目指す。
◇ソーシャルビジネスとして独自の収益事業を確立する。
◇森林活動の継続的な責任を自覚し、持続的発展を目指す。
（３）会員の行動規範
◇自然に親しみ、自然を貴重な文化として育む精神を尊重する。
◇ボランティア精神を尊重する。
◇森林・林業・森林内の安全・森林教育の各分野の知識・技能の習得及び体験学習に積極的
に取り組む。
◇明るく、元気に、誇りを持って積極的に活動する。
◇謙虚な姿勢を心がけ、相互の交流や親睦を大切にする。
平成 15 年制定

平成 25 年改訂

20 周年記念号いかがでしたか。
寄稿くださった皆様に御礼申し上げます。

協会のいろいろな活動を紹介できるよう

20 年の歴史と活動をふり返ると、イベン

会報委員会も努力していきます。これから

ト数が増え活動の範囲が広がってきてい

もご協力をお願いいたします。

るのに驚きます。

（会報委員一同）

１５

mifinews 70 号

20 周年おめでとう！！

わたしのひと言

いい汗流したなあ！

みなさんも山に来て
体を動かして、どんどん
仕事をしてください。
おかげで健康を保って
いますよ～。
80 歳！！まだまだ

モミー

店長こと
小山征四郎さん
ごるてぃくん

みんなの仲間に
入れてもらって
楽しいでーす。

現役時代と全く違う新しい
世界が開けました。
いろんなことができて新し
い発見があっておもしろい

マムシくん

元気をいただいて
おります。
何よりも自分のた
めになってます。

やえちゃんこと
西巻ヤエさん

里山や松林の育成など、
未来の子どもたちのために
活動しています。
子どもたちから力を
もらってますヨー。
みなさんも少しでもいいか
ら来てくださいね。

イワークこと
岩井邦夫さん

しおかぜぼおふ～ん

みどりを増やしていく
活動は充実しています。
今後も元気に続けてい
きますよー。
マスターこと
岩井善雄さん

モルゴ 13

いろいろな人と出会え
て、いろんなことができ
て楽しいです。たくさん
のことをみんなから教
わってまーす。

はたさんこと
畑山悟さん

まつなえくん

発行

いたさんこと
板坂敏雄さん

せっちゃんこと
佐々木節子さん
ドンちゃん

活動で生まれたキャラクター達と共に

特定非営利活動法人

宮城県森林インストラクター協会

〒981-0121

宮城県宮城郡利府町神谷沢字菅野沢４１ 青少年の森
TEL&FAX：022-255-8223
メール：mifi@bz04.plala.or.jp HP：http://mifi.main.jp
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