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＜春号発行にあたって＞ 
  今年の冬は、時ノ寿の森でも連日氷が張り厳しい寒さでしたが、ようやくフキノトウが

顔を出し、春の足音が聞こえるようになりました。 

ミツマタの花の甘い香りを乗せた時ノ寿の風も、森の集会所の薪ストーブ「ゴロン太」

も、訪れるお客様を温かくもてなしてくれています。時ノ寿の森を歩けば、小さな春をい

っぱい見つけることができます。café「らんだ庵」のオリジナルコーヒーが、春の香り

を一層引き立ててくれると思います。ご夫妻で、親子で、ご友人とどうぞお越しください。 

  

今年も１月が瞬く間に過ぎ、２月もあと１週間となってしまいました。時ノ寿の森クラ

ブは、会員の皆様の森林再生への熱い思いと創意により、寒い冬を跳ね返す勢いで、森林

保全活動に奮闘してくれています。１～２月のトピックスを上げてみると、「スギ花粉プ

ロジェクト」「炭焼きプロジェクト」「山からまちへの木づかいプロジェクト」「市有林

再生事業」と、大きな四つのプロジェクトを開始（すでに完了したものあり）しました。

そして、森の牧場では、もうすぐ１歳になるサクラが母親になりました。２月７日、１匹

の予定が双子（♀と♂）で、難産を克服して無事出産し、子山羊は元気に育っています。

名前を募集しますので、いい名前を応募してください。このように、時ノ寿の森クラブで

は、いろいろなことに出会えて、成功も失敗も経験しながら生きていることを実感できま

す。これが生物として生きるということなのかもしれません。詳細は、４ページ以降「ブ

ログで見る近況」をご覧ください。 

  

このたびは、昨年１１月に成功裏に終了できました「森づくりを未来につなげる全国サ

ミット＆シンポジウム in 掛川」の報告書が出来上がりましたので、皆様にお読みいただき

たくお届けいたしました。そして、この大会の会場で配布した冊子「市民力でいのちの森

づくり」は、内容がとても良いという感想を多くの皆様からいただきました。冊子は、残

数がたくさんありますので、森づくりの輪を広げる講演テキストとして頒布していこうと

思います。会員の皆様の周りで、この冊子をテキストに森づくりの話を希望される団体や

グループがありましたら、拙者が講演に出張いたしますので、ご紹介いただければ大変う

れしいです。周囲へのＰＲ用として、冊子１部を同封いたしました。 

 時ノ寿の森クラブは、今年９月に満１０周年を迎えます。新年度は、これまでの森林保

全活動の輪が、ますます地域住民一人一人に対し、そして市内外に広がっていくため、新

たな努力が必要と考えております。会員の皆様には、今後とも引き続きの御支援をよろし

くお願い申し上げます。 

 なお、現在の会員数は、正会員・賛助会員合わせて 193 人（法人 6・個人 187）です。 

 

  2015 年 2 月 21 日 

                               理事長 松 浦 成 夫                                            
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＜ブログで見る近況＞ 
 

山村で生きる力を養ってほしい 2015/1/3(土) 

2015 年の元旦の某新聞紙上で、戦後 70 年を迎える日本の現状において、経済や貿易、

防衛というグローバルな問題だけでなく、日本人一人一人の心に存在するべきアイデンテ

ィティーが失われたり、持っていられないような不安を助長する現代社会の世相について

問題視していました。私も、今のわが国の状況が不安です。 

 昨年 11 月、当ＮＰＯ法人が発行者として出した「市民力でいのちの森づくり」の 77

ページ「時ノ寿の森から発信、提案 ～感謝の心と生きる力～」の中で、現代社会から忘

れられている「山村に残る生きる力」を、今の日本人はもっと大切にするべきであると、

書いています。 

 都市に集中してきた人口を、今や都市は支えきれない状況にあります。そのような都市

の中で、自らの目標を失いかけそうになっている若者たちに対して、私は次のように言っ

てやりたいと思います。 

「ここに来て、我々と一緒に、荒れ果てた山の森づくりに汗を流し、自分の生き方を自ら

見つけ、生きる力を養ってほしい」と。そして、さらに「いざとなったら、時ノ寿にいけ

ば生きていける、戻るところがある。そういった自信や安心感を背に、都会で頑張ってほ

しい。時ノ寿を跳躍台にして、生きる力をつけ、世界に力強く羽ばたいてほしい。疲れ果

てたら、ここに戻ってくればいい。」とね。 

 このエールは、冊子「市民力でいのちの森づくり」に書いたものです。同冊子に興味を

お持ちいただいた方で、欲しいという方は、送料ご負担いただければ頒布いたしますので、

ご相談ください。  

    

 

地方のブランドが生きる時代 2015/1/6(火)  

人口減少・高齢社会において、国の経済政策が大都市・大企業偏重に拡大している流れ

を地方に舵を切ろうとしているが、その元年と言える２０１５年が始った。国の政策の責

任は重大であることはいうまでもないが、それ以上に重要なことは、国の政策以前に、地

方が「なりたい姿を明確に描き、かつ地方の固有の資源や文化の価値に気付き、地方だか

らできるブランドとして売り込んでいく」という動きをすることであると思う。国の政策

があればできる、というような姿勢で政策を待っているようでは、どんな政策があろうと

も地方は創生しないと思う。 

http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65041223.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/01/03
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65041223&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65041223&no=1
http://rdsig.yahoo.co.jp/blog/article/titlelink/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3Rva2lub3N1bm9tb3JpLzY1MDQ2NjQ4Lmh0bWw-
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/01/06


 5 

 今夜のＴＶで、各地の地方ブラドが現代社会に蘇り、大企業ではできない「ものづくり」

として成功している事例を紹介していた。いよいよ地方の良さが生きていく時代が来た、

と直感した。しかし、前述のとおり、地方が輝くためには、消費者が地方のブランドに価

値を認め、高い金を払ってくれるだけの心を動かす「品質」や「ストーリー」がなければ

ダメである。 

 地方の良さをブランド化するためには、若者そして女性の感性が不可欠である。大都市

と地方の差は、ファッションや娯楽の場合と、子育てや介護などの場合を比較したら、ま

ったく逆転すると思う。今の若者たちは、その差を敏感に捉え、自分の将来の判断をする

感性を持っているのである。 

 したがって、都市の若者たちに、地方の多様な価値をブランドとして、積極的に発信し

ていくことがとても重要である。そして、地方での若者の実践例を作ることも大事である。

時ノ寿の森クラブは、こうしたスタンスで行きたい。 

    

 

ＮＰＯが持続していくためには 2015/1/8(木) 

今日は、静岡県ふじのくにＮＰＯ活動センターのＮＰＯ資金調達力強化支援事業により、

わが法人の指導をしていただきました。任意団体から４年、ＮＰＯ法人設立から５年が経

過する当法人は、社会の流れに沿って森林保全活動（間伐事業や植林事業、啓発事業）は

大いに拡大してきました。正直な気持ちとして、当法人の組織力にとっては身の丈を超え

た事業成果を残すことができたと思っています。任意団体を発足した初心、原点を顧みて

も、当団体の最上位の目的達成のために、この成果は大いに誇りにしていいレベルである

と思っています。しかし、当初描いた目的達成のための方法論や活動のありたい姿と、現

在の活動状況を重ね合わせたとき、どういうことが言えるかについて、考えてみることが

とても大切であるということを、アドバイザーの先生から気付かせていただきました。 

 御指導いただいた静岡文化芸術大学のＳ先生は、２５年間も某ＮＧＯ・ＮＰＯ法人のマ

ネジメントに奔走されて来られたそうですが、百戦錬磨してこられた先生のことばは、非

常に重みがあり、かつ私自身にとりましては適時的確なアドバイスばかりで、神の思し召

しかと思うほどでした。まさに、私にとりましては、原点に立ち戻って、これまで９年間

の組織の生い立ちを出来る限りつぶさに思い起こしながら、自分にとっても、会員にとっ

ても当ＮＰＯ法人の活動のありたい姿を描き、方向性を判断することが重要だと反省いた

しました。 

  今まさに、私自身が、一昨日のブログに書いた通りの感性を磨き、それをフル回転させ

ながら目の前の時ノ寿の有形無形の価値についてつぶさに洗い出し、メッセージ性・スト

リー性高く社会に発信していくことに熱中したいと思います。 

http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65046648&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65046648&no=1
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65049545.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/01/08
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 御指導いただいたＳ先生、そして御世話いただいたコラボりん湖西のＫさん他皆様に感

謝いたします。ありがとうございました。 

   

         心を癒してくれる山里の風景           多様な生物が命を謳歌する時ノ寿の森 

    

森のｃａｆｅのランチ              今も昔も変わらない山羊と人間の関係 

 

森づくりの道フォーラムで発信 2015/1/19(月) 

緑の安全保障をテーマに、週末１７日、東京で開催された「第２回森づくりの道フォー

ラム」へ行ってきました。世界の国々から羨望されている日本の豊かな森に、今私たちは

どれだけ意識しているでしょうか。空気と同様に、森の豊かさの恩恵を忘れてしまってい

ます。社会も国土も、人心も荒廃していた今から８０年前に、日本の緑化運動は始まり、

これまでの先人たちの労苦の上に今日の森林・緑はあるのです。 

 フォーラムでは、このような素晴らしい森林によって守られている国土をあらためて見

つめながら、まさに伐りどきを迎えている日本の宝である豊かな森林資源を、どうやって

利用し、そして次の世代にもこの宝をどうやってつなげていくのかを、多士済々がディス

カッションされ、それに呼応して全国で活動を進めている仲間たちが、未来に続く森づく

りの道を語り、描きました。 

 時ノ寿の森クラブも、５人で参加し、活動を発信するとともに、時ノ寿の森から生産さ

れた間伐材で造ったベンチをプレゼンテーションしてきました。都市と山村が支え合って

森林を使い、かつ守っていくことが今後の最大のキーワードであるということを、痛感し

ました。 

 折しも前日１６日は、川勝平太静岡県知事が掛川で講演され、グローバルな時代の中で

いかに地方のブランドを作り全国や世界に発信していくかを、川勝知事はパワフルにかつ

センス良く示唆してくれました。その好事例の一つに時ノ寿の森づくりを上げてくださり、

http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65049545&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65049545&no=1
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65049545&no=2
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65049545&no=3
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65065073.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/01/19
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元気と勇気をいただきました。川勝知事のエールを糧に、地方から都市に対して森づくり

の大切さを発信してまいります。 

    

 

スギ花粉第一便発送 2015/1/20(火)  

春の足音とともに、スギ花粉症の方には憂鬱なシーズンが到来ですが、もう少し辛抱し

たら、面白い花粉症治療方法が社会に発表されるかも・・・？ 

 今年も、当団体は某企業・某ＮＰＯ法人に大量の杉花粉を研究材料として提供するプロ

ジェクトが始まりました。地域住民の参加によって、地域の杉花粉を採取して、それが社

会に貢献できたらすごいことですが、そんな夢を描いています。 

 きょうは、研究の成功を祈りながら、スギ花粉第一便を発送しました。 

   

 

地球温暖化の被害の実態に目を凝らせ 2015/1/21(水)  

国連の気候変動に関する会議では、地球温暖化に伴う環境の危機的状況を想像させる発

表が相次いでいる一方で、今まで日本国内の動きは緩慢でしたが、ようやく昨日、環境省

が国民の動きを本気にさせる報告書案を公表しました。だれもが、地球温暖化による被害

が身の回りでここまで及ぶのかと、目を疑うような報告書です。 

 公表された報告書とは、地球温暖化による国内での被害を予測して対策に優先順位を付

けたものです。これによれば、今世紀末の日本は、平均気温が今より最大 4.4 度上昇し、

1 日あたりの降水量は 25.5％も増えると予想し、大雨時の雨量が現在よりも１～3 割も

増えるため、主な 1 級河川でも洪水が予想されるとしています。 

 昨年 10 月の台風 18 号が東海地方を襲った際の洪水を、地域の人々は、口々に数十年

に１回の洪水だったと、言っていました。このような大雨が、日常茶飯事に頻繁するのが

http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65065073&no=1
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65065073&no=2
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65066467.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/01/20
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65066467&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65066467&no=2
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65068120.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/01/21
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今世紀末の真実と思うと、地域における森林保全は焦眉の急です。私たちが進めている森

林保全運動を、もっともっと市民運動に発展させていくことが必要だと痛感しました。 

     

 

太陽光発電かけがわモデルとの連携 2015/1/28(水)   

今夜、掛川市環境フォーラムが開催されました。フォーラムでは、掛川市で「環境にや

さしい、豊かな心を育むまちづくり」をキーワードに太陽光発電を推進されているＮＰＯ

法人おひさまとまちづくり星之内理事長さんが「エネルギーを大切にするまちづくり」と

題して講演されました。 

 掛川市では、長い日照時間の地の利を生かして太陽光発電でエネルギーの地産地消を目

指していて、すでに一戸建て住宅の約 1 割に相当する家庭で、太陽光発電が導入されてい

るそうです。そして、その太陽光発電導入に要した総事業費は 70 億円にも及ぶというこ

とです。星之内理事長さんは、このような太陽光発電推進プロジェクトを掛川モデルと称

し、この掛川モデルは、太陽光発電を市民が安心して導入できるための普及制度とともに、

この事業によって得られた事業費の一部を市民の環境保全活動に支援をしていきたいと、

ビジョンを語られていました。時ノ寿の森クラブは、その第一号として昨年 11 月に行っ

た海岸防災林を再生するための植樹事業に対し、この掛川モデルから苗木補助をいただき

ました。誠にありがたいことです。感謝を申し上げます。 

 エネルギーを太陽光発電によって地産地消することを目指すこと、そしてそれによる事

業活動によって得られた浄財を市民活動にも支援すること、素晴らしい考えだと思います。

太陽光発電が、身の回りでも個人の収益事業として拡大している昨今ですが、まずはエネ

ルギーを自らが可能な方法によって自給自足をするという気持ちが大切だと、講演から痛

感しました。 

 会場受付で展示されていた小水力発電装置も、大いに興味があります。以前より時ノ寿

の森を流れる谷川で、小水力発電を試してみたいと思っていました。導入してみたいと思

いますので、ぜひ相談に乗ってください。 

     

 

いのちのテーマパークに 2015/1/29(木) 
時ノ寿を市民の癒しの森とともに、いのちを守る責任や義務を体の中に植え付け、生き

ることの大切さを身に着ける「いのちの森」にしていきたいと思います。 

http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65068120&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65078490.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/01/28
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65078490&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65078490&no=1
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65080024.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/01/29
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 国際的な人間の醜い争いの中で、日本人の命が奪われようとする中東アジアでの事件に

国が翻弄している最中、国内でも背筋が寒くなるような事件が名古屋市で起きてしまいま

した。なぜ、１９歳の少女が、誰でもいいから人を殺してみたいなどという感覚を日常か

ら持ち、ある日それを実行してしまうことになるのでしょうか。 

 社会、経済、文明の発展の中で、人間が人間としての生きる権利や義務、そして人間の

生命を維持していく上で、必要最小限の地球上の多様な生物の命をいただき、しかし多様

な生物の命の持続可能性を守るという、人間が身に着けなければならない基本的な精神が、

日本を含め世界的な人間社会において、近年著しく低下してしまっていると思います。 

 2015 年が始まったばかりですが、未来に対してやらなければならないこは山積してい

ますが、いま何を置いても一番にやらなければいけないことは、未来の子どもたちに自ら

が生きることの大切さと、人の命を守ることの大切さ、そして多様な生物のいのちをいた

だき、あわせて守ることの大切さを身に着ける教育ではないかと痛感します。 

 時ノ寿の森を、そのテーマパークにしていきたいと思いますが、みなさん、応援してく

れませんか。 

   

 

間伐で蘇る森林を人づくりに活用を 2015/1/29(木) 

掛川市倉真地区は、半世紀前くらいまでは森林を地域の大事な財産として位置付けられ

ていました。その証として、倉真地区には財産区という森林管理だけに限った特別地方公

共団体があります。しかし、今日の林業衰退の中で、財産区として倉真地区の公有林を維

持存続していくことが困難な状況になっているようです。このような状況は、倉真地区に

限ったことではなく、市内の他地区も、また全国共通の課題でもあります。 

 しかし、森林の木材生産的な価値は低下しているかもしれませんが、森林の持っている

多面的な価値に視野を広げれば、金では買うことのできない大事な公有財産と考えること

ができます。今、わがＮＰＯ法人による間伐事業で、この財産区の森林も荒廃した真っ暗

な森が、明るく蘇ろうとしてます。 

 このように、倉真地域の固有の財産を生かした地域づくりが、これからはとても重要で、

若者や都市から注目を集めることは確かです。いまこそ、このような財産を人づくり活用

していくチャンスだと思います。こういう地域に魅力を持ってもらうことが、今の日本の

状況には大事であると確信します。写真は、明るく蘇る倉真の森林です。 

   

 

http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65080024&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65081170.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/01/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65081170&no=0
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炭焼きスタート 2015/2/1(日) 

時ノ寿の森クラブの主要事業の一つに木炭製造があります。時ﾉ寿フェイスブックにもア

ップされていますが、わがクラブの炭焼きプロジェクトチームが、今シーズン初窯となる

炭焼きが昨日から始まりました。炭焼きは、原木となる広葉樹を山から伐採し、幹を適寸

に伐って大径木は割るという原木づくり、そして原木の窯詰め、窯焚きという一連の作業

があります。窯の中の原木に火が付くと、およそ３０時間ほど燃えると窯の中は溶鉱炉の

様な状態になり、原木は火の塊まりになりますが、この瞬間に煙突を取りさって閉じ、空

気の入り口を塞いで、密閉してしまいます。空気を絶たれた窯の中の火の塊は、燃焼をや

めて冷え出し、火の塊は炭になります。およそ１週間も放置すると、窯は冷えて中に入れ

る状態になるので、窯の中から炭を出し、次の原木を詰めるという一連の作業が繰り返さ

れます。これが炭焼きプロジェクトです。 

 半世紀前には、炭を焼けば飛ぶように売れて行ったのですが、エネルギー革命後の今日

では、焼いた炭を社会に普及するのが容易ではありません。昔のように炭を燃料として利

用するだけでなく、炭の持っている調湿・消臭機能を活かして、住まいの建築資材への活

用を促進しようと、プロジェクトチームは考えています。興味のある方は、どうぞお気軽

に御相談してください。 

   

 

財産区議会の皆さんと森林の未来考える 2015/2/3(火)  

29 日付ブログで、森林を人づくりに活用し、地域づくりに活かしていくことが大事だ

と書きましたが、一昨日の日曜日、掛川市倉真に存在する立派な歴史を持つ倉真財産区議

会議員のみなさんと山を歩きました。かつて倉真村時代の村有林を、財産区という特別地

方公共団体によって維持管理しているのが、倉真財産区です。倉真地区の住民から 

財産区議員が選出され、その議員によって議会が運営されており、所有する山林も管理さ

れているのです。かつて、林業が盛んな時代は、財産区は森林経営によって倉真地域の小

学校や幼稚園など公用施設の建設などに大いに貢献されてきたのですが、林業が衰退した

今日では、財産区によって森林を維持管理していくことが困難な状況に陥っているのが実

情だと思います。 

 そのような状況の中で、昨年改選された財産区議員のみなさんが、まずは財産区の森林

の実態を知らなければ、何の検討も始まらないということで、所有する森林を皆さんで歩

くということなのです。私は、倉真地内の源流域の森林を守っていく活動をしていること

から、この財産区の皆さんの姿勢に大いに共感しました。私たちが活動により、財産区の

森林も間伐を行っているので、その実情もご覧いただく良い機会でしたので、案内をさせ

http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65085422.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/02/01
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65085422&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65085422&no=1
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65085422&no=2
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65087839.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/02/03
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てもらいました。 

 荒廃した森林を守っていくことは、容易なことではありませんが、昨年 18 号台風によ

って大きな爪痕がそこかしこに残っている源流域を歩きながら、議員の皆様は、森林を守

っていくことに必要性は痛感してくださったと思います。しかし、その必要性をどうやっ

て実行していくかが難しく、今日的な課題であることも実感されたと思います。財産区は、

掛川市が所管されている特別地方公共団体ですので、安全安心な都市づくりをしていく上

で、この倉真財産区についても、今後どういう方向で運営していくかを、真剣に考えてい

ただきたいと思います。 

   

 

人口移動に注視 2015/2/6(金)  

昨日総務省が発表した 2014 年の人口移動状況に驚いた。国は人口減少対策、地方創生

を重要課題に位置付けているが、人も金も、東京一極集中はますます高まるばかりである。

この現象は、このまま 2020 年東京オリンピックまで向かっていくのだろうが、半世紀前

の東京五輪の時代とは社会背景が大きく異なることを考えると、今後 5 年間が半世紀前と

同じように東京一極集中をたどることについては、私は強い不安を感じるとともに、都市

の若者たちに真剣にメッセージを発したいと思う。 

 全国都道府県中、今回の人口移動で人口が増えているところは、宮城、埼玉、千葉、東

京、神奈川、愛知、福岡のみで、減少の大きかった順で静岡県が 3 番目に入っていること

は、県民としても重く受け止めなければならない。 

 どうしたら、都市と地方の人口がバランスを保っていけるのか、根本的に都市と地方で

は受け持つ機能が違う。人も十人十色と言われるように、多様な価値観を見出しながら、

地方において、山村において輝いて生きている人はいる。東京に集まる人々に、地方は大

いに発信していく必要があると痛感した。 

    

 

時ノ寿ニュース満載の週末 2015/2/9(月)  

２月７日は「山の講」。昨晩は、倉真地区旧大沢集落の懐かしい人たちが集まり、相互

の健康を喜び合い、山を守って行くことを語りながら美味い酒をいっぱい飲んでしまった

http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65087839&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65087839&no=1
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65087839&no=2
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65091560.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/02/06
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65091560&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65091560&no=1
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65095742.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/02/09
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ためブログを書けませんでした。すみません。 

 昨日土曜日、今日日曜日の両日は、すでにフェイスブックでたくさんの情報が発信され

ていますが、わが時ノ寿の森クラブでは多くの活動が行われ、そして新しい生命の誕生も

ありました。満載の週末ニュースをお届けします。 

 まずは、森林再生活動ですが、山からまちへの木づかいプロジェクトによるベンチづく

りが土曜日・日曜日と連日行われました。作業内容は、ベンチを長持ちさせるための各部

材への塗装でしたが、清水副理事長率いるスタッフのみなさんご苦労様でした。また、塗

料提供と塗装指導をしてくださった和信化学工業株式会社のＫさんありがとうございまし

た。製作されたベンチは、３月下旬に掛川市「希望の丘」に寄贈します。 

 次は、炭焼きプロジェクトです。先週の初窯で焼いた炭を出し、次の窯焚きが行われま

した。松野リーダー率いるスタッフの皆さん、真っ黒になり、かつ肉体労働の炭焼きご苦

労様です。初窯で焼いた炭の量が、予想よりも少なかったようで、２回目の窯では、良質

の炭を増量しようではないかと目的意識は旺盛で、昼飯もそこそこに窯焚きと、３日目の

炭焼き原木準備に大わらわ。皆さんの頑張りを見ていると、山村再生活動の将来が明るく

なってきます。モチベーションは高く、かつ楽しくをモットーによろしくお願いします。 

 ３つ目のプロジェクトは、掛川市立西中学校校舎増築に伴う支障木を活用した記念品づ

くりです。わがＮＰＯの理事でもある柴藤さんが、西中学校のＰＴＡ会長ということで、

この記念品づくりを時ノ寿の森クラブが請け負うことになりました。３月中旬には落成式

があるということで、８００人分の記念品づくりは容易ではありません。クラブ会員の建

具職人の作業場で、今日は朝から夜まで頑張りました。素晴らしい記念品が出来上がりそ

うです。完成を楽しみにしていてください。 

 ４つ目のニュースは、山羊のサクラの初産です。サクラは生後１０か月ですが、山羊の

場合は生態上は出産してもおかしくないのです。妊娠しているのは承知していたのですが、

まだ先だと思っていたところ、昨日朝、私が山に到着したら、すでに自然分娩が始まって

いました。通常山羊の初産は１匹なのですが、サクラの場合はお腹に２匹いまして、１匹

はワラの上に赤ちゃん山羊が横たわっており、サクラはもう１匹を懸命に生もうとしてい

るのですが、２匹目は赤ちゃんも少し大きくて、頭が出ているのですが、自力では生むこ

とが出来ない難産でした。一人ではどうにもしようがないため、誰か会員が来るのを祈っ

ていたところ、柴藤さんと松野さんが来てくれたため、お湯を沸かす人、サクラを抱く人、

引っ張り出す人、初のヤギ助産を試みましたが、なんとか無事に生まれ、２匹ともサクラ

のお乳を飲み始めてくれました。感動的な出産シーンでした。 

 やれやれ、素晴らしい週末が終わりました。いや、まだ今から最後の仕事、昨日２回目

の炭焼きの窯を閉じる作業に行ってきます。炭焼きは、窯の中の原木へ本格的に火がつい

てから約３０時間燃えていると、窯の中の原木は火の塊の状態になり、木質部分は無くな

ります。このタイミングを見極めるのは、煙が青から無色に変わり、無くなります。この

ときに、窯の口を閉じて、煙突を取り外して、終了です。では行ってきまーす。午前０時

３１分、森の集会所より。 

   

http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65095742&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65095742&no=1
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65095742&no=2
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市有林再生業務を受託 2015/2/13(金) 

  掛川市は森林が半分に達する森林都市ですが、市内には源流域を中心に市が所有する森

林も少なくありません。当然、掛川市が管理しているのですが、地方財政が厳しい中で、

個人所有林と同じく管理が十分ではありません。そんな中で、３年ほど前に襲来した台風

被害により市内の森林は強風被害に遭い、多くの森林で大量の風倒木が発生しましたが、

市有林でも大きな被害が発生しました。 

 その一か所である掛川市粟本地内の市有林は、約１ｈａの面積のヒノキやスギの木が倒

れて無残な状態になっていました。ここは、掛川市の名峰粟ケ岳の南西斜面にあたり、一

帯は一昨年に世界農業遺産に指定された「茶草場農法」の区域にあたり、このままの姿で

放置しておくことは憚られる場所でした。 

 そんな経過があり、本年度掛川市は、わが時ノ寿の森クラブへ、この市有林の再生業務

を委託してくれました。微力なクラブですが、源流域の森林保全が活動の原点ですので、

本業務を今後の活動発展の第一歩として、全力で遂行するつもりです。 

 いよいよ今日から、その業務が始まりました。今日は、来週からの本格的草刈業務の準

備として、境界の立ち合いをしました。その後、現場主任を担当するＴくんと一緒に１ｈ

ａを概略歩いてみましたが、風倒被害の森林後には、パイオニアのバラ科の落葉樹が繁茂

しており、イノシシでも横を向きたくなるほどのひどい状態でした。しかし、荒廃しては

いるものの、３年間のうちに潜在自然植生であるタブノキ、アカガシ、ヤブニッケイ、モ

チノキなど常緑広葉樹がしっかりと自生し始めていることを確認でき、本業務への夢が湧

いてきました。 

 そして、１ｈａの森林の尾根付近から眺める景色は見事で、掛川市が一望でき、さらに

南方には遠州灘、東には大井川、西には浜松までが眺望できるのです。そんな夢の膨らむ

市有林ですが、さらにもう一つの希望が湧いてくるいいものを見つけましたが、現段階は

時ノ寿の企業秘密としておきます。写真は、厳しい荒廃地ですが、業務進捗に合わせて素

晴らしい写真をお届けします。楽しみにしていてください。 

   

 

山が元気な定例活動日 2015/2/15(日)  

今日は、時ノ寿の森クラブの定例活動日でした。元気な会員１０人に加えて、一般参加

者１人も任意で初参加してくれました。風は強いものの日差しはもう春を感じさせます。

先週生まれた子山羊２匹も、大人山羊に交じって元気に飛び回っており、大勢の人の集ま

りがうれしそうです。 

 今日の活動は、経験豊富なＫさんがリーダーとなり、伐採した広葉樹の搬出や木炭原木

づくりに元気いっぱいに当たってくれました。時ノ寿のメンバーたちの元気な活動風景は、

山村を生き生きと蘇らせてくれます。これこそが、地域づくりであり、国の目指す地方創

生であると思います。 

http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65104432.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/02/13
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65104432&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65104432&no=1
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65104432&no=2
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65107690.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/02/15
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 ＮＨＫ大河ドラマで、吉田松陰が獄中で獄囚たちと新しい国を夢見ながら、生き生きと

世づくりを学ぶ姿をみていると、今日の日本の都市も地方も学ばなければならない生きる

姿勢ではないかと思いましたが、本日の時ノ寿の森クラブの定例活動日の元気な風景と重

なって見えてきました。 

 時ノ寿のメンバーのみなさん、元気にそして輝いて森林再生をしてまいりましょう。未

来の国づくりのために。 

 
                          安全確認、話題提供などをするミーティング 

  

炭焼きを手伝う大学で森林環境を学ぶＫ君   成長と共に凶器となる角を焼き切る除角 

 

「山と海をつなげる森づくりの挑戦」を生かして！ 2015/2/21(土) 

もうじき東北大震災から４年が過ぎようとしています。このところ毎日のように、各自

治体の新年度予算案が発表されています。南海トラフを震源とする巨大地震が心配な静岡

県及び県内各自治体は、平成２７年度の予算案の中で、巨大地震への防災対策を強化する

姿勢が見えます。中でも静岡県は、掛川市が取り組んでいる「森の防潮堤」を県内全域で

推進するための先進事例と位置づけ、新年度は川勝平太知事の肝いりの担当理事が置かれ

るそうです。その先進事例とされる掛川市では、１７日に新年度予算が発表され、沿岸部

の海岸防災林強化事業「掛川モデル」に、６５００万円を計上したと報道されていました。 

 わがＮＰＯが９年前から取り組んできた「山と海をつなげる森づくりの挑戦」が、行政

によって本格的に推進されることは、本当にうれしいことです。これまで私たちが、多く

の団体や市民の皆様の御理解と御協力によって実施してきた源流域での森林保全は延べ２

５０ha を超え、また海岸や市街地での広葉樹植林は延べ８万本を超えました。厳しい林業

経営の実態の中での間伐事業も、また厳しい海岸の環境の中での植林事業も、既成概念で

は事業は成り立たないことはやってみて分かりました。しかし、それを乗り越えられるの

http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65107690&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65107690&no=1
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65107690&no=2
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/65115709.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/archive/2015/02/21
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は、市民参加による協働の力であるということも実感しました。 

 微力ではありますが、これらの経験から得ることができた貴重な森づくりのノウハウを、

今後の静岡県や掛川市の森づくりに活かしていただければ大変光栄と思っております。 

   

 

http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65115709&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/tokinosunomori/GALLERY/show_image.html?id=65115709&no=1

