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そういう気象現象が毎年襲来するものと見做さなければなりません。また害は 

 

Ｃ、Ｌ：ローマ数字で１００、５０を表す◆

◆ 巻頭言                     

【明るく 楽しい 挨拶（あいさつ）を】  

私の近所の上郷中学校正門や、庄戸の掲示板に「明るく 笑顔で あいさつしよう。 

広がる つながる あいさつパワー全開」「あいさつは 町を明るくする」などと書かれた 

横断幕などがある。挨拶とは何だろう？と広辞苑を見ると・・・①【挨】―押す・迫る 【拶】-迫る・ 

せめる②(仏) 禅家で問答を交わして、相手の悟りの深浅を試みること。③うけこたえ 応答 

返事④人と会ったり別れたりする時、儀礼的に取り交わす言葉や動作⑤儀式 会合などで祝意 

親愛の気持ち あるいは告示など述べること、またその言葉⑥人と人との間柄 交際などと 

ある。  

私は健康保持のため、自宅～栄高校～いっしんどう広場から尾根伝いに栄プール～自宅へと 

散歩をしている。散歩中に人々と行き交う時、最近の挨拶が変わってしまった。それは、新型コロ

ナの関係と思われるが「おはよう。こんにちは」の言葉が少なくなり目礼が多くなり、さみしい気

持ちだ。マスクを外し、明るく 笑顔の挨拶が早くできるように 願っている。 

高嶋 光夫 

 

 

 

山梨より 富士山にご挨拶  

 

コロナ禍収束  

瀬上さとやまもりの会森づくり 安全を祈願して 

いっしんどう広場からの 富士山景観も配慮して保全に努めて

います。（渡邉氏撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 【令和 3 年 3月・4月の活動予定】 

 ※活動可否の連絡に関して：中止の場合の緊急連絡は am7時迄にメールします。 

 ※三密対策の徹底を期し、且つ安全を第一にした活動に心掛けましょう。 

１）3 月 14日（日）9時半～14 時半     ・集合場所 ： 池の下倉庫 

 ・活動目標 ： 里山景観、ヤマユリの育つ茅場を目指して。 

 ・活動場所 ： いっしんどう作業エリア（尾根道側下方部） 
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 ・作業内容 ： チェンソーの目立てと使用器具の整備。 

： 遠景（富士山景観）を妨げている高木の除伐 

 ・持ち物 ： 常備具（手ノコ、ナタ、剪定バサミ）、お弁当、飲料水、その他必需品。 

          【持参器具】チェンソー、ロープ、救急箱、シート、作業旗、一本バシゴ 

２）3 月 28日（日）9時半～14 時半     ・集合場所 ： 池の下倉庫 

 ・活動目標 ： 景観保全型落葉樹林を目指して。 

 ・活動場所 ： 道場丸作業エリア（道場丸広場の植栽） 

 ・作業内容 ： 広場内植栽の簡易剪定と剪定枝の活用 

      ： 部会総会（令和２年度活動報告・３年度活動計画等の協議） 

 ・持ち物 ： 常備具（手ノコ、剪定バサミ、ナタ）、飲料水、他 

          【持参器具】救急箱、シート、カケヤ、麻紐 

３）4月 11日（日）9時半～14 時半       ・集合場所 ： 池の下倉庫 

 ・活動目標 ： 景観保全型落葉樹林（雑木林の再生） 

 ・活動場所 ： 道場丸作業エリア 

 ・作業内容 ： 育成樹の環境整備（ネザサの駆除、刈り取り、ﾏﾙﾁﾝｸﾞ） 

 ・持ち物 ： 常備具（手ノコ、剪定バサミ、ナタ）、お弁当、飲料水、他 

          【持参器具】救急箱、シート、刈払機 

４）4月 25日（日）9時半～14 時半       ・集合場所 ： 池の下倉庫 

 ・活動目標 ： 多様性保全型針広混合林を目指して。 

 ・活動場所 ： 中尾根作業エリア 

 ・作業内容 ： チェンソーの目立てと使用器具の整備 

      ： 枯れ木、弱小木の除伐、玉切り、片付け（エコストック作り） 

      ： ウォーターバーの設置 

 ・持ち物 ： 常備具（手ノコ、ナタ、剪定バサミ）、弁当、飲料水、その他必需品。 

         【持参器具】作業旗、シート、チェンソー、救急箱、ロープ、カケヤ 

（令和 3年 4月 5月号の原稿に関し、上記活動記録は長谷川氏、巻頭言は山上氏、リレートークは三島氏）

原稿締め切りは４月 26日（月）です。伊藤氏迄よろしくお願いいたします。 

欠席される方は、メール(TOKAMI6666@aol.com)又は電話（894-2800）で山上部会長迄 

 

 

◆【活動日誌】 

１）1 月１０日（日） コロナ禍 緊急事態宣言発令により当初予定安全祈願祭と保全作業は中止。但し天気

よく、持ち越したススキの種撒きに臨時作業 有志で集まる。 

参加者 渡部 三島 山上 河野 江里口 伊藤 計 6名 

いっしんどう広場下集合 １０：００～１２：００  

ネザサ繁茂の土地を耕す事から始め、眺望を遮る大木の確認。 

２）１月２４日（日）雨天のため中止 

３）１月３０日（土）緊急事態宣言発令によりに予定した区役所の委託事業『自然体験教室』中止。 

４）１月３１日（日）晴 公田竹林 除伐整備 １月 24日に予定していた作業を臨時に行う。 

参加者   三島 渡部 山上 高嶋 枝村 江里口 茂木 戸賀澤 河野 武内 小宅 伊藤 浅見 

計１３名  
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９：３０～ラジオ体操を始め、3 密を避けて 竹林に散らばる。相当荒れていて、休憩を挟み、昼食後も作業

を続ける。お菓子の差し入れが 地権者臼井家よりあり。 

       

心身ともに柔軟に       作業も昼食も 3密を避け       コロナ禍対策 

 

５）2 月 14日(日)晴 いっしんどう広場下 笹及びシロダモ等除伐 

参加者 渡邉 渡部 三島 山上 佐谷 高嶋 茂木 枝村 河野 竹内 武内 小宅 浅見 伊藤 

戸賀澤(レンジャー引率) 計 15名 

ボラ塾生 7 名 引率事務局中塚  レンジャー6 名 引率 2名 

ラジオ体操後いっしんどう広場迄登り(レンジャーは直接いっしんどう広場集合)し、樹林地メンバーとマン

ツーマンで組み、広場下の斜面地の除伐。休憩を挟み 12時迄。昼食時に打ち合わせ、21日(日)臨時で 3回

目の公田竹林整理する予定。リレートーク担当急遽丸山氏から茂木氏に変更了解いただく。午後チェンソ

ーで玉切り等、片付け。 13 時 40分コーヒーブレイクを経て下り解散。  

     

通常の活動メンバーの倍の人数で  モクモクと作業        驚くほど はかどりました。 

 

６）2 月 21日（日）9時 30分～14時公田竹林 除伐整備 臨時作業 

参加者  山上 高嶋 武内 江里口 三島 佐谷 戸賀澤 茂木 河野 小宅 計 10名 

除伐した竹の切り口には蚊の温床となる水たまりを防ぐため、ナタ、くさび、ハンマーなどを使って切れ目

を入れること確認。桜等の老木については、臼井氏に検討していただくことお伝えしている。休憩時には、

山上氏より、ロープワーク伝授あり。 

 

   
新しく 【森づくり活動中     瀬上さとやまもりの会】 表示のビブスが支給されました 
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７）2 月 28日（日）晴 大丸広場植樹 

参加者 渡邉 渡部 三島 佐谷 高嶋 河野 長谷川 武内 

    枝村 野沢 茂木 小宅 竹内 山上 浅見 伊藤 計 16 名 

池の下で集合後ラジオ体操、大丸広場迄移動、荷物を置きいっしんどう広場へ移動。事前に用意して下さ

った新年安全祈願を遅ればせながら行う。大丸広場へ戻り、南部公園事務所から依頼の瀬上で育てた苗

木 16 本の移植をした。池の下へ戻り寄合とコーヒーブレイクを楽しむ。 

       

思いはひとつ 安全祈願    一本一本 次世代までしっかり     根付くこと 願いを込めて 

 

 

 

◆ リレートーク 

海外製の斧はデザインがかっこいい               茂木渉  

誰が決めたのでしょうか、春は出会いと別れの季節、らしい。 

はぁ～、ダルイ。変化が出る時期って体がダルイです。ずっと春眠していたい。 

しかし、こんなときこそ樹林地部会で体を動かして目を覚まさないと。 

よし、頑張って起きるぞ。大体、朝 7時か 7時半に家を出るので、起きるのは 6 時ですね。 

うちの近くには瀬上みたいな大きな谷戸で活動できる場所は無いみたいなんです。 

あぁ……近場の人が羨ましい。 

しかし、以前と比べると、行くのにもだいぶ慣れてきました。 

話は変わりますが、最近とても気になっているアイテムがあるんですよ。 

斧です。斧がすごく気になるんです。木こりが木を切る斧。 

Amazon なんかを見てると、斧がいっぱい売っているんですよね。 

はぁ～、かっこいい。斧って、かっこいい。と思いながら見ているんです。 

ですけど、ナタですらまともに使っていないのに、斧を買うのものなぁ……。 

と思って、買う気は出ないんですよね～。あぁ、でもかっこいい。 

大変そうだけど、でっかい斧で大木を切り倒してみたい。 

瀬上は市民の森なので、火は使えません。 

斧やナタで一番使用頻度が多いであろう薪割りをすることがない。 

やっぱりいらないかな～、斧。だけど、かっこいいな。           

 

 

◆ 編集後記   

こじゅけいも チョッとこい チョッとこいと 鳴く 瀬上の春です。  （小宅） 


