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詩や画はどこに

東京神奈川森林管理署

清水俊二

「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば

て見れば、その時風があれば、あるいは木を植え

角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば

てみれば（カラマツの芽吹きはお薦めです）、は

窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。住みにく

たまた木を植えるのが叶わないなら山を徘徊すれ

さが高じると、安いところへ引き越したくなる。

ば気持ちが楽になるような気がします。今年の正

どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生ま

月は小学 5 年生に成長した二人と初めて高尾山に

れて、画が出来る。」ご存じ夏目漱石「草枕」の

登りました。想像以上の混雑ぶりで、薬王院本坊

一節です。詩や画はどこにありますやら。

脇の富士道から山頂に辿り着きました。下山後二

かつて東京勤めのおり、都立林試の森公園（目

人に初登山の感想を求めたところ、山頂からの見

黒区・品川区）の隣に住んでいました。当時仕事

晴らしが気持ち良かった、いろんな形の木の芽が

の詰めの甘さを連日上司に指摘されながらも打た

あった、見たことのない鳥がいた、とはならずア

れ強いことだけを頼りに暗がりを彷徨っている毎

イスクリームがおいしかったとのこと。なかなか

日でした。初夏のある日曜日、保育園児の娘二人

詩や画にはなりません。次はちょっと険しい丹沢

の遊びを監視しつつベンチに座っていると、見上

に挑戦するかとも思いましたが、丹沢にもアイス

げた目先 2 メートル、ケヤキの葉からの木漏れ日

はありました。詩や画はしばらく生まれそうにあ

を受け、吹きすぎる風に気持ちがすっと楽になりま

りません。

した。ほぼ満員電車の東京勤務、サザエさんのエン

現代は息苦しい社会であると、それを誰かの

ディングソングを聞くと憂鬱になっていた私に、明

せいにするような言説がまかり通っているよう

日も頑張ろうという気が不思議と起こりました。

に感じますが、とりあえず私は山路を登りなが

昨今、生きづらい世の中になったとよく耳にし

ら考えてみるようにしています。と申しました

ます。明治の時代から生きづらかったのかなと思

が白状しますと、いつも何も考えていません。山

われますが、どこへ越しても住みにくいと感じる

に人情は似合わないように思います。ただ、高尾

ときは、詩や画の代わりに若葉をお日様に透かし

山のスミレは素敵です。
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針広混合林を目指して植樹
２５２いは小班は２０１２年 10 月に強度の間伐が

アラカシやアオキが多く、オオツヅラフジなどの

行われたスギ人工林です。

つる類がはびこり、残されたスギの中には絡みつ

会報 1 号で南向き斜面の植生の変化を報告しまし

かれて枯れているのが目につきます。このままで

た。ここでは、6 年を経過してアカメガシワ、カ

は、南向き斜面のような針広混交林が形成される

ラスザンショウ、ハリギリ、ウワミズザクラなど

見通しが立ちません。そこで、今回植樹を試み経

高木樹種 22 種、138 本が確認されました。一方

過観察することにしました。

北向き斜面では、高木樹種 19 種、28 本が確認さ

11月 2 日、KDDI の皆さんの参加で、カツラ 40 本、

れたのみです。

ヤマザクラ 20 本、ヤマグリ 20 本、トチ
ノキ 20 本を植樹しました。
11月3 日、日野四中おやじの会の皆さんの
参加で、トチノキ 20 本を植樹しました。
無事に冬を越し、すべての木が新芽を開
いてきました。今後 4 ～５年の間下刈り、
つる切りをしていきます。また、苗床を
作り自生苗を作ろうかという案も出てき
ました。継続して植樹し、理想的な山に
育つよう見守っていきましょう。
＜千谷＞

日野四中おやじの会
◆お父さんから
・昨年も参加しましたが、今年は「植樹」という
新たな体験を通して林業の未来について考える良
いきっかけとなりました。何よりも、子供たちが
楽しそうに新たな発見をしていく姿に、「これこ
そ学びだな」と言う思いを痛感しました。

◆中学生から

した。生き物と触れ合う事も出来ました。サワガ

・初めての下刈りを体験し、とても楽しかった。

ニを捕まえた人もいました。

・今日の体験でいろいろ学びました。木を伐る時

・木の種類や知識について学びました。

はまっすぐに伐ること、自然についても学ぶこと

・大きな木を伐る時、またそれを運ぶ時手伝って

が出来ました。

もらい、団結する事を体験できました。

・コンクリートでなく岩や土の上を歩くことで自

・植えたトチノキの成長した姿を見るのが楽しみです。

然の中でたくさんのことを経験する事が出来ま

・バーベキューも楽しく、美味しかったです。
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KDD I

また本活動で初めて、落葉するため遮光が少ない
落葉広葉樹の「カツラ」、
「トチノキ」、
「ヤマグリ」、

KDDI は「KDDI が目指

「ヤマザクラ」の植樹作業を行いました。

す SDGs」の取り組み分

一連の作業を通して、森林保全活動が自然災害か

野のひとつとして『地球

らの予防につながること、また CO2 削減に大き

環境 : サステナブルな地

な役割を果たしていることを実感する一日となり

球環境に貢献』を掲げて

ました。

おり、本活動は 2013 年

KDDI は、今後も、森林保全活動に積極的に取り

度から継続して取り組ん

組み、高尾山の豊かな自然、ひいては地球環境を

でいます。

守っていきます。
KDDI は、「通信とライフデザインの融合」を推

11 月 2 日土曜日、KDDI は、KDDI 労働組合と

進し、" 社会の持続的な成長に貢献する会社 " と

共催でグリーンセンターで森林保全活動を行いま

して「KDDI が目指す SDGs」に取り組み、グルー

した。今回で 19 回目となります。

プ全体で持続的に成長していきます。

当日は、KDDI グループ社員とその家族 38 名に
加え、本活動に一緒に取り組む都立工芸高校の生
徒ら12 名が参加しました。高尾グリーン倶楽部
様のご指導の元、手入れがされずに太陽光が地面
へ届かなくなったスギ・ヒノキ林に元気を取り戻
すため、常緑広葉樹の除伐作業を行いました。
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道づくり体験

ガールスカウト東京都連盟 Hブロック レンジャー部門
私たちの活動のテーマは「周囲に目を向け、課題を見

◆初めて知ったことが多かっ

つけ、自分たちに何ができるか考える」というもので、

た。植物の名前も、日本の森

19 年度後半の活動は『環境』に目を向けることにな

のことも、知らないことばか

りました。温暖化とゴミの問題、海洋プラスチックご

りだったと思った。

みの問題など、私たちの暮らしと環境には多くの課題

◆山の斜面を登っただけで

があることがわかります。そこで活動のゴールは「実

筋肉が痛くなりそうで、足場を作って切るという作業

際に体験して、課題に対して理解を深める」ことにな

は大変。道を作ることの大変さを知った。

りました。

■ 2019年度後半の活動のまとめ

2 月に入り、新型コロナウィルスの感染拡大が進む中

森の活動の後、半年の活動のふりかえりとして、あら

で、感染防止対策をすることを条件に、高尾グリーン

ためて SDGs について考える時間を持ちました。この

センターで間伐体験と SDGs について理解を深める話

日の活動も SDGs の目標に照らして考えて、持続可能

し合いの 4 時間の活動をすることになり、間伐作業の

な社会という視点でふりかえると、次のような気づき

一環として道づくりを体験し、有意義な活動となりま

がありました。

した。

◆森に実際に入ってみて、杉など伐り出すのは大変な

■ 3月20日 高尾グリーンセンターでの活動

ことかもしれないが、技術を生み出して、可能にする

参加者：スカウト 5 人、リーダー 4 人

ことはできないか？もっと木を有効利用できるとよい

２つのグループに分かれて、主

などと思った。また、そこに携わる人が増えるといい

に「道づくり」作業をしました。

と思った。

これは間伐を進めるために必要

◆温暖化のこともあり「木は伐らない方が良い」と思っ

な整備です。ヘルメットと軍手

ていたが、間伐と言う作業が必要な理由がわかった。

を着用し、腰にはノコギリを下

長い時間が必要な森づくり。整備する必要のある森が

げ、足場を確認しながら作業を

あることを、多くの人に伝え、若い人も参加していく

進めました。アオキを伐り、道

とよいと思った。

を拓き、倒れている杉の木を伐る作業もしました。普

◆日本の森林政策と海外輸入、経済効率との兼ね合い。

段は使わない筋肉を使い、ぎこちない手つきでノコギ

生活の便利と、守るべきもの…。圏央道を作る時に高

リを引いて、切断面がだんだん曲がってきたりしまし

尾山で反対があったが、結局は便利な圏央道ができて

た。作業の合間に、スタッフの方々から多くのお話し

いる。開発と人の便利な暮らしについてしっかり考え

をしていただきました。植物の種類、日本の森の割合

て判断する目を持てるようにしたい。

など、知らないことがたくさんありました。戦後は杉

◆社会の課題と SDGs は複雑につながっている。課題

の需要があり、多くの苗が植えられたこと、50 ～ 70

だと思うことや気づいた事を、より多くの人に伝える

年が経過したが、今は海外から輸入したほうがコスト

ことが、社会に変化をもたらすことの第一歩になると

を抑えられるために需要がないこと、森の手入れが必

思う。声を上げて行動していく勇気が社会に変化をも

要なことなど林業について初めて考えました。

たらすことにつながる。

◆間伐作業のふりかえり◆
◆はじめは森のように感じていたが、ふりかえると道

ぜひ、また高尾グリーンセンターを利用させていただき

が開けていて達成感！感動した。丸太を切るという大

たいという声とともに、年少部門のスカウトたちにも、

変なことも、みんなでやれば早くできた！

森の体験をしてもらうのがよいという声がありました。
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チェンソーカービング雑感
カービング という言葉をご存知でしょうか、

伊藤

峯雄

抑えます、これがい

「彫る」という意味らしいのですが、
「チェンソーアー

けません。名人は苦

ト」という別の表現も使われています。チェンソー

にならないようで

との関わりを持つようになったのは、定年後何をす

すが。

る？との自問の中で出した答えが、ライフワークと

また、大工さんがカ

してきた登山、クライミングのガイドでしたが、友

ンナがけの時気にす

人のアドバイスを受け、森林にかかわる分野に方向

る、木目、逆目と順

転換したことによります。チェンソーの講習を受け、

目もカービングには

相模原の水源の森を整備する活動に参加しました。

あ り、 無 視 す る と、

始めた頃は、日本の森林の未来、生態系、木材の有

仕上がりの肌目がバ

効利用など問題意識を持っていましたが、伐木→搬

サバサかツルツルか

出→製材→製品化の流れを経験する中で、コストが

大きな違いが出てき

あわない、儲からない、生活できない、若者が集ま

ます。また、材に対

らないなどの現実を知る事になりました。

してダウンカット、アッパーカットがあり、何れも

さて、本題のカービングです。テレビでカービ

カービングバーの中心より外側へ刃が引っかからな
いように斜めに当てスライドさせます。これも仕上

ングを観たことがきっかけです、この番組でチャン

面の質の向上につながります。

ピオンになった彫師の伴氏の主催する、安曇野「伴

初めはラフカット（荒削り）で大まかな外形を作り

塾」に入塾し、カービングの楽しさ、苦しさを教え

ますが、初めの頃は、チェンソーの切れ味に任せ彫

て頂きました。

りすぎる事がありました。後は全体のバランスを見

最初の一年目の秋、長時間連続で彫ることに集中し

ながら進めます。

過ぎ腰痛を悪化させてしまい、以後は 2 時間までと

チ ェ ン ソ ー は 4 台 あ り ま す が、 軽 さ を 重 視 し て

しました。細部の加工、タッチになる程全開でエン

35cm のカービングバーがメインで、ラフカット、

ジンを回します。チェンソーの振動を止め思い通り

細部は機種を変えます。エンジンが大きいと力はあ

のラインを描くためです。この時、肘と腰で振動を

りますが重くなりパフォーマンスが悪くなります。
作品は、相模原市津久井産材の製品カタログに載せ
て頂くほか、市民イベントでカービングデモをして
います。
彫る対象は動物が多く、フクロウ、タカ、干支の動
物やキャラクターが多く、人間を彫りたいのですが
恐れ多くてできません。最近は、台風による倒木の
伐根アートで市民に喜んで貰う事をしていますが、
いずれは朽ちて土に帰るというところが気に入って
います。

グリーン倶楽部 に参加して約 1 年になりま
すが頑張っていきます。よろしくお願いします。
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高尾グリーン倶楽部

活動記録

高尾グリーン倶楽部10周年祝賀会
川久保

芳男

2019 年 12 月 21 日グリーンセンターにて「高尾
グリーン倶楽部」設立 10 周年祝賀会が行われた。
招待客は KDDI、ソリウッド、林野庁、ラオス準会
員および当倶楽部の初代施設長の皆さんが参加さ
れ、出席者は会員を含み 32 名、会員手作りの本格
的イタリア料理と皆さんから頂いた高価なアルコー
ルで和気あいあいの楽しい祝賀会でした。初代施設
長の戸澤さんは、身体を壊したために会から退いて

トイレがウオシュレット、風呂の追い焚き、祝賀会

久しぶりにセンターに来られました。その戸澤さん

会場の暖房に石油ストーブから間伐材を用いた薪ス

から倶楽部発足時にセンター管理で苦労された話を

トーブに変えた等でした。石油ストーブ使用時は、

聞きました。日本酒を美味しそうに飲みながら雄弁

天井からの水滴がありましたが、薪ストーブに変え

でした。しかし、あの秋田弁を私は半分も理解でき

たため水滴がなくなり、カメムシ ( 触ると臭い ) が

ませんでしたが、きっと話の内容は、当初の施設は

居なくなりました。

難儀だったが今は良くなって、と言っていると思い

この 10 年間の地道な森林整備と、センター利用

ました。

者とのふれあい活動がバランス良く進化・発展した

高尾グリーンセンターが改装され、利用し易く

ように、これからも、世のため・人のため・自分の

成った事柄は、全室エアコン完備、水道水の確保、

ためにガンバリましょう。

木製品を贈りました
KDDI と東京都立工芸高校は、 産学連携事業として間伐、 除伐、
植樹などの森林保全活動を高尾グリーンセンターの森で続けてい
ます。 また、 間伐した木材で作った木製品を福祉施設などに贈る
活動を行っており、 今年度は、 工芸高校の生徒が課外活動で製
作したままごとキッチン 2 基とグリーン倶楽部会員製作の 5 本足の
丸太椅子 2 個を、 成城つくしんぼ保育園 （7 月に森林体験活動を
実施） に贈りました。
12 月 7 日 （土） の贈呈式では、 工芸高校の生徒たちが木育用

川になった道路を復旧

の紙芝居を共演しました。 園児たちは出来たてのヒノキ香るキッチ

10 月 11 日に関東に上陸した台風 19 号は各地に甚

ンに触って大はしゃぎ。 大きな声で「ありがとう」を言ってくれました。

大な被害をもたらしましたが、 梅ノ木平国有林にも林
地崩壊、 渓流の堆砂、 林道損壊、 立木の風倒折損
など大きな爪痕を残しました。
グリーンセンターへのアクセス道路は堆砂により一時
通行不能になりましたが、 森林管理署及び八王子市
と連携して取り除き、 ほぼ 1 か月後に通行可能にな
りました。
写真は、 右側の榎窪川が流木と土砂で埋まって道
路が川になっており、 路面上の土砂を 8 人で 5 時間
かけて取り除きました。
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初めてのラオス間伐ツアー
美味い！

植木

京子

到着翌日の朝、初めてのラオスで初めての朝粥の屋台。味の素で

朝粥の屋台

整えられた粥は、血の塊が入っていると聞かされて少々引き気味だった私の胃袋
を、じんわりとやさしく温めてくれました。
活動拠点の FTC への移動途中、昭和初期を想像させてくれる街並みは、何を見
てもワクワク！とうとうバスの先頭に陣取らせていただき、整理しきれないくら
いの写真を撮る羽目に。

満載の竹製品

FTC でラオス大学の学生と合流した勉強会では、ラオスの方々の穏やかさに親
近感を感じるとともに、熱気を感じる学生が少ないことに歯がゆさを感じました
が、これは南国ならではの国民性の表れでしょうか。
2 日めの宿泊はバンビエン。欧米の方のリゾート地として人気の観光地です。笹
型の浅いボートに乗り、後ろを振り向こうものならユ～ラユ～ラ。船底の“コン

FTC でのセミナー

コン”という刺激にピクッとしながらも、スリルと景色を楽しみました。フラン
ス統治時代の名残か、夜の親睦会でのパンの味は絶品でした。

3 日め は行き過ぎた焼畑農業により水が枯渇し、収穫も落ちてしまったバン
ビエンのヒンヒョウプ地区での間伐指導です。温暖な地域では植林したマイドゥ
（ビルマカリン）よりも雑木の成長が早く、木々が密集して絡んでしまい、切っ

一瞬で通り過ぎるボート

ても倒れないという困った状況に四苦八苦。植林後の間伐時期は早めが肝心。

4日め は植林や間伐で整備された森の見学ですが、私は紙布織販売のテコ入れ
のための検証で別行動。FTC の周辺では湖で魚を取り、干物などに加工して露店
で販売、慎ましくも穏やかに暮らしているように見えます。
紙布織は JICA が日本の技術者を派遣したのが始まりで、
現地でも“シフ”と呼ばれ、
初期には日本へ輸出してかなりの売り上げを作ったとか。今はラオスの特徴ある高

かかり木に四苦八苦

級絹織物の影に隠れて輸出もなく、売り上げも低迷しています。図案のデザイン力は
ありそうですが、左右対称の図柄なのによく見ると非対称だったり、輸出するには技術的
な課題も多いようです。

5日め は希望者でビエンチャンの市内観光で歴史建造物等を見学。ホアイホン
職業訓練センターでは織物の展示方法などの工夫、市内のショップではヨーロッ

美味しい干物になあれ

パの観光客向けの商品展開など、これからの活動の参考になりそうです。
ラオスもコロナの影響を受けており心配ですが、早く終息するよう願っています。
「高尾グリーン倶楽部」は 2011 年よりラオスのバンビエンのヒンヒョウプ地区で植林および間伐支援事
業を実施してきたが、今回（1 月）のラオス間伐ツアーで事業は一旦終了。
実績は植栽面積 30ha 余り、植栽本数 4 万本、間伐面積 12ha。
今後は内容は若干変更され、新たな事業として継続される予定。
同時に、JICA 草の根事業にエコツーリズムプロジェクトを申請しており、ラオス政府とは認可の申請中。
エコツーリズムと山林保全が同時に実施されることによる相乗効果を期待したい。

FTC での紙布展示

1 月の間伐ツアーでは日本から 19 名、
ラオス大学林学部教授・学生 17 名、
FTC（森林研修センター）職員 6 名、
現地村人 6 名が参加。
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ホアイホン職業訓練センター染色紹介

高尾グリーンセンター便り
一年の内で最も命の躍動する季節を迎え、高尾グリーンセンターの周りの森も緑がずいぶん色濃くなっ
てきました。しかし今年は、いつもとは全く違う様相を呈しています。都の外出自粛要請を受けて 4 ～
5 月の定例作業が中止となり、高尾グリーンセンターの宿泊やイベントも 3 月以降軒並みキャンセルと
なりました。ようやく感染者の減少傾向も見えてきましたので、早期の再開を期待しています。

高尾グリーンセンター利用案内

高尾グリーン倶楽部

自然とのふれあいや学びの場に適した環境です。グループ活動

森林ボランティア募集中

や各種研修のための施設としてご利用ください。10 名以上の貸

私たちは、
南高尾の山域（梅ノ木平国有林と隣接の民有林）で“多

切利用で受け付けています。

様で豊かな森づくり”を目指して、森林保全活動を行っています。

ご希望により高尾グリーン倶楽部のメンバーが自然体験や間伐

また、高尾グリーンセンターの施設利用者、青少年や市民の皆様

作業体験などのお世話をします。

を対象に森林教室や作業体験を支援する活動を行っています。
あなたも活動に参加し、私たちと一緒にいい汗を流しませんか。

利用料金
活動内容

宿泊利用料金：大人 3,300 円、子ども 2,300 円

1 活動場所：高尾グリーンセンターとその周辺の森林

日帰り利用料金：大人 1,000 円、子ども 500 円

（八王子市南浅川町 2905-4

TEL042-661-0514）

2 定例活動：毎月第一日曜日

9:00 ～ 15:00 頃まで

施設概要
宿泊室 4 部屋（和 2 室、洋 2 室）定員 23 名

・集合時間：9:00 高尾グリーンセンター集合。

集会室 40 人収容、調理室、浴室 2、野外バーベキュー施設

（電車の方は、8:30 ～ 8:40 に京王線高尾山口駅ロータリーで

駐車場 10 台

会員の車に合乗り）

・調理用の什器類、バーベキュー用品は一式そろっており、自由

・作業内容：

にお使いいただけますが、食材はすべて持ち込みでお願いし

植樹、除伐、間伐、歩道づくり、生態調査、木工等

ます。

・参加費：500 円（保険料を含む）

・上水道は、2017 年に新掘削のおいしい井戸水です。

3 体験支援活動：不定期、年 30 回程度

・森林作業体験は原則有料（支援者 1 人当たり 4,000 円）です

（支援要望に応じて活動を企画し支援者を募集）

が、青少年等は減免措置あり、ご相談ください。

申し込み

・詳しくはホームページをご参照ください。

下記宛て、住所、氏名、連絡先を付記して申し込んでください。

h tt p : //t akao - greenc. ma in . jp

龍久仁人

E - mail ryu-kun@jcom.zaq.ne.jp
Tel 090-4373-1555

編集委員より
グリーン倶楽部の会報第二号を発行することが出来ました。
快く原稿を引き受けてくださった方々、ご協力ありがとうございました。
第三号、四号・・と続きますように、創意性のある活動に取り組み、元気なグリーン倶楽部にしていきましょう。
またまた、拙い三十一文字です。
梅が枝にメジロ来鳴きて白き花 はらりと散りぬ春浅き朝
あしひきの山のシキミの花香り今日一番の幸せの時
春の野に苦みも嬉し蕗の薹摘みて帰らん家づとにして
春の山カケス「ジェジェジェ」と木の間飛びアオゲラ「ケッケッケッ」と遠くで笑う
山の端に白いうぶ毛が風に揺れ 私はここよとコナラ手を振る

発行 /「高尾グリーン倶楽部」 発行責任者 / 龍久仁人 発行日 / 令和 2 年 6 月 7 日
編集 / 千谷恵子 挿し絵 / 横川信由 レイアウト / スタジオ風香 印刷 /（株）アルファ
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