
2018年8月25日 暖談の会 開催レポート
晴天で猛暑の中、薪づくりワークショップ暖談の会を開催しました。会員、一般参加者、
園児や保護者の方など約50人の参加がありました。講師としてNPO法人ふるさと創生

の山部さん、佐藤さんに来て頂き、安全講習や森林整備の重要性をお話し頂きました。
伐倒のデモンストレーションではチェーンソーと斧を使い、予告した方向にずれることな
く倒れる瞬間には参加者から拍手が巻き起こりました。その後はチェーンソー、薪割り
機、スマートスプリッターで玉切り・薪割り体験をしました。保護者の方も初めて扱う道
具に緊張していた様子でしたが、お子様と一緒に力を合わせて玉切りや薪割りができ
たときには喜び合う姿が見られました。昼食はそうめん流しや炭火でスネークパン・フラ
ンクフルトを焼いて楽しみました。13時30分で保育園の皆様は終了しましたが、午後も

引き続き玉切り・薪割り体験をしました。会の終わりには、自分たちで割った薪を持ち帰
りました。当日の様子と、アンケート結果をご紹介します。

尾ヶ石保育園・園長先生、講師の山部さんの挨拶でスタート。

山部さんが作業している間は佐藤さん
による説明があり、皆さん真剣な様子で
見ておられました。

伐倒中。チェーンソーと斧を巧みに使われていました。

伐倒の様子がこちら！

スマートスプリッターで薪割り チェーンソーで玉切り 薪割り機体験

お昼を過ぎると、とても暑く、
日陰で休息や水分を取りなが
らの作業となりました。疲れが
出てくる作業終了の時間帯に
親子連れで来られた子供さん
が指を薪割機にはさむ事故が
ありました。幸い大事には至り
ませんでしたが、次回は安全
講習や十分休息をとって無理
のないワークショップの運営を
心がけたいと思います。

当日の様子
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アンケート結果

暖談の会についての感想
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・なかなか体験できない事ができてよかった。子どもたちに
とっても良い経験になったと思う。
・木に触れることが無いので全員が力を合わせてできたことに
感動しました。
・普段体験できないチェーンソーや薪割り体験ができたため。
・子どもたちが楽しめる企画だった。
・作業中心なので「談」がやや不足？
・たくさんの薪を皆で協力して作れた。
・最初は怖いと言って何もしなかったが、少しずつ楽しさや興
味が出てきたようで子どもたちも楽しんでいた。
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・太い木を育てるには必要なのが分かった。
・説明が分かりやすく、良かった。
・整備することで1本1本の木が強くなることが大切。
・実際に木を倒しているのを見てこのようにしているのか
と思った。
・（説明の中で）特に強調されたようには思わなかった。
・日差しが通り暗いところも明るくなり、また新しい植樹を
することで森がまたできるであろうと思う。
・山から川へ水が流れる過程でいかに木や森の働きが大切か
ということがよく分かった。

・チェーンソー等の手入れの仕方などを詳しく知りたい。
・できれば真夏は避けてほしい。
・自然の木材を利用して木のぬくもりを伝え、森の大切さ
を知らせてほしい。
・内容は今回のようなものでよいが、時間はもう少し短い
ほうが良い。
・つみ木も作れそう。
・働く車が好きなので森林で使う作業車などを見られる
機会があると子どもは喜びます。

お昼の様子

スネークパン作りは竹に細く伸ばした生地を巻き
つけ、炭火で焼きました。焼きたてを食べながら
談笑する姿も。そうめん流しは本日の講師・山部
さんの手作り。楽しそうな子どもたちの姿が見ら
れました。保護者の皆様、保育園職員の皆様、
ありがとうございました！



阿蘇YMCAキャンプ場にて暖談の会を開催しました。午前中は講師の岩村林業代表・岩村雄太さ
んより安全講習・林業の話をして頂きました。実際に重機を使う作業を見ながら説明をして頂き、
便利さや危険性を学びました。参加した方々は積極的に質問をしたりと真剣な様子でした。
その後は狩尾の山中に移動し作業しました。岩村林業の方が重機を使い伐倒した木の枝を
チェーンソーで切り落とし、さらに1m程度に切る作業をしました。切った木は午後から薪割り作
業を行うキャンプ場に運びました。昼食は温かい豚汁とおにぎり、焼きたてのピザをいただき
ました。午前中から雨が降り始めましたが最後までプログラムを行い、会の終わりには自分た
ちで割った薪を持ち帰りました。当日の様子とアンケート結果をご紹介します。

2018年9月15日 暖談の会 開催レポート

手前で作業しているのが参加者の方々。枝を切ったり、切った枝や
丸太を運んだり協力して作業されていました。

昼食の様子。YMCAキャンプ場に用意して頂いた豚汁・おにぎりをいただきました。また、コンパク
トなピザ釜でピザを焼きました（左写真）。ピザ釜の形や手軽さも皆様に好評でした。食後は
コーヒーを飲みながら談笑する姿が見られました。

トラックに積み込み
キャンプ場へ。

講師・岩村さんの話を興味深い
様子で聞いていました。

枝落とし・玉切りができます。タイヤ部分にチェーンが巻きついており、回転
して丸太を動かし自動で長さを測りカットします。

間伐し、光が入るようになりました。

当日の様子
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・薪をたくさん持って帰れるので。
・いつも参加するたびに面白い経験をさせて頂いて、狩尾
原野に初めて入りました。本当に面白かったです。
・林業について知らないことが体験できて勉強になった。
・今回重機を使っての作業を見学できてよかった。
・天気が良ければ非常に満足。薪が確保できた。コーヒー
やアイスが大変美味しかった。
・雨でぬれた。

・実際に林業をしている人の話が聞けたので。
・木と山、雨と山、雨と木そして自分たちの生活している街
と全部つながりがあるということが改めて理解できました。
・素人にも分かりやすく説明して頂けたことで理解が深まった。
・間伐作業等によって水害などにも強い環境になることが
分かった。
・森林整備が災害を防ぐことが分かった。
・森林のプロの説明が良かった。

・チェーンソーの使い方の講習があったらいい。
・薪ストーブの上手な使い方や、手入れの仕方の講習会があればいいと思います。
・今回のような会を多く企画してほしいです。

暖談の会についての感想

森林整備の重要性を理解できたか？

今後、暖談の会で企画してほしい内容は？

割った薪は分配し持ち帰りました。薪割り作業玉切り作業

薪割り機をテントの下に移動する際に1名の方が指を挟みケガをする事故がありました。
これまでチェーンソーの安全講習は行ってきましたが、薪割り機についても作業前に使用時の注意事項など
安全講習を行うことでケガのない運営を心がけたいと思います。

アンケート結果

0

1

2

3

4

非常に

満足

満足 普通 やや

不満

不満

0

1

2

3

4

よく理解

できた

やや理解

できた

普通 あまり理解

できなかった

理解でき

なかった

★次回も暖談の会に参加したいとの声が多くありました。 アンケートのご協力
ありがとうございました！

午後の作業の様子



暖談の会 開催レポート

キャンプ場のスギの木を伐倒する様子を見学しました。切る木の周囲の状況によって安全に伐
倒する方法は異なってきますが、今回は以下の手順で伐倒を行いました。

①伐倒方向の確認 ②受口切り ③追口切り ④くさびを入れる

⑤伐倒
伐倒した木は午後からの作業で
薪にしました。
玉切りしたものがこちら→

残暑の残る好天の中、暖談の会を開催しました。講師として岩村林業代表の岩村雄太
さんに来て頂き、伐木のデモンストレーションや安全講習、林業の話などして頂きまし
た。安全講習では、チェーンソーの安全な使い方についてご自身の体験談を交えなが
ら分かりやすく説明してくださいました。午前中は狩尾の山中で1m程度の丸太を作る
作業をし、午後からはキャンプ場で薪割り機を使った薪割り作業をしました。昼食はカ
レーと焼きたてのピザを談笑しながらおいしそうに食べる姿が見られました。午後の
作業前には、講話や安全講習を実施しました。一日ケガもなく、会の終わりには自分た
ちで割った薪を持ち帰りました。当日の様子とアンケート結果をご紹介します。

⑥枝払い

昼食、講話、安全講習の様子

2018年

9月22日

阿蘇YMCA・山田さん→

参加者の皆様↓
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・おいしい食事あり、コーヒーあり、おみやげあり、何より自然
の中で体を動かし気持ちよかったです。
・森林整備に関する詳しい話を聞く事ができ、良い経験を
させていただきました。
・皆さんよく頑張っている。
・労働、体験、昼食、コーヒー、自然（が良かった）
・今まで未経験のことをいつも体験できるので非常に満足
です。

・地震のときの活動等、貴重な話が聞けてよかった。
・説明が分かりやすかった。
・樹木の成長、間伐の必要性、エネルギー再生。
・現在林業に携わっておられる方の生の声を聞けるので
良いと思います。

次回も参加したいとの声を多く頂きました。
また、今後暖談の会で企画してほしい内容について、チェーンソーのメンテナンス等について講習して
ほしいとの意見もありました。

この活動は2018年度 JT NPO助成事業と
平成30年度地域づくり夢チャレンジ推進補助金の助成を受けています

暖談の会についての感想

森林整備の重要性を理解できたか？

昼食後は、熊本YMCA阿蘇キャンプ所長・山田真二さんより2016年の熊本地震発生時のキャン
プ場の活動についてお話いただきました。キャンプ場がある阿蘇市車帰周辺は特に被害の
大きい地域でした。阿蘇YMCAキャンプ場は避難所として、ボランティアの活動拠点として地
域の安全確保・復興に尽力してきたそうです。参加者の方々は地震発生当時を思い出しな
がら真剣に聞いていました。講話の後は午後の薪割り機に関する安全講習を行いました。

以下の写真は玉切り・薪割り作業の様子です。親子で参加された方は、協力しながら薪割り
をされていました。休憩時間には安全講習を思い出しながら薪割り機を見て、ケガしやすい
部分を改めて確認いただきました。

午後の作業の様子
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2018年10月13日

暖談の会開催レポート

10月13日（土）に今年度最後の暖談の会を開催しました。NPO法人ふるさと創生の
山部博典さんを講師にお招きし、伐木する様子を見せて頂いたり、チェーンソーの
手入れについて教えて頂きました。暖かい陽気で天気にも恵まれ、ケガもなく無事
終えることができました。当日の様子とアンケート結果をお伝えします。

失
敗
・
・
・

フェンスに当たり道路に出た枝葉を全員で片付けます2本目のクヌギは・・・

久保園長、山部さんの挨拶でスタート

伐木デモンストレーションを見学しました
1本目はヒノキ
子ども達も見守る中、無事成功しました
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・半年ぶりの参加で本会の有意義な集まりに復帰できたこと、新しく
山部さんの話も聞けたこと。
・林業に携わる方の話を実際に聞くことができたため。また、チェーン
ソーの整備、使い方の話を聞けたことは良かった。
・チェーンソーの扱いをとても詳しく説明してもらえたのがよかった。
・子どもが普段できない体験ができたから。
・良い運動になった。豚汁・ピザ・コーヒーが大変おいしかった。
・天気も良くて体を動かし気持ちよかったです。チェーンソーの講習会
とてもよく分かりました。豚汁おいしかったです。
・GYM活動として興味深い。

・間引きをしないことが水害の一因になることを理解した。
・説明によって間伐をしっかりしておくと、枝が広がり、根もしっかり
張って土砂崩れを防ぐということがよく分かった。
・エネルギーのサイクル
・間伐の大切さがよく分かった。
・説明が良かった。

・場所を色々変えること、また一般参加があと5～10人増えるとなお良い。
・回数を多くしてほしい。
・月夜に焚火をやってみたい。

アンケート結果
感想・満足度

森林整備の重要性への理解

今後の要望

午後の様子

昼食

安全講習 チェーンソー講習 薪割り作業

ピザが焼けるのを待つ間は
交流の時間

本日のメニュー：豚汁・おにぎりは
好評でした


