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３月は石川県知事選挙と金沢市長、金沢市議補選、輪島市長選挙で、
皆さんも意中の候補の情勢動向でやきもきされていたのではないでしょう
か？
県知事選は何といっても谷本さんが、28 年もの長きに亘って知事を務
め、今までの投票は選択の余地が少ない印象がありましたが、今回は 5
人の候補者が立候補し激戦を戦いました。結果は日本の民主主義の原則
に従って当選者が決まりましたが、いつも感じるのは投票率で、今回はよ

桃の花

うやく 60％を超えましたが以前は 40％前後でその中の最大得票で当選す
るので、果たして民意とはどの様なものなのか？と思ってしまいます。

令和４年 森づくりイベント予定（一般参加可能活動）
日程

イベント内容 （予定）

４月２９日（金・祝）
５月５日（木・祝）

場所

ササユリの里づくり
ササユリ植栽地の整備
キゴ山山開きイベント
キゴ山の自然体験イベント多数

医王の里
銀河の里キゴ山

５月１４（土）

きんしん東原の森づくり
森林整備とシイタケ植菌体験

金沢市東原町

５月２２（日）

みどりとスポーツの融合イベント
各種スポーツ体験、バラ関連イベント等

金沢南総合運動公園

問合せ先
日本ササユリ会事務局
076-231-5332
キゴ山ふれあい研修センター

076-229-0583

きんしん環境財団
076-231-7990

金沢市スポーツ事業団
076-247-9019

クリスマス・ヴィレッジ

１２月１１・１２日（土・日）
金沢の森育 クリスマス・

森の素材を使ってのオー

ヴィレッジのイベント名で、

ナメントやクリスマスワッ

金沢市民芸術村で２日間

ク作り、竹で作ったトンネ

開催しました。約１２００人

ルで遊んだり球体を作っ

の 来場 者が あり 、森 をキ

たりと盛り沢山でした。

ク、森をミル、森でツクル、

また、フィンランド生まれ

竹をクグルのテー マで来

のモルックゲ ームでは 、

場者に森を身近に感じても

ほとんどの来場者がシン

らいました。

プルだが奥深いゲームを

森でツクルコーナーでは、

楽しんでもらいました。

１２/２３（木）ミニ門松づくり

１/５（水）中央児童クラブ出前講座

金 沢林業大 学校公開 講座 と し

中央児童クラブ児童５９名を対

て、ミニ門松づくりを粟崎のもの

象 に 森 の出 前 講 座 を行い ま し

づくり会館で開催しました。公募

た。

抽選の市民、林業大学校聴講生

昨年に引き続き２回目なので工

１７名が講師の浦上さんから作り

作はネームプレートづくりに加え

方を実演、説明をしてもらい手順

コマを作る事もプラスして行いま

に沿って縁起物のミニ門松を作

した。もくざいのヒミツの紙芝居

りました。

も熱心に聞いてくれました。

１/５（水）仲よしホーム出前講座

１/６（木）花園児童クラブ出前講座

野町仲よしホーム児童２９名を

二日市町の花園児童クラブで児

対象に森の出前講座を行いまし

童２０名を対象に森の出前講座

た。

を行いました。

低学年の児童が多かったがクイ

最初に簡単な森の話を行い、ノ

ズを交えた森の話の後、ほとん

コギリ作業不可だったのでスギ

どの子供はノコギリ作業にチャレ

のコースターを配り、サンドペー

ンジし、ネームプレートを作って

パーで磨いて絵や名前を書いて

もらいました。

ネームプレートに仕上げました。

１/７（金）小将町中学校出前講座

１/１１（火）押野小学校出前講座

小将町中学校１年生２クラス５７

２年生３クラス８６名の児童を対

名 を １時限 ずつ の授 業 に 分 け

象に３時限続けて森の出前講座

て、環境教育に熱心な校長先生

を行いました。クラスが違うと同

の依頼で森の出前講座を行いま

じ授業を何回も行う先生の大変

した。

さも少しわかりました。

ノコギリ、カナヅチ不可だったの

林野庁の矢放さん作成のもくざ

で森の話に時間を取り、スギの

いのヒミツを見てもらい、スギの

ネームプレートを作りました。

ネームプレートを作りました。

１/１３（木）押野小学校出前講座

１/２０（木）十一屋小学校出前講座

１１日に続き１年生２クラス６６名

１年生２クラス４３名を対象に森

を対象に森の出前講座を２時限

の出前講座を行いました。

行いました。

今回も１年生なので森の話を簡

１年生なので森の話は簡単にし

単に済ませ、パワーポイント紙

て、もくざいのヒミツのパワーポ

芝居を見てもらい、ネームプレ

イント紙芝居を見てもらい、スギ

ートを仕上げてもらいました。

のネームプレートを作ってもらい

ふりかえりの時間も取れ、質問

ました。

にもたくさん答えました。

金沢市 海岸松林 再生事業
金沢海岸の松林は防砂や防潮、防風のため先人が植栽、保育してようやく
大きく成長し、人家や作物を守ってくれるようになりました。
ところが昭和の末頃から石川県でも、マツが大量に枯れる現象が目立ち始
め、里山をはじめ貴重な海岸松林にまで被害が拡大してきました。
減少した海岸の松林を地域住民やボランティアの力で再生し、美しい松林
を後世に引き継ぐために、金沢市が計画を策定し抵抗性クロマツを、粟崎から
打木に至る金沢海岸に植栽しています。
※抵抗性クロマツとは松枯れの原因となるマツノザイセンチュウが、松の樹体
内に侵入しても枯れにくい、抵抗力のあるクロマツです。
３/５（土）粟崎地区

３/５（土）粟崎地区

粟崎パークゴルフ協会会員

金沢市海岸砂防協会の会

の皆さん約１２０名が、抵抗

員の皆さん１９名が、粟崎

性クロマツの苗３５０本を粟

やすらぎの林に抵抗性クロ

崎やすらぎの林パークゴル

マツの苗を２５０本植えまし

フ場の一角に植栽しまし

た。植栽前は天候が荒れ砂

た。合せてゴルフ場の整備

嵐と雨が降り作業が心配さ

作業も行い、午後からは今

れましたが、作業中は晴れ

季初プレーを楽しみました。

間がのぞきました。
3/10（木）金石地区

3/6（日）下安原地区
下安原町生産組合組合員の

金石町小学校は学校に隣接

皆さん１０名が参加し、地区

する海岸松林が松くい虫の

周辺の畑周りに、抵抗性ク

被害に遭い、例年３年生が

ロマツの苗３００本を植えま

抵抗性クロマツの苗を植栽

した。

しています。今年はコロナ禍

以前に植えたマツが、松枯

の影響で私たちと金沢市の

れ被害で切り倒した跡地に

担当者で１５０本の植栽を行

間隔を取って植えました。

いました。
3/18（金）金石地区

3/15（火）専光寺地区
金沢マレットゴルフ協会会員

金石大野グランドゴルフ協議

の皆さん５０名が、専光寺ふ

会の会員１６名は、金石・大野

れあいの森ゴルフ場内に抵

やすらぎの林内のホームグラ

抗性クロマツの苗１００本を植

ンド内に抵抗性クロマツの苗１

栽しました。

５０本を植栽しました。

合せてゴルフ場の清掃整備も

ぐずついた天候でしたが、ペア

兼ねて行い、スッキリと整った

になってもらい丁寧に植えても

ゴルフ場になりました。

らいました。

刈払機・チェンソー 講習会のお知らせ
講習の種類

開催日

開催場所

令和４年

石川森林文化

４月１５日（金）

ホール

令和４年５月２５日（水）～

石川森林文化

刈払機取扱作業安全教育
伐木等業務（チェンソー）特別教育

２７日（金）

締切日
Ｒ４年４月５日（火）
Ｒ４年５月１３日（金）

ホール

刈り払い機やチェンソーを安全に正しく使うための講習会が実施されます。
登録会員の方には受講に対しての支援を行っています。希望される方はこの機会にぜひ受講ください。
会場は石川森林文化ホール（金沢市東蚊爪１-２３-１）で行います。
※ お問い合わせ、お申し込みは期日までに金沢森づくりサポートバンク事務局までお願いします。
※ 必ず、金沢森づくりサポートバンクにお申込みください。（直接申し込みは補助対象になりません）

「お世話になりました」
この 3 月末をもって、金沢市林業振興協議会を退職することとなりました。
会員の皆様には、各種事業やイベントなどの運営にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
思えば、私が就任した令和２年４月はコロナ禍の始まりの頃で、１年程度でワクチンや有効な治療薬なども出来その
うち収まるだろうと誰もが思っていましたし希望もしていました。それが、よもや２年を過ぎた今日まで、社会活動や経済
情勢などに大きな影響を与えるとは思いもよらないこととなりました。
このような状況の中で、企業の森づくりや学校の出前講座などの活動は縮小を余儀なくされましたが、放課後児童ク
ラブへの出前講座など新たな取り組みも出来、活動の幅が広がったように思います。子供たちへの森林教育のお手伝
いなどを通じ、私自身も改めて森林の大切さや啓発活動の重要性を実感させていただきました。
いよいよ、森林環境譲与税が本格的に導入されようとしています。金沢市では持続可能な金沢の森づくりのため、新
年度より当協会の改変も含めた新たな組織づくりに着手すると聞いています。森からはじまる金沢のミライの実現と、
会員各位がご健勝でご活躍されることをご祈念申し上げます。ありがとうございました。

金沢市林業振興協議会

事務局長

木村 裕一

編集雑記
「松枯れ」
森づくり通信の記事で紹介している海岸林再生事業の抵抗性クロマツの植栽は、毎年２～３月にかけて
各種団体のご協力を得て実施していますが、そもそも何故マツが枯れるのかを知っている人は少ないと思
いますので簡単に記してみたいと思います。
松枯れを起こす直接の原因生物はマツノザイセンチュウ（以下センチュウ）という線虫で、松の樹内に侵
入して水分や養分の通り道を塞いで松を枯らしてしまいます。しかしセンチュウは自分でマツからマツへと
移動できません。そこで移動手段としてマツノマダラカミキリ（以下カミキリ）という昆虫が関係してきます。
カミキリが枯れた松の中で蛹から成虫になるときにマツの樹内にいたセンチュウがカミキリの体内に乗り
移り、カミキリが新しい松に移り枝を噛んだ食痕からセンチュウが樹内に侵入します。
その後は枯れた松の中にカミキリが卵を産み成虫になった時に乗り移り、上記のようなサイクルを繰り返し
繁殖しマツを次々枯らします。
金沢市森づくり専門員 加藤 八郎

