
新年明けましておめでとうございます
組合員の皆様には    しかし、この目標を達成するには、健全

　良きお年をお迎えのことと な山々の緑なくしては成し得ません。

　     　　 お慶び申し上げます    三日月知事が折に触れ言われる「山の

本年も何卒宜しく 健康」が不可欠です。

　　　　　　お願い致します    その「山の健康」を担っているのが私達

綿向生産森林組合であり、昨年11月に３

   さて、昨年は「コロナ」のひと言で表せる一 回目の定期審査を受けました 「ＳＧＥＣ

年でした。 森林管理認証」への取り組みです。

   この組合にありましても、６月の通常総代会 　

も開催は致しましたが、総代の皆様には、書    この先、県下でも有数の面積と組合員

面に依る議決をお願いする状況となりました。 数を誇る生産森林組合として、Ｊ－クレジ

   その様な一年が終わり、明けました今年も、 ットの導入や、企業との協定強化、森林認

まだまだこのコロナに影響される一年になる 証や認証材の啓蒙などにも取り組む必要

ものと思われます。 があると思われます。

   その様な中にありましても、その先を見据え 　

た視座に立つことが必要とされます。    変わりつつある山の使命をしっかり見

　 据え、後から来る子ども達に確かな未来

　国を始め県が取り組みを始められた「ＳＤＧｓ」 を届けるためにも、役職員一同、新たな

や「2050年にＣＯ2排出量実質ゼロ」。 気持ちで取り組んで参ります。

国は“脱炭素社会”実現のための施策を    組合員皆様には、本年も変わりませず、

示されつつあります。 ご支援ご協力賜ります様お願い致します。

綿向生産森林組合 URL http://www.rmc.ne.jp/watamukｉｓａｎ/　　 TEL 0748-52-0010　　FAX 0748-52-0186
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謹賀新年 



○ 間　伐 21.8ha (切捨含む)  

○ 枝打ち   0.9ha  

○ 植　林   2.5ha
○ 作業路開設 

　６箇所 3,780ｍ
○ 林道草刈り 約 4km
○ 中電鉄塔草刈り ９基及び巡視路

※上記作業は委託を含みます。

  

70%

主な作業の進捗状況
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126%

95%

32%

令和２年度 作業状況 

  伐倒 ･ 枝払い作業      山土場 仕分け 

  滋賀県林業会館建築現場見学会 

 築50年となる 大津市におの浜の滋賀県林業会館 も老
朽化が進み、このたび大津市大萱に新築移転されます。 
 昨年７月に地鎮祭が行われ、現在も完成に向け作業が
進められています。 
 そのような 滋賀県林業会館ですが、このたび関係者を
集め、建築資材や工法についての説明を兼ね、現地見学
会が行われました。 
 県産材（びわ湖材）を活用しようと、県下各森林組合
から構造材など建築資材を購入し、当組合からのヒノキ
材は、主に土台や大引きに利用され、完成後には隠れて
しまうのが残念ですが、基礎と同様に建物をしっかりと
守る大事な役割をしています。 
 建築工費の35％が木工事で 約4,200万円。内装材を
含め県産材（びわ湖材）は約95m3となります。 

建築面積  313m2 
延床面積  501m2  １階 ： 272m2 
               ２階 ： 229m2 

施工面積  548m2 
構   造  木造２階建 
工  事  費    12,000万円    
         （約22万円/m2） 

関係者への説明 ２階 アーチ架構のホール １階 4m材で6m天井を確保 

積水樹脂（株）「琵琶湖森林づくりパートナー協定」契約解除 

 平成２２年１１月に締結し、２期１０年が経過しました
「積水樹脂（株）」様との パートナー協定も、今年度は
“コロナ禍”で各イベントが中止される中、社員の皆様に
よる森林保全活動においても中止が決定されました。 
 また、昨年も悪天候により中止となった経緯から、１０
年を節目に一旦契約を解除されました。 
 １０年を振り返り、既に設置されていた 協定看板 を
新たなデザインに更新し、積水樹脂（株）様の活動記録と
して、蘇りました。 
 設置場所は、熊野地先の協定林手前で、グリム冒険の森
キャンプ場入口付近の町道沿いです。 



 

( 会 長 ) ( 副会長 )
○西大路区 岡　　 彰一　様 西岡　清義　様
○鎌  掛 区 平尾　義明　様 山下　賢次　様
○日 野  区 山本　 　博　様 小林　英一　様

◇椎茸原木販売予約について

◇役員改選について

3

  ９月11日、恒例の菌山入札会も、コロナ禍に 
より 「預け札」 だけの入札会となりました。 
  事務所玄関には「入札箱」を設置し、事前に 
入札された札を、当日９時から役員立ち会いの 
もと、開札を致しました。 
  売上の結果については、前年度の85％で 
116,300円（税別）となりました。 
  気になる収穫量ですが、ちらほらと情報を頂き、 
菌山販売にご協力を頂きました皆さま、誠に有り
難うございました。 

お知らせ 

組 合 行 事 ・ 活 動 

入札箱と開札状況 

  11月30日、第15期総代の皆様には、７月に就任を頂 
いてから、コロナ禍で「地区別総代会」が開催できない中、 
林業センターに代表者だけにお集まり頂き、総代の任務
の説明や会長・副会長の選出をお願い致しました。 

 書類審査 

  原木による椎茸栽培に興味深い組合員の方も多いと思いますが、
手軽にチャレンジしてはいかがでしょうか？。 
  例年、植菌した「ホダ木」を販売していましたが、今後は「原木」で
の販売に切り換えてまいりたいと考えております。 
 詳しくは、後日「椎茸原木の申込みお知らせ」を回覧しますので、
ご確認下さい。 

  今年も事務所玄関には、大きな門
松が飾られました。 
  役員ＯＢの有志により設置され、
お正月気分を高めて頂きました。 
  高さ約３メートルもある大きな門
松で、新型コロナウイルスも追い払
えますように。 

新春 門松飾り 

菌山入札会 

総代代表者会 

森林認証更新審査 
  平成29年12月に取得しました「SGEC森林 
管理認証」も３回目の更新となり、11月26日 
～27日の２日間、（一社）日本森林技術協会 
より、書類・現地ともに審査を受け、先月12月 
に行われた 「SGEC森林管理認証判定委員 
会」 において承認されました。 
 ※（第１期の承認期間は令和４年11月30日 
まで） 

  平成30年６月より就任を頂いております 理事・監事の任期が、
今年６月に開催予定の第74回通常総代会で改選となります。 
  総代代表の方々には、３地区において「役員推薦会議」を行い、
次期役員の選考をお願いすることとなります。 
  詳しくは、３月にご案内をさせて頂きますので、宜しくお願い致し
ます。 

 現地確認 

 会場の様子 



　モノの断捨離はコロナ禍でされた方たくさんおられると思います。 ◆安岡正篤
ヤスオカマサヒロ

　【なくてはならぬ人】

しかし、コロナで制限された生活が続く中、皆様の心はだいぶ疲れが 賢は賢なりに愚は愚なりに、一つのことを

たまっているのではないでしょうか？そこで「心の断捨離」をし、気持ち 何十年と継続していけば、必ずものになる

をスッキリしてみてはいかがでしょうか。 別に偉い人になる必要は

ないではないか

社会のどこにあっても、

その立場立場において

なくてはならぬ人になる

そういう生き方を考えなければならない

　ご存知の方もおられるかと思い

ますが一部ご紹介します。

　蛇口から当たり前のように出てくる水！

ある朝「水道管破裂したし水出ませんので」

え～っ！ﾄｲﾚどうするの？手洗えない！

被災地の方々のご苦労がはかりしれません。

備えのなさ、反省です。

　コロナ禍での断水は感染防止の観点から

も避けたいものです。

　今ではトイレと手洗い用に、ペットボトルに

貯水し、確保しています。　各ご家庭でも非

常時に備えて、飲料水のみならず準備され

ておいてはいかがでしょうか。

皆さんの掲示板❣ご応募お待ちしております(*^_^*)

　　ご応募いただいた方全員に、粗品プレゼント！

　○応募資格　組合員と同居のご家族

　○応募方法　官製ﾊｶﾞｷに、①氏名  ②住所

　　③電話番号  ④【わたしの掲示板】

　○応募締切　令和3年2月26日（金）当日消印有効

ホームページ

 
 
 
  

 入ってくる不要なモノを断つ （余計な気持ちを断つ） 
      

不要なモノを捨てる （考えなくていい気持を捨てる） 
   

    モノへの執着から離れる （固定概念の執着から離れる） 
 

綿向生産森林組合 検索 

名 言 

“やましたひでこさん”提唱 【断捨離】 

人の悪口はうそでも面白いが 
自分の悪口は 

ほんとでも腹がたつ 
龍澤寺（愛媛） 

人生に大切なのは  
何回呼吸するかではなく 

何度息をのむ瞬間に 
出会えるかよ 

 BEYONCÉ(ﾋﾞﾖﾝｾ） 
真蓮寺（京都） 

【お寺の掲示板大賞2020】  
コロナよりも怖いのは 

人間だった  
神奈川県 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ店員 

明導寺（熊本） 

【わたしの掲示板】  
明日こそと  
思っている君 

君の明日はいつですか？ 
綿向生産森林組合（M・Y) 


