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島根県立農業大学校・森林管理科

密着
レポート

学生生活のススメ

島根県立農業大学校 森林管理科

島

根県立農業大学校森林管理科では、地域の森林管理を担い、活躍できる林業技術者を養成しています。
森林管理科は、現場で要求される知識や技能の習得に重点をおいた実践的なカリキュラムにより、専

門的技術を学びたい学生に質の高い教育を提供しています。
森林管理科の特徴

その1

充実した研修施設や隣接の県有林等の実習フィールドにおける少人数教育

その2

即戦力につながる豊富な技能講習や資格取得など、
「大学校」ならではのカリキュラム編成

その3

県の試験研究機関（中山間地域研究センター）の専門研究員による直接指導や最新の技術情報の提供

その4

県内の林業事業体でのインターンシップをはじめとする実践的な人材育成

その5

入学金・授業料は県立高校と同額（入学金5,650円、授業料118,800円）

今年4月には、8名の新入生が入学し、現在、総勢15名の学生が森林整備・管理のプロフェッショナル



を目指して林業技術の習得に励んでいます。知られざる学生生活と、彼らの胸に秘められた熱い思いに迫
りました。

密着レポート❶
学生の一日（2年生 梶谷 和弘君の場合）
登

校

〜8：30

朝は7時に起床。朝食をしっかりとった後、マ
イカーに乗って通学しています。通学時間は約
30分。車中では好きな音楽を聴いています。
授業（座学）

8：50〜12：00

午前中の授業は座学主体の設定になっていま
す。森林・林業に関する幅広い知識や技術を
学びます。
昼

休

み

12：00〜13：00

お母さんの手作り弁当で腹ごしらえ。
友達と談笑したりリラックスした時間です！

授業（実習）

13：00〜16：20

午後は実習中心の授業が組まれています。チ
ェンソーによる伐木実習や高性能林業機械を
使用した木材の造材・搬出など実践的な内容
となっています。
帰宅後アルバイト

18：30〜

週に3日、中華料理店でアルバイト。
接客対応もあり、清潔な服装や丁寧な言葉遣
いなど学ぶ事も多く、貴重な経験です。

学 生 の 声
2年生

松村

樹君

農大に入学して「あっ！」という間に１
年余りが過ぎました。森林管理科では、森
林や林業に関する基本的な知識を始めとし
て幅広く学ぶことが出来ます。また、実践
的な実習によって基本的な技術を身につけ
ることができるところも魅力です。
森林管理科で学んだ知識や技術、たくさ
んの思い出は、卒業後も『秘密兵器』として
きっと私を助けてくれると信じています。

指 導 職 員
の 声
宇山

由夫教授

農大の2年間を通じて、複雑な生態系で
ある森林を管理・活用するための知識や技
術を身につけてほしいと思います。そして、
将来的には、知力と体力を併せ持つ森林･林
業のプロフェッショナルとして活躍してほ
しいと願っています。

表紙の説明
島根県立農業大学校・森林管理科における実習風景です。
チェンソーによる伐木をはじめ、プロセッサーやタワーヤーダ等の高性能林業機械を使用した木材の造材・搬出など実践的な内容となっています。
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密着レポート❷

Q

森林管理科の学生に聞きました!! 〜学生アンケート結果〜

Q

森林管理科を志望した理由は？

入学前後で、森林管理科の印象はどう変わった？

A1

（前） 座学よりも実習に力を入れており、実習も全て森林
内で行われると思っていた。
（後） 座学も実習も同じくらい力が注がれている。実習は
様々なフィールドにおいて色々な内容が行われてお
り楽しい。

島根の森林を守るため。

A2

（前） 寂しそうな雰囲気。
（後） 友達が増え、楽しい学校生活。

地元の森林組合に就職したいと考えたから。

A3

（前） 正直、入学するのが怖かった。
（後） とても素晴らしい環境で講義が行われていると思う。周
りの人も優しい人ばかり。

A1

自然や植物に興味があり、農業よりも林業に関心があったから。

A2

屋外での仕事に興味があり、体力に自信があったから。

A3
A4

純粋で熱く、頼もしい志望動機です！島根の森林の未来は明るい!!?

最初は不安な気持ちを抱えて入学した学生も、森林管理科での学生生
活をのびのびと楽しんでいます。

写真は農大・飯南キャンパス（森林管理科）がある島根県中山間地域研究センター

■在学生の出身地

■在学生の居住状況

県外 29％

いざ来たれ！森林・林業の未来を切り開く挑戦者たち

平成24年度 学生募集

自宅 29％

Shimane Prefectural Agricultural College
県内 71％

寮 71％

■募集人員及び修業年限等
科

岡山県、広島県、茨城県、石川県など、 希望者は学生寮に入寮可能
県外出身の学生も学んでいます。
（平成24年度リニューアル供用開始！）

■就職希望先

■卒業生120人の就職状況
（平成7年度〜平成22年度）

公務員
7％

進学 1.7％
その他
2％

林業関連事業体
27％

公務員
森林組合
66％
林業関係
6％

希望の就職先を目指して、がんばれ！

他産業
19％

林業関係
団体
森林組合
32％

林業関連事業体
35％

その他 1.7％
森林組合連合会 2.5％

募集人員

修業場所

森林管理科

名

10名

飯南町上来島

修業年限

園芸畜産科

30名

大田市波根町

2年

■募集人員及び修業年限等
試験区分

願書受付

試験日

合格発表

前 期

H23年11月14日㈪
〜11月29日㈫

H23年12月14日㈬

12月21日㈬

後 期

H24年1月16日㈪
〜1月31日㈫

H24年 2月15日㈬

12月22日㈫

学校長推薦入試

H23年9月27日㈫
〜10月12日㈬

H23年10月27日㈭

11月14日㈮

一 般
入 試

地 域 推 薦 入 試※

随

時

自己 推 薦入 試※

H23年9月27日㈫
〜H24年１月31日㈫

試 験 場 所

島根県立農業大学校 本校（大田市波根町970-1）

（

願書受付後10日以内
に試験日を通知

）

試験日から
7日以内

※印：社会人等を対象として設けられた試験区分です。

●詳しくは「学生募集要項」をご覧ください●
◆平成24年度 学生募集要項・学校要覧等は、島根農大ホームページからご覧いただけます。

http://www.pref.shimane.lg.jp/nogyodaigakko/
◆森林管理科の授業・実習等の様子はブログ（農大森林情報）で紹介しています。

http://blog.goo.ne.jp/f-nodai

学生募集の詳細につきましては、島根県立農業大学校
教育スタッフ［教務担当］までお問い合わせください。

TEL0854-85-7011
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東日本大震災復興支援 島根県の取組
復興支援
❶

東日本大震災の被災者に対する就業支援について
林業課 森林組合・担い手スタッフ

島根県では、被災者の方々に、県内の林業事業 【被災者の受け入れを表明している事業体】平成23年6月10日現在
体へ就業いただけるよう、
「島根県林業就業支援事
業（地域人材育成）
」を実施しています。就業者
は、林業事業体で働きながら、チェーンソーや刈
払機の操作研修を受けることができます。
また、
被災者を雇用する林業事業体に対しては、
雇用に係る人件費や研修費として、一人一か月当

松 江 市
安 来 市
出 雲 市

事業体名

電話番号

山陰丸和林業株式会社

0852-23-1300

松江八束森林組合

0852-24-7228

高木木材株式会社

0854-22-2145

株式会社出雲木材市場

0853-21-1855

浜村木材有限会社

0853-84-0607

合同会社金本商事

0855-42-2718

江 津 市

千代延林業有限会社

0855-93-0226

伸共木材協同組合

0856-25-2333

有限会社ジーエムケイ

090-1011-8101

五共木材株式会社

0856-23-0211

大久保林業

0856-56-1092

隠岐の島町

株式会社ふせの里

08512-7-4428

海 士 町

隠岐島前森林組合

08514-2-0664

県

浜 田 市

委託契約

0855-77-0035

実績報告

県森連・㈳県木材協会

山興緑化有限会社

職場外研修

職場研修

0853-28-0888

美 郷 町

再委託契約

雇用契約

求職者（被災者）



須山木材株式会社

【事業の枠組】
森林組合・林業事業主

たり24万円を上限に助成します。

市町村

益 田 市

※給与、手当等の条件は各事業体によって異なります。

復興支援
❷

合板用原木の安定供給のための対策について
林業課 木材振興室

東日本大震災では、岩手、宮城両県の合板工場の被災により、国内生産の約3割が停止しました。その一
方で、仮設住宅と復興住宅の建設等に必要な合板の確保が求められており、現在、業界を挙げてのフル生
産が行われています。合板生産において高い全国シェアを占める県内工場においても、増産体制に入って
おり、原料となる国産原木の供給が課題となっています。
県では、これら増産に伴う原木の供給支援として、原木安定供給対策事業を実施します。
【原木安定供給対策事業の概要】
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①県外（被災地）原木流通支援（国庫補助事業活用）

②県内産原木流通支援（県単独事業）

支援内容

被災工場の在庫原木や被災工場へ出荷していた原木を
非被災工場等で受け入れる場合、その流通経費を支援。

県内の原木を、県内合板工場等へ供給する
場合、その流通経費を支援。

助成対象

被災地域の原木

県内産原木（前年度納入実績を上回る分を対象）

助 成 額

2,500円/㎥

1,000円/㎥

対 象 者

合板製造業者等

合板製造業者等に原木を供給する木材業者

海岸林の保全と機能強化について
〜島根の緑豊かな海岸林を守る取組〜

森林整備課 森林計画グループ
■島根県の海岸林
島根県の海岸線は、約1,000キロメートルにもおよび、県の木でもあるクロマツを主体とした海岸
林は、白砂青松の美しい景観を彩るとともに、冬の日本海の厳しい季節風を防ぎ、私達の生活環境
を快適にしてくれる貴重な財産です。
しかしながら、近年、手入れ不足や松くい虫被害などにより、後世に引き継ぐべきこの貴重な海
岸林が失われつつあります。
海岸林の劣化を防止し、その機能を充実させていくためには、県や県内各市町村などによる施策
とともに、地域住民やボランティア団体による活動が重要です。本年度から、島根県では、関係す
る市町村とともに、この地域の取り組みの輪をより一層広げて、地域住民の方々や、ＮＰＯ法人、
企業などの応援団との連携を推進していきます。


保全されている海岸林
（江津市都野津町〜敬川町）

治山事業で整備された防風柵
（出雲市外園町）

■海岸林機能の強化

〜島根の豊かな海岸林を守る総合対策

監
3つの取り組みを
組み合わせて

講演会
の
ご案内

地域住民による植栽活動
（益田市中須地区）

視

●地域住民による監視の仕組みづくり・サポート
●地域外からの応援団（企業や学校）を募集

地域と行政の
適切な役割分担

松枯防除

森林再生

●地域住民による松枯れ監視や枯損木除去
●松枯木の伐倒や薬剤による防除や林外搬出
●被害予防のための薬剤注入など

●地域の活動（植栽など）を支援
●県営による海岸林機能強化（苗木植栽や防
風柵設置）
●抵抗性マツの生産体制整備

■演題／海岸林の重要性と保全
〜豊かな海岸林を未来に引き継ぐために〜
■講師／坂本

知己 さん

独立行政法人森林総合研究所 気象害・防災林研究室長

■定員／約200名
（両会場とも）
【問い合わせ先】 島根県農林水産部森林整備課

浜田会場

出雲会場

平成23年8月2日㈫

平成23年8月3日㈬

島根県立大学交流センター
コンベンションホール

大社文化プレイス「うらら館」
ごえんホール

開場9：30・講演10：00〜12：00

開場9：30・講演10：00〜12：00

森林計画グループ

TEL：0852-22-5178 FAX：0852-22-6549 ■担当：内藤・和田

参加費
無料
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「もりのす」OPEN!!

飯南町ふるさとの森宿泊施設

森林セラピーⓇ基地 飯南町
町内外出身の若いスタッフ
（平均年齢30歳）で運営される「もりのす」…その秘密に迫る。

森林セラピーで癒される

「もりのす」で癒される

〜森林セラピー体験 in ふるさとの森〜

〜飯南高原の野菜でつくる癒しの料理〜
マネージャー
メインシェフ
恵 さん

芝生広場

馬庭



小さなお子様でも入れる小川

田邊真衣子 さん

「もりのす」トップの私は
20代前半です。
女性目線のおもてなしを
心掛けています。

提供される料理は、
地元産の玄米や野菜を
中心としたメニューです。

森林セラピーの効果を、より実感していただくため、体の調子を測定します。

ガイドの指導により、森林セラピーでココロとカラダを効果的に癒します。
■可愛らしい内装の客室

連休はキャンプ場が大賑わい

お問い合わせ
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木材チップが敷き詰められたセラピーロード

安部

■レストラン
オープンテラスで爽やかな風
に吹かれながら食事をお楽し
みいただけます。

お待ちしてまプ〜★

スタッフ
均さん

出雲

9

浜田

宍道

松江

出雲I.C
木次三刀屋I.C

浜田I.C

飯南町

米子

山陰自動車道

米子I.C

飯南町ふるさとの森
●森林セラピー基地／施設●オートキャンプ場

広島北J.C.T

〒690-3403 島根県飯石郡飯南町小田842-2 TEL0854-76-3119
ホームページ●http://www.iinan.jp/forest-therapy/
http://www.iinan-net.jp/~morinosu/

千代田
J.C.T

54
広島

島根県県民の森【赤来地区】

54

浜田自動車道

広島I.C

三次I.C

375
西条I.C

184

国道54号線「県民の森」案内看板から約8km・15分
世羅I.C

尾道J.C.T

中国自動車道

山陽自動車道

落合
J.C.T

岡山J.C.T

三次I.Cより約40分・松江市より約1時間30分・世羅I.Cより約1時間10分

み

vol. 19

弥

せん

山

出雲市／標高：506.0ｍ

き づき

出雲北山を代表する弥山は、
出雲国風土記には杵築大社（出雲
いずもの み さきやま
大社）がふもとに鎮座する出雲御埼山として登場します。や は し ね
この風土記で有名な国引き神話では、
出雲御埼山を含む八穂米
き づ き
み さき
支豆
支
の御
埼
（出雲市大社町日御碕〜同市小津町）は、
朝鮮半島
しら ぎ
の新羅の岬から引き寄せた土地で、
この土地をつなぎ止めるため
さん べ さん
その
に立てた杭が三瓶山で、引いた綱が薗の長浜になったと伝えられ
ています。
しゆ み せん
現在の山名、弥山とは須弥山の略称で、古代インドの世界観で
中心にそびえる山のことを言い、
神仏習合の名残と考えられま
だいせん
す。
近くでは鳥取県の大山や広島県の宮島など信仰の地に同じ山
名が見られます。
出雲大社大鳥居から望む弥山
登山道は、出雲大社のある南側からだけでなく、
パワースポッ
からかま
トとして注目されている韓竈神社のある北側、山頂を東西に結ぶ縦走路からなど多数ありますが、
ここでは南側の国
こ やす じ
道431号線沿い“みせん広場”から子安寺近くの一般コースを登って正参道
コースに下るルートを紹介します。
一般コースは、登山口からいきなり急なジ
グザグ道を登り、途中なだらかになって最後の岩場を登り山頂へ約1時間で
す。そして今回下りの正参道コースは、山頂（506.0ｍ）の出雲御山神社から
あ す き
東側にある三角点（495.8ｍ）の横を通って阿須伎神社近くの国道431号線沿
いに降り、
“みせん広場”まで戻って約1時間です。
〔登山適期：3月〜12月〕
山頂と三角点の間にある稜線の岩場からは薗の長浜と遠く三瓶山を望む海
と陸のパノラマが広がり、神話の世界を彷彿とさせてくれます。
弥山は、出雲北山のシンボルで、出雲地域の人々の親しみと畏敬を集める霊
山頂から望む薗の長浜と三瓶山
峰です。
〔内藤暢文〕

シリーズ ⑰
島根県内の森林には、多くの注目すべき植物が自生しています。
このシリーズでは、このうちの樹木を中心に紹介していきます。

■ ノリウツギ（糊空木／別名：ノリノキ、サビタ）（ユキノシタ科）
北海道〜九州、南千島、サハリン、中国、台湾に分布す
る樹高 2 〜 5 ｍの落葉低木です。草原の低木林や林縁
など山地の日当たりの良いところに生育しています。
葉は枝に対生し、葉の形は卵形から楕円形で縁には
きょ し
鋸歯があります。花期は 7 〜 9 月で、枝先にたくさん

の小さな両生花と少しの装飾花をつけます。アジサイ
属の多くは装飾花をつけますが、ノリウツギも同様で
名前はウツギですがアジサイの仲間と分かります。ま
た、アジサイ属の多くは梅雨の花ですが、ノリウツギ
は真夏の山道を彩る花です。北海道ではサビタの花と
して有名です。
島根県では飯南町や浜田市金城町、益田市匹見町の
県境沿いに分布しています。県境付近のみに分布して
いるので、北海道等の寒い地方の花と思っていました
が、大阪の金剛山、九州の久住連峰や桜島などにも生
育しており、特に北方の植物というわけではないよう
です。
名の由来はこの木の枝を水に浸して内皮からぬめり
す
のり
のある粘液をとり、和紙を漉くときの糊に用いたとこ
ろから来ています。また根からはサビタパイプと呼ば
れるパイプが作られます。
（津島辰雄）
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林分収穫予想表を改訂しました
中山間地域研究センター 農林技術部 森林保護育成グループ
■はじめに
森林施業を計画するツールに林分収穫予想表があります。本県のスギ林分収穫予想
表は昭和50年代中頃に作成され、主に柱材を生産目標として森林経営を行う際に必
要となる間伐の実施時期とその程度、主伐時期の決定及びそのとき得られるであろう
収穫量の予測に活用されてきました。しかし、使用されたデータの多くが若齢から壮
齢林分のものであったため、高齢級まで長期にわたり森林管理を行い大径材生産を経
営目標とする収穫量予測に用いることは不向きでした。そこで今回、調査により得ら
れた高齢林分データを追加し新たなスギ林分収穫予想表を作成しました。

■スギ樹高成長の特性
上層樹高成長は本数密度に影響されにくいことがわかっています。そ
こで、高齢林分データを追加して、林分の上層樹高と森林経営で重要
な因子である林齢により樹高成長曲線を新たに求め、旧来の樹高成長
曲線と比較を行いました。図-1に示すように、新たな樹高成長曲線は
全林齢にわたり上方修正され、林齢が高くなるほど両曲線の差は広が

上層樹高︵ｍ︶

高齢林分でのスギはどのように成長しているのでしょうか。林分の

40

30

20

10
樹高成長曲線
（新）
樹高成長曲線（旧）
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る傾向を示しました。長伐期施業の目安とされる林齢80年生時点では
+5.9mの差となりました。

■新たなスギ林分収穫予想表と林分管理モデル図の作成
求めた樹高成長曲線と林分密度管理図を対応させて新たなスギ林分
収穫予想表（※掲載スペースの都合上、割愛）と林分管理モデル図を
作成しました。施業管理の条件は、①生産目標を林齢80年生までに梁
材が採材可能な丸太（元玉末口径30cm）を生産し、②植栽本数は3,000
本/ha、③間伐の時期・程度は収量比数が0.8を越えた時点で0.7にな
るよう施業を行うこととしました。設定した条件を基にシミュレート
すると、図-2の林分管理モデル図（地位3）では4回の間伐を行うこと
により、林齢60年生時点で胸高直径が34cm程度になり生産目標に到
達可能であることが示されました。
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スギ上層樹高成長曲線 新旧比較
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スギ林分管理モデル（地位3）

■おわりに
今回、スギの他にヒノキについても林分収穫予想表の改訂を行い、今年4月に「島根県人工林収穫予想表」とし
て発刊しております。今後の生産目標の設定や間伐計画の検討の際にご活用ください。 （専門研究員
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県産木材を使った温もりのある公共建築物

「島根県営住宅（東出雲町南廻山団地）」
島根県土木部 建築住宅課

この県営住宅は、島根県産木材を構造材にふんだんに使用した木造住宅です。
内装にもスギの腰板などを用いて、健康的で温もりのある快適な生活空間を醸し出しています。
島根県では、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成22年法律第38号）」を
受け、
『しまね県産木材の利用促進に関する基本方針』と、県の取組指針となる『島根県木材利用率
先計画』を策定し、県営住宅など公共建築物等における木材利用を積極的に進めております。

■快適な住空間


島根県営住宅（東出雲町南廻山団地）の概要
●建設場所／東出雲町
●構造階数／木造2階建て
●住 戸 数／2DK 2戸＋3DK 2戸×2棟

■構造材にふんだんに県産木材
柱4寸角、梁120×240〜270等

●延べ面積／288.1㎡×2棟
●県産木材使用量／157㎥
●県産木質化面積／652㎡
●県産木質化した部分／壁・天井（脱衣室）、腰壁（便所）、
外壁（1階部分）等

設計上工夫した点
●県産木材で供給可能な構造材での設計
●県産杉板を壁や天井の一部に使用
●県産杉板を１階部分の外壁に使用

■内装木質化（脱衣室）
（杉板12mm縦羽目板張り）
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島根県県民の森

島根県立ふるさと森林公園

飯石郡飯南町小田

松江市宍道町佐々布

県民の森へ行こう！

県民の森ではトレッキング、木工教室等各種イベントを
開催しています。自然や森の大切さ、木の温かさなどを、
ご自身で感じてください。

ふるさと森林公園を管理している島根県立緑化センター
では、公園内の自然を活用したイベントの一環として里
山自然塾を年間１1回開催しています。

8月〜10月のイベント情報

8月〜10月の講座のご案内

◆8月6日㈯〜7日㈰
親子キャンプ教室（初心者向け）〈定員20名〉
◆8月21日㈰
目立てが良ければ体も楽だ（チェンソー目立て講習会）
〈定員20名〉
◆9月4日㈰
花のプランター作り〈定員20名〉
◆9月11日㈰
ヒノキを使った秋の寄せ植え〈定員20名〉

◆10月23日㈰
紅葉の琴引山縦走〈定員20名〉
◆10月30日㈰
毛無山・鯛の巣山縦走〈定員20名〉

◇時間：10:00〜15:00
◇定員：各回20名程度
◇参加料：300円 事前予約が必要です。
◇問い合わせ、申し込み先：
ふるさと森林公園学習展示館 Tel/Fax 0852-66-3586
Eメール morifure@coffee.ocn.ne.jp

〈申込先〉
飯南町 ふるさとの森「もりのす」
（旧県民の森研修館）
Tel0854-76-3119

予告

「飯南町ふるさとの森
フェスティバル2011」の開催

民間木造建築促進事業の
募集について
❶対象となる建物
県産木材を使った民間の木造
建築物（住宅を除く）

◆開催日

平成23年9月23日㈮ 秋分の日
所

飯南町小田「飯南町ふるさとの森」および

「島根県県民の森」

◆内 容
①ステージ
公開収録（加藤登紀子）、丸太切り大会、ヤマメのつ
かみ取り
②体験コーナー
ハンカチ草木染、クラフト、ハーブ体験、木工体験、中
山間地域研究センター研究発表展示、ハンモック体験、
森林セラピー体験、エコカー展示、薪ストーブ展示
③食べ歩きコーナー
おこわ、押し寿司、牛丼等

❷木造化・木質化に対する助成
・木造化助成額
床面積１㎡あたり
2.5万円以内
・木質化助成額
内装等の面積１㎡あたり
１万円以内
❸木造建築物の設計・監理費に対する助成
・助成額 最終工事費のうち木工事費の7.5％以内
❹募集期間
平成23年7月28日から平成23年10月14日まで
●詳しくは県林業課ホームページをご覧ください
◇問い合わせ先：
林業課 木材振興室 Tel0852-22-5168

自然との調和

松くい虫防除薬剤

松くい虫駆除薬剤

松くい虫予防薬剤

瞬間殺蜂スプレー

ヤシマスミパイン乳剤
ヤシマスミパインＭＣ

ヤシマ ＮＣＳ
くん蒸ヤシマ与作シート
カシナガ予防薬剤
ケルスケット

グリンガード・NEO
マ ッ ケ ン ジ ー

ハチノックＬ・Ｓ

マツグリーン液剤２
モリエートマイクロカプセル

10

◆9月11日㈰
第5回講座「初秋の散策と、こけ玉づくりを楽しもう！」
園内の散策をしながら、紅葉したり、実の付く植物等を採
取し、2種類のこけ玉を作ります。竹で、こけ玉のお皿も作
ります。
◆10月16日㈰
第6回講座「秋の里山でキノコを探そう！」
園内にあるキノコを散策しながら採取し、専門家に鑑定し
てもらいます。食べられるキノコは、キノコ汁でおいしく試
食します。

◆10月2日㈰
キノコ教室〈定員60名〉

◆場

◆8月21日㈰
第4回講座「ヒノキの和紙と間伐材でランプシェードをつくろう！」
間伐の大切さを学び、ヒノキの和紙をつくり、それを活用し
て、間伐材であたたかみのあるランプシェードをつくります。
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ヤシマ産業株式会社 大阪営業所

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタルビル 5 F
TEL０６−６８８６−０２４１ FAX０６−６８８６−０２４２

サンケイの松くい虫防除資材
多目的使用（空中散布・地上散布）ができる

伐倒木用くん蒸処理剤

頼れる松枯れ防止用散布剤

伐倒駆除剤

スミパイン®乳剤
モリエート®S C
ナラ枯れ予防用樹幹注入剤

ウッドキング®SP

キ ル パ ー ®40
パインサイド®S油剤D
樹幹注入剤

グリンガード®エイト

お問合わせは最寄りの県森連・森林組合へ

大阪市淀川区西中島4-5-1

TEL 06（6305）5871
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広域 『しまねで目指す道づくり』
松江 ［企業参加の森づくり活動］
トラックの森 下刈作業
設計技術研修会
●日時：平成23年6月29日㈬〜7月1日㈮
●場所：飯石郡飯南町
中山間地域研究センターほか

●日時：平成23年6月8日㈬
●場所：松江市玉湯町

県庁林業課
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-kentyou/

出雲

今年もがんばって間伐するぞ！

〜佐田中学校 間伐体験〜

東部農林振興センター
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-matsue/

●日時：平成23年5月19日㈭
●場所：浜田市金城町
「ふれあい会館」

東部農林振興センター出雲事務所
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-izumo/

益田市立匹見小学校
森林教室

『斐伊川流域産材利用』
にかかる講演会
林材ジャーナリスト

赤堀 楠雄 氏

●日時：平成23年6月30日㈭
●場所：松江市西嫁島
ホテル宍道湖

東部農林振興センター雲南事務所
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-kisuki/

使用木材の県産材率99％以上
浜田 「第9回JAいわみ中央
県央
乾椎茸品評会」開催
『おおち保育園』が完成しました！！

●日時：平成23年6月16日㈫
●場所：出雲市佐田町

益田

雲南

西部農林振興センター
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-hamada/

隠岐

●日時：平成23年6月9日㈭
●場所：益田市匹見町
「裏匹見峡」

第5回島根県乾椎茸品評会が
隠岐の島で開催！
島内生産者上位入賞！

●日時：平成23年6月4日㈯
●場所：隠岐の島町

西部農林振興センター益田事務所
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-masuda_001/

隠岐支庁農林局
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-oki_001/

●日時：平成23年5月2日㈪ 開園
●場所：邑智郡美郷町粕渕

西部農林振興センター県央事務所
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-kawamoto/

農大

千客万来！
今年も盛況『第27回農大祭』

●日時：平成23年7月3日㈰
●場所：大田市波根町
島根県立農業大学校

島根県立農業大学校森林管理科
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-nodai/
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