令和４年度

福岡県森林づくり活動安全講習会（前期募集）
福岡県では、森林づくり活動に参加する森林ボランティアの方などを対象に、森林作業
を安全に実施するための講習会を開催しています。
今年度は、森林ボランティアの基礎知識から実践のための実習まで全 8 回（前期 3
回・中期 3 回・後期 2 回）の講座を予定しています。森林づくり活動の基礎を学びたい方
や技術をレベルアップさせたい方、ぜひご参加ください！

◆講座内容

今回は以下の３講座を募集します。詳細は裏面をご覧ください。

①基礎講座「森林管理と安全作業について」 （座学）
※内容は 3 会場とも同じです。いずれかをお選びください。

前編 5/24（火）
後編 6/7（火）

オンライン講座
※前・後編、両方の参加が必要です

5/31（火）

福岡会場

6/2（木）

飯塚会場

②刈払機の取り扱い
6/25
（土）

◆参加対象

7/2
（土）

③手道具による下草刈り

森林ボランティア活動に取り組んでいる方、これから始めたい方、どなたでも。

※基礎講座オンラインの受講は、オンライン会議ツール「Ｚoom」を使用できる方に限ります。詳細は別紙
または山村塾ホームページをご覧下さい。

◆参加費 無料
※「刈払機の取り扱い」はテキスト「刈払機安全作業ガイド（全国林業改良普及協会、2,200 円）」をご持参いた
だくか、当日ご購入ください。

主催 福岡県（農林業総合試験場 資源活用研究センター）
企画・運営 特定非営利活動法人 山村塾
協力 ＮＰＯ法人日本環境保全ボランティアネットワーク（ＪＣＶＮ）、ふくおか森づくりネットワーク、GIT 九州、
日本森林管理技術・技能審査認定協会、福岡県林業研究グループ連合会、北九州市林業研究グループ、
北九州里山トラスト会議
※この事業は、福岡県森林環境税を活用して実施しています。

令和４年度 福岡県森林づくり活動安全講習会
◆講座の詳細（前期募集）
講 座 内 容

19 時～21 時

5/31（火）
受付 9 時半
10 時～16 時

6/2（木）
※内容は 3 会場とも同じです。いずれかを
お選びください。

6/25（土）

□内容 刈払機の構造と整備／刈払機の安全
受付 8 時半
な取り扱い （講義／実習）
9 時～15 時半
□定員 15 名

福岡県福岡西総合庁舎
2F 大会議室

久留米市

②「刈払機の取り扱い」

受付 9 時半
10 時～16 時

所

オンライン講座

飯塚市

□定員 オンライン講座 20 名
福岡・飯塚会場 15 名

前編 5/24（火）
後編 6/7（火）

場

福 岡市

□内容 森林の働き／森林ボランティア概論
／安全管理（コロナ対策含む）／ケガの応急
処置等 について、講義や参加型実習を行
います。

時
オンライン

①基礎講座
「森林管理と安全作業について」

日

※前・後編、両方の参加が必要です。
※オンライン会議ツール「Ｚoom」の使用が
可能な方に限ります。
※資料を郵送しますので、必ず 5/17 まで
にお申込み下さい。

（福岡市中央区赤坂 1-8-8）
電話 092-735-6138

福岡県飯塚総合庁舎 2F 大会議室
（飯塚市新立岩 8-1）
電話 0948-21-4966

福岡県農林業総合試験場
資源活用研究センター
（久留米市山本町豊田 1438-2）
電話 0942-45-7868

笠原東交流センター「えがおの森」

□内容 植林地の下草刈りを通じ、造林鎌の使 7/2（土）
い方や手入れ、安全な作業の進め方を学び 受付 8 時半
ます。
9 時～15 時半
□定員 15 名

八女市

③「手道具による下草刈り」

（八女市黒木町笠原 9836-1）
電話 0943-42-4300
※広川 IC、八女 IC から約 25km、車で 45
分です。
※公共交通機関をご利用の方は、
堀川バス黒木営業所から送迎あります。

※新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては延期・中止・変更する場合があります。
※講習会実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策をします（健康チェック、手指の消毒、講義中
のマスク着用、使用施設や機材の消毒等）。詳しくは山村塾ホームページをご確認ください。
＊今後の講座予定…以下の講座を予定しています。
▶中期募集（8 月頃募集開始予定）
□10/8（土） 竹林整備（八女会場）
□10/23（日） 手道具による間伐
□12/3（土） 竹林整備（北九州会場）

◆申込方法

▶後期募集（9 月末頃募集開始予定）
□11/3（木祝）、12/10（土）
チェーンソーの取り扱い ※同内容・2 回開催
□R5/1/21（土）～22（日）
上級者編：チェーンソーによる伐木・造材

申込書をご記入の上、FAX、メール、郵送にて下記宛先にお送りください。
ホームページ（https://sansonjuku.com）の申込フォームからもお申込みが可能です。

【申込〆切】 各開催日の 1 週間前、または定員になり次第〆切ります。
※「福岡県森林づくり活動公募事業」の実施団体を優先し、その他の方は先着順で受け付けます。
ただし、②刈払機・③下草刈りについて、6/3（金）以降に申し込みがあったものは、「福岡県森林づくり活動公募
事業」の実施団体を含めすべて先着順での受け付けとなります。
※申込み多数の場合、１団体 3 名程度までの参加に調整させていただきます。
※申込み後の受講決定及び詳細（会場案内図、持ち物等）は、後日郵送にてお知らせします。

◆お問い合わせ・お申込み先
特定非営利活動法人 山村塾
〒834-1222 福岡県八女市黒木町笠原 9836-1 TEL・FAX 0943-42-4300
Ｅメール info@sansonjuku.com WEB https://sansonjuku.com
山村塾 HP

特定非営利活動法人 山村塾 宛て
FAX： 0943-42-4300 または郵送、Ｅメールにてお申し込みください。

森林づくり活動安全講習会参加申込書

令和４年度

※印の欄は必ず記入してください。
フリガナ
※氏
※住

申込日：
生年月日

名
所

連 絡 先
（自宅以外の場合は本人
との関連をお書きくださ
い。）

年

〒

月

月

※年齢
日

日
性別

歳

－

※電話番号
－
－

携帯番号（当日連絡用）
－
－

ＦＡＸ
－

Ｅメール
－

所属団体名
森林づくり活動経 １ ある （
験年数等
２ ない

刈払機の
使用経験

）年

1 初めて・ほぼ初めて
2 何度かある

（該当するものに〇）

3 普段使用している

森林づくりの
活動内容・経験等

※希望する講座欄に○を付けてください。

希望
に○

日時

会 場

申込
〆切

オンライン

オンライン講座
※前・後編、両方の参加が必要です。
※Zoom の使用が可能な方に限りま
す。

5/17
（火）

福岡会場

福岡県福岡西総合庁舎
2F 大会議室 （福岡市中央区）

5/24
（火）

飯塚会場

福岡県飯塚総合庁舎
2F 大会議室 （飯塚市）

5/26
（木）

② 刈払機の取り扱い

福岡県農林業総合試験場
資源活用研究センター（久留米市）

6/18
(土)

③ 手道具による下草刈り

笠原東交流センターえがおの森
（八女市黒木町）

6/25
（土）

講 座 名

前編 5/24（火） ① 基礎講座
後編 6/7（火） 森 林 管 理 と 安 全
作業について
5/31（火）
6/2（木）
6/25（土）
7/2（土）
【備考】

※内容は 3 会場とも同じ
です。いずれかをお選
びください。

※八女市黒木町会場について、バス停からの送迎を希望される方は、こちらにご記入ください。

【申込〆切】各開催日の 1 週間前、または定員になり次第〆切ります。
※「福岡県森林づくり活動公募事業」の実施団体を優先し、その他の方は先着順で受け付けます。
ただし、②刈払機・③下草刈りについて、6/3（金）以降に申し込みがあったものは、「福岡県森林づくり活動公募
事業」の実施団体を含めすべて先着順での受け付けとなります。
※申込み多数の場合、１団体３名程度までの参加に調整させていただきます。
※申込み後の受講決定及び詳細（会場案内図、持ち物等）は、後日お知らせします。

◆お問い合わせ・お申込み先：特定非営利活動法人

山村塾

〒834-1222 福岡県八女市黒木町笠原 9836-1
TEL・FAX：0943-42-4300
Ｅメール：info@sansonjuku.com
※ホームページの申込フォームからもお申込みが可能です

HP https://sansonjuku.com

