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128団地
(32会議)
2,413ha

133団地
(20会議)
3,130ha

96団地
(27会議)
1,840ha

120団地
(13会議)
3,217ha

レーザー加工機

今年度新規事業として加工部門にレーザー加工機
とＵＶプリンターを導入しました。従来からレーザー
加工品の注文をいただいておりましたが、外注に頼
んでおり納期等お客様にご迷惑をおかけすること
が多かったですが、今回自前の機械を導入したこと
により迅速に対応できるようになります。一点物か
ら企業のノベルティまで幅広く受注できます。
組合員の皆さまからのお問い合わせをお待ちして
おります。

導入から数ヶ月経ち少しずつですがパソコンソフトで図面が作
れるようになり、工作機械に慣れてきました。これまでの実績で
すがレーザー彫刻をした名札やキーホル
ダー、化粧箱、人物写真をプリントし納品し
ました。
常に何か生活用品を木材に置き変えれな
いか探しています。
表札や小物の名入れなど皆様いかがで
しょうか。お気軽にお問い合わせください。

TEL 0565-61-1616

導入しました

飯田工業㈱　レーザーマティックＬ908ＰＣ
木材をはじめ、紙、プラスティック、ゴム、など様々な材料に彫刻や
切断などの加工ができます。

武藤工業㈱　
Ｘパートジェット661ＵＦ
様々な素材に印刷ができま
す。木材に直接写真などを印
刷でき、大変きれいな仕上が
りになります。データがあれ
ば容易に印刷することが可
能です。

レーザー加工機

ＵＶプリンター

こんなことが
できます。

〈作製例〉

お問合せ

（加工担当／山田）加工担当　山田

豊田森林組合

▶レーザー加工機
木材やガラス・アクリル板等にレーザー光の熱で表面を焼
いて文字や彫刻のような表面加工が出来たり、出力を上げ
て複雑な形の切断加工ができます。板の切断能力は樹種に
もよりますが杉板なら12㎜程度の厚さを切断できます。

▶UVプリンター
平らな面の物であれば直接インクを吹き付けてカラー印刷
ができる機械です。様々な素材にカラープリントをすること
が可能になりました、写真などの素材も大変美しく表現で
きます。
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128団地
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(13会議)
3,217ha

レーザー加工第1号を
贈呈しました。
当組合が導入しましたレーザー加工機で作製した最
初の作品である卓上ネームプレートを豊田市長と市
議会議長、副議長へ贈呈しました。今回の導入にあた
り、市から手厚い協力を頂いたため、報告を兼ねて令
和2年9月25日（金）に市長を訪問し、組合長が謝辞
を述べ担当の山田からレーザー加工機の説明をしま
した。卓上ネームプレートの揮毫は山口副議長によ
るもので、材料は市産材のスギで出来栄えも良く皆
さん大変気に入って下さいました。今後は新たな木
材利用の可能性を広げていきたいと思います。

松坂屋名古屋店との
覚書締結
令和2年9月17日（木）に松坂屋名古屋店と当組合の
間で覚書を締結しました。この覚書はウッディーラー
豊田に仲介していただき、今年販売されるおせち料
理「さくらパンダおせち」の売り上げの一部を森林整
備に役立てるため当組合に寄付をしていただけま
す。今回の「さくらパンダおせち」は重箱を豊田市産
材で作製し、食材も豊田市の素材をふんだんに使用
して地産地消にこだわった内容になっております。お
買い上げされた皆さんが少しでもＳＤＧｓの環境貢献
活動に対する理解が芽生えれば幸いです。
当組合ではいただいた寄付金をもとに植栽をする予
定になっております。詳細は後日レポートします。
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活動報告 2020.9月～ 2020.12月

学校訪問

　今年はコロナ禍の影響で、学校行事である校外学習が軒並み中止とな
り、地域の産業を勉強する授業に変更されました。そこで、当組合にお声
がかかり9月29日の旭中学校を皮切りに、たくさんの学校へ訪問又は組合
へお越し頂きました。特に小学校では森林や林業について話をすると、み
んな予想以上に質問をしてくれましたし、実際に作業で使うチェンソーや
ヘルメットを見せると興味津々の様子でした。こうした普及活動を通して
子供たちに森林や林業を少しでも理解をしてもらえれば幸いと思います。

令和2年

林業大学校からの
インターンシップ受け入れ
　9月と10月に京都林業大学校から1名と岐阜県立森林文化アカデミーか
ら2名の生徒さんが当組合でインターンシップ研修を受けました。京都の
生徒さんは測量、高性能林業機械の操作、伐倒作業を学び、岐阜の生徒さ
んは伐倒作業、プランナー業務等、それぞれ期間も内容も違いましたが、
林業の専修学校に通っている生徒さんなので大変熱心で習得意欲に満
ちており、将来が非常に楽しみです。今後も変わらぬ情熱を持ち続けて林
業の世界で活躍されることを願います。

令和2年9月・10月

消防署との合同訓練を
開催
　作業中の事故を想定した足助消防署との合同訓練を令和2年11月12日
（木）に室口町地内にあります組合林を舞台に実施しました。今までは班
長クラスの職員を対象に行ってきましたが、今回は経験の浅い職員を中
心に通報訓練、応急処置、救助隊の誘導を消防職員に教授して頂きまし
た。特に通報ではスマートフォンのＧＰＳ機能を使って正確な位置情報
を伝えることで、山中でもスムーズに場所が特定できることを聞いて、参
加者全員感心していました。起きてはならない災害ですが、もしもの時迅
速に対応できるようこれからも訓練を続けていきます。

令和2年11月12日

09月29日　旭中学校　
10月09日　九久平小学校　
10月29日　花山小学校

10月23日　冷田小学校　
11月27日　敷島小学校

●訪問した学校

●来組された学校



5

通信通信 Woody Toyota Communicat ion

山神祭の開催
　令和2年11月19日（木）に足助交流館飯盛座にて作業の安全を祈願する
山神祭を開催しました。神事の後、今年度から始めた業務改善提案制度
において優れた提案をされた技能職職員の中山良彦さんに組合長から
報奨金が授与されました。今回の提案はかかり木のリスクを減らす伐倒
手順に関する内容であり、関係者と協議をして作業標準書などに反映、周
知を行っていきたいと思います。このような実作業に伴う提案が増えれ
ば、事故も必然的に低減し、より良い職場環境になるかと思います。また、
この後に行った安全講習会では（一財）愛知県交通安全協会より講師をお
招きし、参加者全員で運転適性検査を行いました。これを契機に更なる安
全運転に心掛けていきたいと思います。

令和2年11月19日

かかり木処理の研修会を開催
　令和2年12月1日（火）に室口町地内にある組合林にて、森林整備に携わ
る総合職、技能職の職員50名と県の職員の方と一緒にかかり木処理の研
修会を開催しました。間伐事業地において昨今かかり木が原因の災害が
多数発生しており、いかに安全に処理をするのかが重要であり、今回は
ロープワークによるかかり木の外し方とポータブルウィンチを使っての伐
倒方法を参加者全員で検討しました。作業ごとに活発に質問や意見が出
て今後の安全作業に向けて皆真剣に考えていました。受託、請負工事等関
係なく災害を発生させてはならず、研修の成果が発揮できるよう努めて参
ります。

令和2年12月1日

労働基準監督署
新入職員研修受入れ
　令和2年12月2・3日に今年度任官した愛知労働局の労働基準監督官を
対象に林業における労働災害の話と実際の現場視察を行いました。昨年
度まで研修は長野県で行っていましたが、コロナ禍で越県ができなくな
り、今回当組合に依頼がありました。林業は他の産業に比べ災害が多い理
由、それに対する対策を話し、現場では切捨て間伐においてどういった作
業が危険なのか、林産の現場では高性能林業機械の安全性を見て頂きま
した。この研修を機に良い関係が構築できれば更なる安全作業に繋がる
と思います。研修生の皆さんからは、とても実りある貴重な経験であり、今
後の業務に生かしていきたいという前向きな意見をいただきました。

令和2年12月2・3日
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今年もキノコのシーズンがやって来ました！今年もキノコのシーズンがやって来ました！今年もキノコのシーズンがやって来ました！
いよいよ今年もキノコのシーズンが始まりました。依然原木の入荷は不安定ですので、
ご入用の方はお早目のご注文をお願い致します。

ご予約、お問合せ／豊田森林組合　購買担当　鈴木・松井　℡0565-61-1616

新型コロナウイルス感染症に伴い提案会等の
予定が変わる場合があります

　森づくりの団地化を推進していく上で、組合員の皆さまには提案会等にご参加頂いておりますが、未だ新
型コロナウイルス感染症が終息する兆しが見えておりません。市内に感染者が増加した場合、愛知県で非常
事態宣言が発出された場合、当組合では提案会等が中止又は延期となります。
　組合員の皆さまの健康を第一と考えて担当者から連絡をさせて頂きますので、ご理解とご協力をお願い致
します。 お問い合わせは　豊田森林組合　計画グループ　℡0565-61-1616

●原　　　　　木　90㎝　　　　　　　　　　   550 円 / 本
●シイタケの駒菌　森産業 290 号 1,000 駒入  3,400 円 / 袋
　　　　　　　　　　　　　　　　　500駒入  1,855 円 / 袋
●ドリルビット　9.2 ㎜　ストッパー有　      　920 円
その他各種取り揃えております。お問い合わせください。

組合員の皆様へ還元セール開催
　今年度はコロナ禍の影響で購買の売り出しが開催できませんでした。
　そこで、日頃からお世話になっております組合員の皆様に少しでも還元できるよう、クーポンを発行させ
て頂きます。この機会にぜひご利用ください。
　また、当組合の取引業者からお値打ちな商品を期間限定（令和3年3月31日まで）で販売しますので、そち
らもお楽しみにして下さい。

《利用条件》
●クーポンによる割引は、消費税別合計金額から5％割引
させて頂きます。

●クーポン券を切り取ってお持ちください。
●組合員様お一人様一回限り
●有効期限　令和3年1月4日～3月31日まで
●クーポンを利用された商品の返品・交換はお断りします。
●当組合が不正行為、または疑わしいと判断する場合、使
用されたクーポンの割引は当組合の判断により無効ま
たは差し止めをさせて頂く場合があります。予めご了承
下さい。

引

使
ま
承

有効期限　令和3年1月4日～3月31日まで

（※価格はすべて税抜きです。）

※クーポン券を切り取ってお持ちください。
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豊田森林組合の組合員の皆さん
で、住所の変更や相続などで組合
員名義等に変更があった場合に
は、変更届けを90日以内に提出して
下さい。お願いします。

山林所有者名義変更等、
「変更届け」は90日以内に
提出してください。組合員の

皆さまへ
お願い。

今年もキノコのシーズンがやって来ました！

年末年始休業のご案内
令和2年12月26日（土）～令和3年1月3日（日）まで年末年始のお休みをいただきます。

購買も併せてお休みをいただきますのでご了承ください。
巡回営業は1月5日（火）より開始しますので宜しくお願い致します。

TEL 0565-61-1616お問合せ・ご注文等 豊田森林組合 購買担当 鈴木・松井まで

刈払機・チェンソー使用の際の
注意点について
組合員の皆様は、刈払機・チェンソーの燃料はどう
されていますか。ご自分で混合燃料を作る方、また
はガソリンスタンドで混合ガソリンを購入される方
などいろいろだと思います。ここで、刈払機・チェン
ソーの燃料についての注意点をお知らせします。

2サイク
ルエンジ

ン

混合ガ
ソリン

▶本当に混合ガソリンですか？

▶2サイクルエンジン用のオイルで
　作っていますか？

▶混合率は正しいですか？

ガソリンスタンドで混合を買ったつもりで、実はレ
ギュラーガソリンを買って、そのまま刈払機・チェ
ンソーに入れてしまった。

4サイクルエンジン用のオイルで作ってしまった。

正確に計量できる容器で作らず、目分量で作って
しまった。

〔注意点〕

◯現在市販されている刈払機・チェンソーはほと
んどが2サイクルエンジンです。2サイクルエ
ンジンには、必ず専用の2サイクルオイルを使
用してください。

◯2サイクルオイルを入れないと、数分でエンジ
ンが焼き付きを起こして使用不能になりま
す。また、4サイクルオイル等を使用するとエ
ンジンは始動しますがしばらくすると調子が
悪くなり、最悪の場合、焼き付き等の故障が発
生します。

刈払機・チェンソーのほとんどが
2サイクルエンジンです。

▶正しい混合ガソリンの作り方をご紹介
①市販の2サイクル専用オイル（２５：１～５０：１）とレ
ギュラーガソリンを準備する。
　（例）組合で販売している、ゼノア50：1オイル（FD

級）やシングウＳＳ50オイル（ＦＣ級）など）
②混合ガソリン専用の混合容器を準備する。（計量用
の目盛がついている2㍑入～5㍑入など）

③お使いの刈払機に指定された混合率を確認し、正
しく計量する。（現行の機種はほとんどが50：1指
定です）
　（例）50：1とは、ガソリン（５０）に対して、オイル（1）

の割合のことです。
　      50：1と指定されたｴﾝｼﾞﾝには、ガソリン1リット

ル（1,000㏄）に対して2サイクルオイルを20ｃｃ
④容器内でよく混ぜ合わせる。

2サイクル専用
オイル

混合容器

転送電話廃止のごあんない
昨年7月の支所統合に伴い、旧支所の電話を転送電
話にして本所へ繋がるようにしていましたが、組合員
の皆さへの周知もされたと判断して令和3年3月31日を
もって廃止と致します。
今後は本所の電話番号である
TEL 0565-61-1616へお願い致します。
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苗木斡旋注文書 注文日／令和　　  　年　　 　 月　　 　 日

ご依頼主

〒 郵便番号

電話番号

住所

氏　名

苗木関係資材単価

山行苗  《※２５本単位でご注文をお願いします》

番号 樹　種 規　格 用途 単価（円） 単価（円）数量 数量

80-01-1

80-01-10

80-01-4

80-02-3

80-02-2

80-02-4

80-06-6

K90-05-1

K90-05-1

80-04-1

80-14-1

80-16-1

ス　ギ

ス　ギ

ス　ギ

ヒノキ

ヒノキ

ヒノキ

黒　松

クヌギ

コナラ

ケヤキ

ヤシャブシ

山クリ

45ｃｍ上

35ｃｍ上

キャビティ30cm上

45ｃｍ上

35ｃｍ上

キャビティ30cm上

30ｃｍ上

60ｃｍ上

60ｃｍ上

60cm上

1年生根元径4ミリ

60ｃｍ上

番号 樹　種 規　格 用途

その他資材

ザイトロン（1kg）

フレノック（2.5kg）

丸山1号（20kg）

丸山3号（20kg）

ちから1号（15㎏）

ちから３号（15㎏）

ｺﾆﾌｧｰ水和剤　１ℓ

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

118

102

204

120

114

216

54

168

156

120

72

156

㊞

ふりがな

クズ類

ササ類

クルミ状

クルミ状

粒　状

粒　状

散布剤

食害対策

薬　　剤

緑化木肥料

忌  避  剤

防護ネット

※この注文表は（税別価格）になっています

■注文書に必要事項をご記入のうえ、豊田森林組合本
所へご持参または下記までFAXでお願いします。 今回より苗木等の配達はなくなりました。

指定日に本所（足助）でのお受け取りのみになります。
指定日以外も本所にてお渡しになります。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

※市外の方は申し訳ありませんが郵送かファックスにて
　ご注文ください。

■苗木引き渡し

ご注文方法 ご注意ください

73-04

73-02

72-05

72-06

72-02

72-04

73-11

K90-05

1,200

4,600

3,000

3,300

2,600

3,200

2,900

1,198※スギ、ヒノキ、マツの注文については、２５本単位でお願いします。

※サプリガードは70セット以下の場合、
　別途取り寄せ送料が掛かります。

▷苗木の引き渡しは３月頃を予定しています。
▷苗木引き渡しは本所（足助）のみになります。

●配達廃止のお知らせ

●斡旋以外の注文は
　別途「取寄せ送料」が必要です。
　ご注意ください。※引き渡し日は後日ご連絡します。

※苗木がご用意できない場合があります。

注文締切り日／令和3年1月29日（金）

サプリガードHP22
1.7m風雪用セット

※キャビティ苗は300mlと150mlの2種類が
　御座いますので、ご指定ください。

導入しました

今年は生育不良等の理由で数量が少なく確保と価格の
確定が出来ない上に、有っても少量の為、別途送料が
発生してしまいます。
その為、ご入用の方は一度、豊田森林組合購買担当ま
でお問い合せください。

※果樹・緑化木等について

E-mail ： info@woodytoyota.net

発行日 令和2年12月25日　
発行 豊田森林組合

豊田森林組合 0565・61・1616〈電話〉
〈FAX〉0565・61・1617〒444-2424 

豊田市足助町横枕5番地

通信通信通信 No.47

レーザー加工機
！

レー
ザー
加工
機で
加工

UVプリンターで印刷


