
 

 

 

 

 

  

 
 
  

活 動 報 告 

秋のイベント 
 

10 月 4 日（水）八木山小学校自然観察会（金

剛沢緑地南部） 晴れ 参加者 20 名 

太白区主催による「元気もり森まもり隊事業」

の一環として、八木山小学校 5 年生による自然

観察会をサポート、観察指導及び安全管理、伐

倒のデモを行いました。 

当会駒野さんよりキノコについてのお話したあ

と、恐竜山の葉っぱを探しに出発。 

葉っぱ探しを終えて広場に集合したあと、伐倒

デモを行い観察会は無事終了。 

伐倒の後始末をして無事故で解散しました。 

 

10 月 14 日（土）3 イベントが同日開催され 

 総勢４５名が駆け付け無事終了しました！ 
 
・坪沼 市民育樹祭  参加者 22 名（応援 4 名） 

仙台市主催の市民による育樹祭で、一般参加

者の受付から作業指導や安全管理、伐倒のデモ

などイベントの運営を行いました。 

当会によるストレッチ体操、作業手順の説明

のあと、さっそく参加者は鎌を受け取り育樹作

業に。平成 26 年植樹祭で植栽されたクヌギ苗

は 2m を超えるものもあり大人でも隠れてしま

いそうです。 

急斜面もあり、慣れない鎌の作業に難儀をした

ようですがクヌギの若葉に囲まれてオゾンをい

っぱい吸って気持ちイイ汗をかいたようでした。 

最後に当会による伐倒デモを実施。 

閉会式が終わり、JA仙台椎茸生産組合さんか

ら芋煮汁の提供があり美味しく頂きました。 
 
・水道記念館 間伐体験 曇り 参加者 18 名 

仙台市水道局主催による「秋休み親子ツアー」
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が熊ヶ根の仙台市水道記念館で開催され、午後

より当会指導による間伐体験や講話、伐倒デモ

が行われました。 

当会目黒さんから「森の働き・水とのかかわ

り」等について講話。質問を受けたところ 4、

5 人から鋭い質問が飛び出しびっくりしました。 

６班に分かれて枯損木の伐倒・玉切りに挑戦。 

1 班につき、当会スタッフ２～３名、主催者ス

タッフ 1～2名、小学生２～３名プラス保護者、 

そんな構成で安全第一にノコギリと格闘しても

らいました。 

間伐体験は、昨年の参加者アンケートの結果一

番のメニューだったそうです。 

最後に伐倒デモを行い、伐倒木の後片付けを

して解散しました。 
 
・山の仕事体験会（こーぷの森向大倉山） 曇り 

参加者 5 名 

COOPみやぎ主催の「自然観察＆山の仕事体験

会」において午前中は自然観察、午後はクラフ

トづくりのサポートを行いました。 

 イベント開始 1時間前に集合。クラフト会場

の設営おこない、参加者の到着を待ちました。 

到着後、参加者は 3 グループに分かれ、リーダ

ーの説明を聞きながら自然観察、森林組合によ

る間伐見学と散策路を回りました。 

 
 

昼食の後は、木工クラフト作りやブンブンゴマ、

ストロー弓矢を楽しみお土産にしました。 

イベントが終わり、当会は会場の撤収、後片

づけをして解散となりました。 
 

10 月 26 日（木）人来田小学校植樹会（人来

田 1 号緑地） 晴れ 参加者 22 名 

太白区主催による「元気もり森まもり隊事業」

の一環として、人来田小学校 5 年生 39 名によ

る植樹をサポート、伐倒デモを行いました。 

 当会目黒さんより「森の働き」の講話後、マ

ツの木をロープ使って引き倒す伐倒を体験。 

町内会の方も加わりソメイヨシノ苗木を予定よ

り多い 15 本を植樹しました。 
 

収穫まつり（農業園芸センター） 
11 月 11 日（土） 晴れ 参加者 17 名 

11 月 12 日（日） 晴れ 参加者 15 名 

≪4 ページの収穫まつりに続く≫ 
 

その他の活動 

9 月 16 日(土)葛岡斎場 枯損木伐採 6 名 

9 月 17 日(日)木皿山 林内整備都合中止 

9 月 20 日(水)ｺｰﾌﾟ向大倉山 林内整備 20名 

9 月 24 日(日)ｺｰﾌﾟ茂庭山 刈払い 19 名 

9 月 27 日(水)金剛沢緑地南部 刈払い 18名 

9 月 28 日(木)金剛沢緑地南部 刈払い雨天中止 

9 月 29 日(金)金剛沢緑地南部 刈払い 20名 

10 月  7 日(土)もりっとの丘整備 下刈り 3 名 

10 月 10 日(火)定例役員会 21 名 

10 月 11 日(水)市民育樹祭準備 刈払い 22 名 

10 月 12 日(木)尚絅学院里山再生 11 名 

10 月 15 日(日)木皿山 林内整備 12名 

10 月 21 日(土)人来田 1 号緑地整備 18 名 

10 月 23 日(月)二口渓谷自然観察会 荒天中止 

11 月  4 日(土)青木市有林 下刈り、リース材

採取、機材整備 28名 

11 月  7 日(火)尚絅学院里山再生 13 名 

11 月 14 日(火)定例役員会 18 名 

http://blog.canpan.info/morittosendai/img/DSCF031620(800x600).jpg
http://blog.canpan.info/morittosendai/img/2017_1026E4BABAE69DA5E794B0E5B08FE5ADA6E6A0A1E380802001320(800x600).jpg


３ 

 

【特集】      

知っておきたい植物あれこれ（№1６） 

カマツカとサワフタギ 

 

●カマツカ（鎌柄）バラ科 落葉小高木 

 ・高さ 5～７m 位で樹皮は灰色、若い枝には皮目が

ある。 

 ・花は、梅の花が束になったようにまとまって咲く。 

・葉は互生、４～７cm 位で先が尖る。 

・実は楕円形で秋に赤くなり、果柄が長く、サクラン

ボのようにぶら下がってなる。実の先端に黒く萼片

が残る。 

 

 

●サワフタギ（沢蓋木） ハイノキ科 落葉小高木 

・高さ３～７m 位で樹皮は灰色で成木になると縦縞

模様になる。 

・花は白で雄しべが長く、ふわふわした花束のよう

にまとまって咲く。 

・葉は互生、４～８cm 位でふちにははっきりした鋸

歯がありザラザラしている。 

・実は丸く、熟すと青紫(瑠璃色)になり美しい。 

 

 

※ この木を食草にしているシロシタホタルガの幼

虫がいることがあるが、蛍光色の美しい黄緑と赤

と黒の派手な幼虫は、美しいというか気味悪いと

いうか、数匹いると私は近よれません。 

花も実も美しいカマツカと、サワフタギは、生き

ものにも人にもやさしい森の引き立て役です。 

 

             水の森：もとめ 

カマツカは、別名牛殺しと言われ、材が硬いので鎌

の柄にしたり、牛の鼻環に使われたことから、付けら

れたようです。サワフタギも同様に使われることが、

実の色が瑠璃色であることから ルリミノウシコロシ

と言われているようです。 



４ 

 

≪収穫まつり≫                            クラフト担当より 

11/11(土)～12(日)2 日間、「みどりの杜」収

穫まつりに出店しました。出店前日までは、つる

も花材も少なめで、売上げ目標の１００個を達成

できるか心配でした。ところが当日、会員の皆さ

んが”つる”や”松ぼっくり”、”バラの実”など

をたくさん持ち寄ってくださり、花材は３５種類、

リース台も１５０個以上にもなりました。初日は

５２個、翌日は８６個、合わせて１３８個の売上

げで、目標を大きく達成することができました。 

つる集めや木の実を集めてくださった会員の皆

様、ありがとうございました。お客様もいろいろ

な花材に大喜びで、２時間もかけて大作を作った人や、親子で作った人、毎年楽しみにしていたり

していて「毎年来てます、昨年無くて残念だったです。」という声も聞かれました。当日出店担当し

てくださった皆様、お疲れ様でした。 

【お願い】 

来年も出店したいと考えています。今はつるも木の実もまだしっかり稔っていないので、これから

が集める時期になります。来年のために集めていただけると助かります。 
 

活動予定とお知らせ 

今後の活動・行事予定 
11/21（火）秋保天守閣公園(源兵衛森)刈払い 

オートキャンプ場集合 8：00‐12：00 

11/25（土）水の森公園 研修会および芋煮会 

キャンプ場宿泊棟前 10：00 集合 

・研修（コマ、笛作り他）12：00～芋煮会 

・芋煮会参加費 １,０００円 

12/2（土）一高山保存緑地 遊歩道他整備および 

梯子撤去 9：30-12：00 

12/7（木）尚絅学院里山再生 危険木等整理 

ゆりが丘尚絅大学駐車場集合 9：00-12：00 

・当日は入口守衛に里山再生で来た旨を伝える 

○参加者は 12/2(土)まで今野(正)宛に連絡: 

携帯       （SMS 可） 

Ｅメール  

12/13（水）忘年会 

今年も恒例の忘年会を計画しました。 

老若男女問わず！多くの方の参加をお待ちし

ています。 

一年を振り返って大いに語り合いましょう。 

・時間 18：00より 

・場所 スマイルホテル仙台国分町 ３階 

  西洋居酒屋シェルブール TEL261-7733 

・会費 ３,０００円 

○参加希望者は12/5(火)まで汐海宛に連絡： 

電話      携帯 

E メール  

12/17（日）木皿山林内整備 9：00-12：00 

 

※来年１月の活動予定はありません。 

※２月はスキーの集い、将監沼林内整備を予定

していますが、日程等は２月号（１月末発行）

で案内します。 
 
（行事予定） 

12/21（木）仙台緑のボランティア団体連絡会 

1/ 9 （火）定例役員会 NPOプラザ 18：00 

1/13（土）第１５期仙台市森林アドバイザー  

養成講座講師 根白石市民センター 

2/13（火）臨時役員会 NPOプラザ 18：00 

2/15（木）仙台緑のボランティア団体連絡会 

2/17（土）第 15期生入会手続き 広瀬市民

センター 

 

会員数の変更について 

9月末まで希望退会2名及び自然退会(会規第

6条)3名で以下の５名の方が退会されました。 

  略 

１１月１５日現在の会員数は９５名となってい

ます。 
 

会報の休刊について 

 来月末発行予定の「葉書１月号」は活動予定

の変更や特段の連絡が無いときは休刊とさせて

いただきます。 

【発行 2017.11.18（広報）】 
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