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活 動 報 告
3 月 24 日（土）荒浜 海岸林再生植樹会 

晴れ 参加者 14 名 

青空の下、荒浜南官林地区において一般市民、

企業、NPO 団体の人たち総勢 400 人が参加し

て、クロマツ・コナラ・ヤマザクラ・ケヤキな

ど約 3,450 本を植樹。 当会は A・B 班植樹リ

ーダーで一般皆さんの手伝いをしました。 

 
 

4 月 8 日（日）第 14 回定時総会 

 仙台市市民活動サポートセンター６階におい

て１５時より定時総会が開催されました。 

議事に先立ち、及川代表の挨拶に続き、ご来

賓の仙台市農林土木課長より御挨拶と御祝辞を

いただきました。 

 
現会員 102 名中、出席者 62 名、委任状３3

名で総会は有効に成立と事務局より報告があり 

議事に入りました。 

議長の選出を行い議事進行、提案事項の６項目

は無事承認され、提案等も受けた後１６時を少

し過ぎて閉会しました。 

 
閉会後の懇親会には 56 名が参加、今年度入

会した 15 期生の挨拶や各担当幹事から役務の

説明などもあり親睦を深めました。 

 

４月１６日（月）春4月の蕃山 

 曇り 参加者9名 

山笑う季節、今年度最初の自然観察会を蕃山に

て行いました。 

9:30 集合 錦ケ丘口からいきなりの直登。 

急坂を登りながら木の芽の説明がありました
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タチツボスミレの群生やイワウチワ、カタクリ、

不気味なヤマウツボなどを観察。 

白いカタクリの花は約一万本に一本くらいしか

咲かないとか 

 
午後一番の出会いは・・・エイザンスミレ、春

の里山を満喫して１5：00 に解散しました。 

 
 

４月２１日（土）泉ヶ岳芳の平一斉清掃 

 晴れ 参加者 28 名 

 快晴の青空の下で、今年も泉ヶ岳山開きに合

わせて「泉ヶ岳利活用推進市民会議」主催によ

る一斉清掃が行われました。 

 
安全祈願祭終了後、当会は泉ヶ岳かむりと一緒

にスノーシェルター下の県道と植樹地周りを担

当、廃タイヤやら軽トラック３台強のごみが集

まり 10：30 に解散。 マナーの悪さに呆れて

しまいます。 

 

4 月 2２日（日）安全祈願祭（青木市有林） 

 晴れ 参加者 23 名 

年度初めの安全祈願として、山の神様に御挨拶

と祈願を行う神事を行いました。 

厳かに森林整備部長が祝詞を奏上して、最後

に御神酒（ノンアルコール甘酒）をいただき安

全を祈りました。 

 
その後 1 区・2 区・5区の下刈りを実施。 

今日は 30℃を超える異常な気温、一服です。 

 
 

その他の活動 
3 月 18 日(日)木皿山 林内整備 19 名 

3 月 22 日(木)秋保天守閣公園  雨天中止 

3 月 25 日(日)将監沼 林内整備 27 名  

3 月 27 日(火)向大倉山 新遊歩道調査 6名 

4 月 7 日(土)泉ヶ岳桜並木 下刈り 20 名 

4 月 10 日(火)臨時役員会  19名 

4 月 12 日(木)尚絅学園 里山再生 6 名 

4 月 15 日(日)木皿山 林内整備 7 名 

4 月 18 日(水)泉ヶ岳桜並木  下刈り 15名 

4 月 25 日(水)泉ヶ岳水芭蕉モニタリング 7 名 

4月26日(木)秋保天守閣公園 源兵衛森 15名 

5 月 8 日(火) 定例役員会  23 名 
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【特集】      

知っておきたい植物あれこれ（№1９） 

エンジュ・ハリエンジュ・イヌエンジュ（マメ科） 

（槐）  （針槐）  （犬槐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○エンジュと言えばいずれも材が硬く茶筒

や工芸品に利用され魔よけの木とも言わ

れ街路樹や庭木として植えられている。 

主に利用されるのがイヌエンジュで、エン

ジュは宮城県庁の裏、北税務署の裏通りの街

路樹として植えられている 

 

○ひどいめに合った話 

ハリエンジュの花は香りがよく養蜂家がこの

花の蜜を取るために利用し、アカシアの蜂蜜

は上質でおいしい。 

 私はこの花のてんぷらが大好きで苗を植え

て毎年花の咲くのを楽しみにしていました。 

成長が早く３年もすると径 10cm にもなり、

剪定せざるを得なくなりました。なにしろト

ゲの多い木なので、慎重に切っていたのです

が、切った枝が引っかかって、強く引張った

ものだから、はずみで近くの枝に思いっきり

ぶつけてしまいました。とたんに右の人さし

指がジンジン、ズキン・ズキン 1cm ものトゲ

が刺さって、引張って抜いたのですが、中で

折れてしまいました。トゲの先が指の反対側

から黒く見えるのですが、取れません。それ

でも血が出なかったので 3 日程がまんしまし

た。指が熱をもち、少々化膿気味になったの

で、トゲの刺さった方から逆に押し込むと、

先端から飛び出して、やっと取れました。何

とでかいトゲだこと。ハリエンジュのトゲは

おそろしい。剪定・抜倒にご用心！ 

 

   水の森：もとめ 

※ハリエンジュは最近里山でもよく見られるように

なりました。繁殖力が強く、地下で根を伸ばし、

あっちこっちに顔を出します。1 本見かけたら近

くにあるかも知れません。 

気を付けて作業しましよう。 
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活動予定とお知らせ 
 

今後の活動・行事予定 

5/20(日)木皿山 林内整備  中止 

5/20(日)一高山保存緑地 下刈りおよび講習会 

準備 9：00-12：00  刈払い機持参のこと 

5/24(木)秋保天守閣公園 白木沢除伐 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

5/27(日)15 期生伐木講習会および下刈り 

一高山保存緑地／9：20 集合 

・講習会 9：30‐15：00（受講者 9：00集合） 

チェーンソーによる伐倒の実践研修を行いま

す。15 期生は可能な限り参加してください。  

・林内整備 9：30‐12：00 下刈り及び支障木

の整理を行いますので刈払機等持参のこと。 

◯講習会参加者は5/１9(土)まで広報宛に連絡 : 

6/2(土) 

①泉ヶ岳芳の平植樹地 下刈り・昼食懇談会 

（泉ヶ岳利活用推進市民会議 協働） 

芳の平管理棟集合 9：30-13：00 小雨決行 

・広範囲なので多数のご協力をお願いします 

・昼におにぎり、豚汁のサービスあり 

②荒浜海岸林再生植樹会（若林区荒浜字南官林） 

（仙台市 ふるさとの杜再生プロジェクト） 

・荒浜海岸公園センターハウス駐車場集合 

8：30-12：00 小雨決行 

・植樹指導につき多数ご参加ください 

◯参加者は 5/21（月）まで広報宛に希望する

活動を添えて連絡 ： 

6/7(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 6 / 2（土）まで広報宛に連絡 ： 

6/9(土)一高山保存緑地 林内整備、刈払い 

9：00-12：00 

6/11(月) 坪沼 イベント会場・駐車場下刈り 

坪沼市有林 9：00‐12：00 

6/13(水) 自然観察案内人研修 水の森公園 

管理棟前集合 9：30-15：00 

・小学校低学年を対象にした研修を行います 

・弁当、飲み物が付きます 

◯参加者は 6 / 6（水）まで広報宛に連絡：  

6/15(金)泉ヶ岳ミズバショウモニタリング調

査（夏季） 9：00-11：00 

6/16(土) しいたけの森「下刈り指導」 

坪沼市有林 9：00‐13：00 

仙台市主催「みんなの森づくり事業」で市民ボ

ランティアが参加して下刈りを行います。仙台

市よりの業務委託事業で市民ボラティアの作

業指導・安全管理に 16名以上必要としますの

で多くの会員の参加協力をお願いします。 

・昼に芋煮のサービスがあります 

◯参加者は６月 3 日(日)まで汐海宛に連絡： 

6/17(日)木皿山 林内整備 9：00-12：00 

6/20(水)青木市有林 下刈り 9：30-12：00 

6/24(日)藤松緑地 林内整備 9：00-12：00 

6/28(木) 秋保天守閣公園 白木沢除伐 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

7/7(土) 岳山市有林 下刈り 9：30‐12：00 

7/12(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 7/ 7（土）まで広報宛に連絡：  

7/15(日)木皿山 林内整備 9：00-12：00 

7/26(木) 秋保天守閣公園 白木沢除伐 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

7/28(土) 一高山保存緑地 植生調査および 

下刈り 9：30‐12：00 
 
（行事予定） 

6/12(火)臨時役員会  NPOプラザ18：00より 

7/10(火)定例役員会  NPOプラザ18：00より 
 
◯参加連絡先：                （SMS 可） 

・広報[今野(正)] 携帯 

メール  

 ・汐海 携帯 

メール  

※暑気払いの実施は次号で連絡します 
 

【草刈り等作業員の登録募集について】 

秋保天守閣自然公園で、自然庭園やオートキ

ャンプ場の草刈りや除草、簡易な剪定、芝の手

入れ、清掃など園内の維持管理を、年間を通し

て勤務される方を新規に募集しています。  

希望者を登録のうえ、月間のローテションを

組み作業をしています。関心のある方は報酬等

の勤務条件や希望など確認してください。  

なお、新規の方は７月よりの勤務となります。  

・勤務日   ６月～１２月、土日祝日及び当会の

活動日を除く  

・勤務時間 ８：００～１２：００ 

・作業機械、用具（燃料含む）は公園より貸与  

◯新規登録希望者は 6 月 15 日（金）まで担当

の村上宛に連絡をお願いします。 

★ ブログ版ではメールアドレス、携帯番号は

カットしています。 

【発行 2018.5.16 広報】 


