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巻頭言   強み、弱み 
 平成最後の活動も事故もなく、終了する事が出来ました。これも皆様の協力と 
スタッフの方々の支援協力があっての達成です。心より御礼申し上げます。 
 会は、今年１５周年を迎えます。会員数も１１０名を超え、活動数も年間１２０回 
を超し、参加会員数も１３００名（延べ人数）超えるまでに、成長しています。特に 
森林整備に関しては、他の森林ボランティア活動団体からも、大きな評価を頂いており 
会の強みになっています。また、その仕事も丁寧であり、継続の原動力になっていると 
おもっています。 
 会の平均年齢が６６才超えと聞いて、驚かれるかもしれませんが、毎年の新入会員の 
おかげで、あまり大きく変動しませんが、他団体と同様、高齢化している事は、事実で 
す。特に、現役の方々は、６５才まで働く事が普通になりましたので、ボランティア活

動参加年齢も高く、致し方ありません。その中で、会の現在のスタッフの高齢化も大き

な問題になって来ています。手慣れたスタッフで、物事を進めれば、イベント等も手早

く流れますので、どうしても頼り気味になっているのが、現状での会の弱みにもなって

いるかもしれません。ここ数年、イベント数が増えても、上手く運営出来ているのは、

この辺の仕組みがあります。 
 新時代を迎え、これからの会を担って行く人方に、今年は、仕事を少しずつ委譲して

行きたいと思っています。それによって、会の運営で不自由さを感じる事が、あるかも

しれません。安全第一の活動方針は、変わりません。会員の皆様も、大きな心で、育て

て、支援協力をよろしくお願いいたします。 
代表幹事 及川信彦   
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トピックス 
尚絅学院大学周辺に広がる 20 万㎡の森。尚絅学院で「里山再生プロジェクト」を立上げ、長年

放置されてきた森を学生や市民ボランティアがすべて手作業で手入れしています。 

当会では 2017 年 4 月より作業の安全を確保すべく、危険な枯損木の処理などの支援を行ってきま

したが、今回尚絅学院よ

り感謝状と寄付を頂く

ことになりました。 
 
3 月 14 日(木)の活動に

先立ち、学院の佐々木理

事長より「里山再生プロ

ジェクト」への 協力に

対する感謝のお言葉を

いただきました。 

もりっと仙台つうしん 
新年度号（２０１９・４月） 

仙台市森林アドバイザーの会 

http://blog.canpan.info/morittosendai/ 



活 動 報 告 
 

2 月１4 日(木)尚絅学院 里山再生支援 

 晴れ 参加者 7 名 

今回の作業場所は日陰の斜面なので、朝礼時

は寒く感じましたが、林内での作業に入ると少

し汗ばむくらいで、青空の下で気持ちの良い活

動をしました。 

  
2 月 16 日(土)泉ヶ岳自然観察会  晴れ 

 泉ヶ岳利活用推進市民会議主催の冬季自然観

察会で一般参加者を 2 名で引率、スノーシュー

を履いて冬芽の観察など芳の平を案内しました。 

  
2 月 17 日(日)藤松保存緑地 遊歩道整備 

 晴れ 参加者 17 名 

 藤松町内会と協働で昨年設置した遊歩道周り

の刈払い、危険防止ロープの設置、散策路に階

段を取り付けました。 

 

2 月 24 日(日)将監沼 林内整備 第 1 回 

 晴れ 参加者 28 名 

昨年に引続き、将監風致公園北区で「将監沼

の自然とふれあいを育む会」と協働で遊歩道の

危険木を伐採しました。 

南側の駐車場から、池を挟んだ北側に移動し

て合同朝礼を実施しました。 

 
掛かり木の風倒木の処理や枯損木の伐採など

難易度の高い作業となり、会最強の牽引道具

1.6ｔチルホールなどを動員しての作業をおこ

ないました。 

 
11：30  無事故を確認して合同終礼を終えま

した。 
 

その他の活動 
2 月 1 日(金)スキーの集い セントメリー  4名 

2 月 12 日(火)臨時役員会 21 名 

2 月 12 日(火)泉ヶ岳自然観察会 事前踏査 2 名 

2 月 16 日(土)第 16 期生入会手続き 4 名 

2 月 21 日(木)仙台緑のボランティア団体連絡会 1名 

3 月 ２ 日(土)会計監査 5 名 

３月 7 日(木) 海岸林再生ワークショップ 6 名 

３月 8 日(金) 海岸林再生ワークショップ 1 名 

3 月 12 日(火) 定例役員会 20 名 
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【特集】 

知っておきたい植物あれこれ（№2４） 

エノキ（ニレ科）落葉高木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●エノキ（榎） 

エノキとエゾエノキは、オオムラサキの食草

として知られています。 

水の森の国有林には、オオムラサキが飛んで来

ることを願い４００本植樹した場所があり、高

さ２０ｍ？位に大きくなりました。まだオオム

ラサキは見られません。（以前、ゴマダラチョウ

は見かけたのですが・・・。） 

 

＜エノキと私の戦い＞ 

約３５年位前、我が家の北側のブロック塀の

内側にあまり見かけない木の葉の苗(エノキ)を

見付けました。鳥が運んで来たのでしょうか？ 

そのまま育て、ブロック塀からはみ出した枝な

ど剪定し続け約 25 年、ある日トイレの水の流

れが悪くなったので排水管のあるあたりに行っ

てみました。気付いたら塀にそって板のような

エノキの根が伸びていたのです。 

マンホールの蓋を開けてみると管の一部が

こわれていて、そこからエノキの細い根が伸び

てかたまっていました。悪戦苦闘のすえ、やっ

と根を取り除き、板根をチェーンソーで切りま

した。 

それでも定期的にマンホールを開けてみな

いと根が伸びて来ます。 

エノキは今でも健在、夏にまるぼうずにしても

若枝をたくさん伸ばし、幹周り８３㎝径２６㎝

位になり、毎年屋根の上から高くならないよう

切り続けています。 

   水の森：もとめ 
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活動予定とお知らせ 

今後の活動・行事予定 

3/24(日)将監沼 林内整備 第 2 回 

8：30 駐車場 B 集合-12：00（9：00 より

郵便局向いで将監沼の会と合同朝礼） 

枯損木の伐採と笹刈払いを行います 

3/28(木)秋保天守閣公園 白木沢笹刈払い 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

4/7(日) 第１５回定時総会・懇親会 

仙台市市民活動サポートセンター15：00 より 

4/10(水)春の自然観察会 大国神社／神社境内

には山野草が多く季節の花が楽しめます 

大国神社駐車場 9：30 集合 

・雨中止→前日 NHK、PM9 時前の天気予報

で雨確率 50％以上の場合 

4/11(木)尚絅学院里山支援 危険木等整理 

尚絅大学学生駐車場集合 9：00-12：00 

・当日は入口守衛に里山再生で来た旨を伝える 

〇参加者は 4/6(土)まで広報宛に連絡：  

4/19(金)コープの森荒浜 植樹会準備 

荒浜海岸センターハウス集合9：00-12：00 

4/20(土) 

①コープの森荒浜植樹会 補助作業 

②泉ヶ岳芳の平一斉清掃 

  当日の活動が重複しており、手分けして実施

しますので一括して参加者を募集します。 

後日担務してもらうイベントを決めて各自に

連絡します。多数の参加協力をお願いします。 

○参加者は 4/3(水)まで広報宛に連絡：  

・各イベントの実施要領は以下の通り 

①コープの森荒浜(0.16ha) 植樹会補助作業 

みやぎ生協主催の植樹会において一般参加者

の植樹指導および運営のサポートを行います。 

  9：00 荒浜海岸センターハウス集合(昼食持参) 

・当日は会ベストを持参 

②泉ヶ岳芳の平 一斉清掃（泉ヶ岳利活用推進市

民会議）泉ヶ岳山開きに併せて道路周辺のゴ

ミ拾いを行います（荒天中止）                 

・泉ケ岳大駐車場西側集合 9：00-10：30 

・山開き記念品整理券は 8：30 より配布予定 

・当日は会ベストを持参 

4/21(日)東原緑地 刈払い 9：00-12：00 

西多賀地内にある東原保存緑地(2.66ha)の林

内整備を始めます。地図の駐車場に集合。 

4/25(木)秋保天守閣公園 白木沢林内整備 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

5/9(木)尚絅学院里山支援 危険木等整理 

尚絅大学学生駐車場集合 9：00-12：00 

〇参加者は 5/4(土)まで広報宛に連絡：  

5/11(土)自然観察案内人研修会 

5/19(日)東原緑地 林内整備 9：00-12：00 

5/23(木)秋保天守閣公園 白木沢林内整備 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

5/26(日)16 期生伐木講習会および林内整備 

実施場所：一高山保存緑地 

チェーンソーによる伐木の実践研修を行いま

す。16 期生は可能な限り参加してください。  
 

※各活動で集合場所が分からない

方は広報まで連絡をお願いします。 
 
（行事予定） 

4/9(火 )臨時役員会  NPO プラザ

18：00より 

4/18(木)仙台緑のボランティア団

体連絡会 

4/22(月)芳の平水芭蕉モニタリン

グ調査(春季) 

5/14(火)定例役員会  NPO プラザ

18：00より 
 
◯広報：今野正道 

  電話 

ﾒｰﾙ 

【発行 2019.3.21（広報）】 

東原緑地 地図 


