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＜トピックス＞ 猛暑！！ 今年も暑気払いをおこないました 

  
昨年よりひじょうに暑い日々が続いた日本列島でしたが仙台も同様“あづい、あっつい”夏

となりました。恒例の暑気払いを 7 月 30 日(火)に仙台サッポロビール園で開催しました。

参加者は昨年より多い 26 名、18 時に及川代表の挨拶と乾杯！120 分間“ミックスジン

ギスカン食べ＆飲み放題がスタート、今年も昨年同様にスーパー胃袋は健在でビール、ジン

ギスカン追加の連呼でした。20 時に中締め、無事故で解散しました。 

 

 

活 動 報 告
7 月 21 日(日)東原緑地 刈払い整備 小雨 

参加者 17 名 

今年初めての場所でしたので作業内容/箇所、人 

数割り振り、注意点の確認を行い開始しました。 

先ず駐車場所の下刈りです。 

 

 

旧秋保電気鉄道跡も作業範囲でしたが各箇所と

も雑草など伸び放題となっていて作業者全員、

小雨で濡れているせいもあり汗だく作業となり

ました。 

 

もりっと仙台つうしん 
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仙台市森林アドバイザーの会 
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8 月 1 日（木）コープの森 茂庭山 下刈り 
晴れ 参加者 17 名 

散策路＆駐車場所の下刈りを三班に分かれてお

こないました。雨天と高温により雑草など伸び

が大きく汗が大量に噴き出る作業となりました。

 
 

9 月 5 日(木)尚絅学院里山支援 曇り 参加者

10 名 

体操のあと頂上へ移動し景観確保のため松の木

伐倒と整理作業を行いました。

 
 

9 月 7 日(土)泉ヶ岳芳の平、桜並木植樹地下刈

り/泉ヶ岳利用活用推進市民会議協働 

曇り 参加者 19 名 

市民会議加盟団体に区役所スタッフ含めた参加

者となり植樹地苗木周り、展望台遊路、県道沿

いの桜並木の下刈りをおこないました。当 G は桜

並木下刈りを担当しました。

 
 

 
 

作業後、根白石皆様の美味しい手作りの豚汁、漬

物、おにぎりをご馳走になり散会しました。尚、

当作業で桜並木の下刈りが残ったため 9 月 11 日

(水)に再度下刈りを行い、作業はすべて完了しま

した。 

 

その他の活動 
7 月 16 日(火)コープの森 永倉山 11 名 

7 月 18 日(木)荒浜もりっとの丘Ⅱ+生協下刈 7名 

7 月 23 日(火)藤松緑地 枯損木整理 雨天中止 

7 月 25 日(木)秋保天守閣公園整備 10 名 

7 月 27 名(土)一高山植生調査＆下刈り 14 名 

7 月 30 日(火)暑気払い 26 名 

8 月 3 日(土)泉ヶ岳 芳の平整理 13 名 

8 月 10 日(土)定例役員会 18 名 

8 月 25 日(日)東原緑地整備 15 名 

8 月 28 日(水)青木市有林 下刈り 雨天中止 

9 月 11 日(水)泉ヶ岳 芳の平 下刈り 12 名 

9 月 14 日(土)定例役員会 19 名 
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【特集】      

知っておきたい植物あれこれ（№27） 

ナガバノコウヤボウキとコウヤボウキ 

＜キク科 落葉小低木＞ 

何これ?  アスパラ？ やわらかく細長く伸

びた緑の新芽はまるでアスパラそっくり。 その

そばには数枚の葉が束生した細い枝、そしてもう

1 本茶色に枯れた枝があった。 ナガバノコウヤ

ボウキ？ 

生長すると葉が互生、花は付かない。秋には

葉を落とし冬芽で越冬し、 輪生状に大小の葉が

4～6 枚束になって出てくる。 夏に細いアザミ

に似た長さ 15mm 位の頭花が葉の中心に 1 個

白い花の先がくるっと丸まってかわいい。 

秋に種を飛ばすとそのまま枯れてしまう。 

株は残り毎年新芽を伸ばし、二年目に花を咲かせ

ることをくりかえす。世代交替？ 

ナガバノコウヤボウキの一生を見たような気

がしました。草のような木でかわった植物みつけ

たらよーく！！ 観察してみてください。 

 

 

  水の森：もとめ 

コウヤボウキの名前の由来は、高野山でほうきの材料として

使用したことから付いたとか。よく目にするのは葉が尖って長

いナガバノコウヤボウキである。 

関東の山に行った時、登山道のそばで見付けたのは葉が小さ

く丸いのが多く,いつも見るナガバノコウヤボウキとはちょっと

ちがっていた。コウヤボウキである。 

高さ 30cm～60cm 位で葉は 互生？ 輪生？ 

＜ ある里山・初夏の観察会でよーく見る！！ ＞ 

コウヤボウキは葉が

小さめで、葉や枝に

毛が多い全体ザラザ

ラした感じです。 
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活動予定とお知らせ 

今後の活動・行事予定 

9/22(日)東原緑地 刈払い 9：00-12：00 

9/24(火)金剛沢緑地南部 刈払い 

 金剛沢緑地南部 広場集合 9：30-12：00 

 ・金剛沢緑地北部広場に駐車（日赤病院入口向い） 

 ・作業予備日→翌日 9/25(水) 

9/26(木)秋保天守閣公園 源兵衛森整備  

 8：00-12：00 キャンプ場側斜面の刈払い 

 「市太郎の湯」西隣りの砂利敷き駐車場に集合 

10/3(木)尚絅学院里山支援 下刈り、危険木整理 

 尚絅大学学生駐車場集合 9：00-12：00 

 ◯参加者は 9/28(土)まで広報宛に連絡： 

10/7(月) 元気もり森まもり隊 自然観察指導 

金剛沢緑地南部 広場集合 9：30-12：00        

 八木山小学校の生徒による自然観察会

の指導および講話、伐倒デモを行います 

・金剛沢緑地北部広場に駐車（日赤病院入口向い） 

・参加者は会のヘルメット及びベストを持参 

○参加者は 10/1(火)まで汐海宛に連絡： 

10/15(火)市民育樹祭準備 会場周辺刈払い 

 坪沼市有林集合 9：00-12：00 

 ・作業予備日→翌日 10/16(水) 

10/19(土) 

 ①市民育樹祭（坪沼）作業指導 

 ②仙台市水道記念館 間伐体験指導 

 ③「コープの森」向大倉山親子体験会 

 イベントが 3 件重複しており、実施するのに

30 名以上の会員の協力が必要となります。 

 一括して参加者を募集のうえ、担務するイベ

ントを適宜に決めて各自に連絡します。 

多数の方の参加協力をお願いします。 

○参加者は 10/7(月)まで広報宛に連絡： 

①市民育樹祭（坪沼しいたけの森） 

  市民ボランティアによるクヌギの「枝打ち」

作業の指導および安全管理、運行を行います。 

  ・坪沼市有林集合 8：30-13：00 

  ・芋煮汁サービス有り 

  ・参加者は会のヘルメット及びベストを持参 

②仙台市水道記念館 

 水道局主催の「秋休み親子ツアー」で午前中

は職員による見学と実験、午後は当会の指導で

間伐体験および森林学習、伐倒デモを行います。 

 雨の場合は屋内でクラフトづくりを行います。 

 ・水道記念館(熊ヶ根)集合 11:30-15:30 

 ・参加者は会のヘルメット及びベストを持参 

③「コープの森」向大倉山 

 COOP みやぎ主催の自然観察会において午

前中は薪割り・玉切りの指導および自然観察随

行、午後はクラフトづくりの補助を行います。 

 ・現地イベント広場集合 9：00-15：00 

10/23(水)岳山市有林 リース用ツル採取 

  9：00-11：00  

10/23(水)水の森公園 芋煮会 12：00 より 

  公園キャンプ場集合 

  ・参加費１，０００円 

  ○参加者は 10/11(金)まで広報宛に連絡： 

10/24(木) 秋保天守閣公園 源兵衛森整備 

 8：00-12：00 キャンプ場側斜面の刈払い 

10/27(日)東原緑地 刈払い 9：00-12：00 

10/29(火)藤松緑地 林内整備 9：30-12：00 

11/2(土)・3(日)農業園芸センター収穫まつり 

11/7(木)尚絅学院里山支援 

11/9(土) 自然観察案内人 研修会（水の森公園） 

※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） 

9/29(日)悠・遊フェスティバル 

10/10(木)緑化功労者表彰式 

10/12(土)定例役員会 NPO プラザ15：00 

10/19(土)泉ヶ岳自然観察会登山引率 

11/9(土) 定例役員会 NPO プラザ15：00 
 

訃 報 
 11 期生の高山政昭さん（74 歳）が本年 7 月
25 日に病気療養中のところご逝去されました。 
謹んでお知らせいたします。 
 

会費納入のお願い 
  未納の方は早急に会費の納入をお願いします。

9 月末日までに入金が無い場合は、自然退会と

なりますので注意して下さい。（会計担当） 

・年会費 3,000 円（傷害保険を含む） 

・振込先 七十七銀行 本店（店コード 100） 

    （普）７６７２７７２ 

・口座名 仙台市森林アドバイザーの会 

     代表幹事 及川信彦 

 

◯参加連絡先：                （SMS 可） 

・汐 海 携帯 

   メール  

・広報（今野(正)）携帯 

メール  
 

【発行 2019.9.20（広報）】 


