
 
 
 
 
 
  

 
 
  

活 動 報 告 

5 月 28 日（日）一高山保存緑地にて  晴れ 

・14 期生伐倒講習会  参加者 16 名 

例年のように今年も新入会員対象に伐倒講習

会を実施しました。 

研修生（９名）を２班（講師 7 名）に分けて、

午前中はチェーンソーの取扱いや安全に関する

座学、丸太を使った玉切り、受・追口作りの練

習、午後は杉立木を使った伐倒を実践しました。 

9：00 集合で昼食休憩を挟んで 15：00 ま

でミッチリ研修で１４期生の皆さんは疲れたこ

とでしょうが、しっかり身に付いたことと思い

ます。 

講師の皆さんも年々教え方が上手になってツ

ボを押さえて的確に指導していました。 

長時間にわたりお疲れ様でした。 

・林内整備 参加者 10 名 

9：30 から午前中、支障木の整理と散策路沿

いの草刈りを東ルートと西ルートに分かれて行

いました。 

 

6 月 14 日（水）「みんなの森づくり」イベント

準備 曇り 参加者 19 名 

17 日（土）開催予定の下刈りボランティの

準備作業を行いました。 

天気予報は雨でしたが、昨日の役員会で「小

雨決行」と決定していたので最悪の場合は役員

だけの作業も覚悟していたが、なんと早朝から

薄日が差す作業日和で 19 名も参集しました。 

・刈払い機 12 台でイベント会場と駐車場周辺

の草刈りを実施。 

・山林作業用カマ３０丁を研ぎました。 

 
 

6 月 3 日（土）泉ヶ岳芳の平下刈り／泉ヶ岳利

活用推進市民会議協働 晴れ 参加者 24 名 

植樹地の下刈りのため市民会議加盟団体から

50 名弱の参加がありました。 

①植樹地東側の駐車場予定地から展望台まで 

②植樹地西側から遊び場まで ③広場 の 3 チー

ムに分かれてツボ刈りと下刈りを実施。 

 
昼食時におにぎりと豚汁が振舞われました。 

 現在、植樹地や展望台エリアまでの遊歩道と

駐車場を整備する計画が進んでおり、昼食後は

駐車場予定地から展望台、遊び場を巡る散策路

の予定ルートを検分しました。 

植樹地は除伐や移植を考慮する時期になったか

なと感ぜられました。遊歩道完成が楽しみです。 
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6 月 25 日（日）青木市有林 下刈り 

曇り 参加者 19 名 

 天気予報は「弱雨」でしたが、曇り空ながら

降雨はなし、今年度はじめての青木市有林下刈

り出動に駐車場は満杯の盛況でした。 

安全担当が早朝出動して、安全旗の掲示用に杭

を打って安全旗でみんなを迎えてくれました。 

今年も安全第一、無事故で頑張りましょう！ 

１区は刈払い機４台で、２区は刈払い機１０台

で、毎年のことで驚きを超えてアキレルばかり

の雑草の勢力。特にヨモギとススキは１ｍ以上

に伸びていました。 

昨年は５区に食害が見られ防護カバーを設置し

たところですが、本日は２区北東の太い幹の食

害が発見されました。 

１区で少し残りましたが、午前中で大体完了。 

無事故で作業終了、終礼、解散しました。 

 

7 月 1 日（土）岳山市有林 下刈り 

曇り 参加者 1８名 

 11 期生、12 期生、13 期生、14 期生、15

期生が記念植樹したヤマザクラはすくすく育っ

ていました。 

青木市有林のヤ

マザクラに比べ

て素晴らしい 。 

この両者の差の

原因はどこにあ

るのでしょう

か？ 

15 期生の植栽

エリアは苗木が

隠れるように雑

草が繁茂してい

ました。 

苗木が予想より

も元気に成長し

ていて、私達も元気をもらったようで仕事が捗

りました。 

  
植栽地の南斜面と次年度植栽予定地？の除草も

実施。 

駐車場に戻って機材整備、終礼、解散となりま

した。 

 

その他の活動 
5 月 14 日(日)グリーンピア岩沼ハイキング 7名 

5 月 17 日(水)秋保天守閣公園 除伐 12 名 

5 月 21 日(日)木皿山 林内整備 15 名 

6 月 3 日(土)市民植樹（蒲生地区）9 名 

6 月 8 日(木)尚絅学園里山支援 雨天中止 

6 月 12 日(月)樹木剪定講習会（燕沢）5 名 

6 月 13 日(火)尚絅学園里山支援 8 名 

6 月 13 日(火)定例役員会 22 名 
≪以下 4 ページに続く≫ 
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【特集】      

知っておきたい植物あれこれ（№1４） 

マタタビとサルナシ（マタタビ科） 

〈雌雄別殊、落葉つる性木本〉 
  

マタタビとサルナシはとてもよく似ていて、葉が落ちたあとは、なかなか区別が付きません。 

夏期は、葉の色と実のちがいがはっきりしているので区別しやすいです。 

森の作業時、雌雄の別がわかる時は雌株は残すようにしたいですね。 

●マタタビ 若いつるは、茶かっ色でだんだん黒っ

ぽい紫がかった茶色になる。樹皮に皮目があり、ザ

ラついているのでリースの台にはあまり向かない。 

葉は葉柄が長く２～７ｃｍ位。初夏の頃白くなる葉

が目立つ。花が終わると再び緑色になると言われて

いるが秋まで白く残っているものが多いようです。 

花は初夏の頃径 2～2.5ｃｍの梅の花のような白い

花が下向きに咲く。実は２～2.5cm 位の細長い楕円

形で晩秋オレンジ色に熟す。ネットリした食感で少

し甘い。虫コブの実は熟す前に落る。疲れた旅人が

この実を食べ元気になりまた
ﾏ ﾀ

旅
ﾀﾋﾞ

ができるようになっ

たと伝えられているように薬効があり、特にマタタ

ビバエの虫コブ状の実はマタタビ酒にすると体が温

まり元気になると言われ好んでつくられているよう

です。 

 

●サルナシ つるの色が赤茶色でリースの台に使

用される。丈夫で「祖谷のかずら橋」にも使用され

ているとか。太くなると黒っぽい茶かっ色になり、

ぶどうのつるのように樹皮がはがれてくる。 

葉は細かい鋸歯があり6～10cm位 マタタビより

小さめ。葉柄は赤茶色で２～8cm 位。秋黄葉して落

葉する。 

花はマタタビより小さめ１～1.5ｃｍ位で雄しべが

黒っぽい。実は俵型で果皮に毛のないキュウイのミ

ニサイズそっくり。晩秋、白っぽい緑になり少しし

わが出てきた頃が食べ頃。甘く種もキュウイフルー

ツそっくりでおいしい。山のサルがこの実を木の洞

にため込み醗酵してサル酒になったという話もある

程動物にも好まれるおいしい実です。 

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 
7/20（木）暑気払い「サッポロビール 仙台ビ

ール園（名取）」17：50 名取駅西口集合 

7/29（土）一高山保存緑地 植生調査及び遊歩

道整備 9：30‐12：00 

9/2（土）泉ヶ岳芳の平 植樹地下刈り／泉ヶ岳

利活用推進市民会議協働 

芳の平管理棟集合 9：00‐12：00 ／小雨決

行（荒天の場合は 9/9（土）に延期） 

※参加者は 8/１8（金）まで今野(正)宛に連絡 

携帯 
Ｅメール   

9/14（木）尚絅学院里山支援 危険木除伐 

ゆりが丘尚絅大学駐車場集合 9：00‐12：00 

※参加者は 9/6（水）まで今野宛(正)に連絡 

：連絡先上記 

・当日は入口守衛に里山再生で来た旨を伝達 

9/17（日）木皿山林内整備 9：00‐12：00 

9/20（水）「コープの森」向大倉山 遊歩道新

設及び道路柵整備 現地集合 9：00-12：

00 

  現在の南側において、新遊歩道設置のため

の刈払い及び足場造り、ロープ設置等を行い

ます。また道路柵の修理及び延長などを行い

ますので多数の参加をお願いします。 

 ・集合場所は E メールに添付した Map を参

照／参加する方で不明な方は今野(正)まで連

絡願います 

9/2４（日）「コープの森」向大倉山 遊歩道新

設及び道路柵整備 現地集合 9：00-12：

00 

 以下前回と同様 

9/28（木）秋保天守閣自然公園 除伐 

オートキャンプ場集合 8：00‐12：00 

10/7（土）「もりっとの丘」整備 下刈り他 

 現地集合 9：30-12：00 

10/11（水）市民育樹祭準備 会場周辺刈払い 

 坪沼市有林 9：00-12：00 

10/12（木）尚絅学院里山支援 危険木除伐 

ゆりが丘尚絅大学駐車場集合 9：00‐12：00 

※参加者は１０/４（水）まで今野宛(正)宛に連絡 

：連絡先上記 

・当日は入口守衛に里山再生で来た旨を伝達 

10/1４（土）仙台市水道記念館 間伐体験指導 

10/1４（土）市民育樹祭（坪沼）作業指導 

10/1４（土）「コープの森」向大倉山親子体験会 

※上記３項目は日程が重なるため、実施要領を

調整のうえ会報 10 月号でお知らせします。 

10/15（日）木皿山林内整備 9：00-12：00 

10/18（水）「コープの森」茂庭山 刈払い 

 現地集合 9：30-12：00 

10/26（木）秋保天守閣自然公園 

・除伐作業 オートキャンプ場 8：00 集合 

・芋煮会・機材整備 北駐車場 12：00 集合 
 
※8 月の活動予定はありません。 

※元気もり杜守り隊事業及び秋の登山（三方倉

山）は日程が決まり次第お知らせします。 

 

（行事予定） 

8/24（木）仙台緑のボランティア団体連絡会 

9/12（火）定例役員会 NPO プラザ 18：00 

10/10（火）定例役員会 NPO プラザ 18：00 

10/19（木）仙台緑のボランティア団体連絡会 

 

会費納入のお願い 
未納の方は早い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3,100円（ボランティア保険300円、

スポーツ保険 800 円を含む） 

《振込む場合は以下の口座にお願いします》 

・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 

 

来月号の発行について 
 来月発行予定の「もりっと仙台つうしん 活動

予定とお知らせ（葉書９月号）」は、９月末まで

の活動予定に変更や連絡事項が特にない場合は

休刊とさせていただきます。（広報担当） 

 

 
≪2 ページ「その他の活動」より続く≫ 

6 月 15 日(木)泉ヶ岳水芭蕉モニタリング 8 名 

6 月 17 日(土)しいたけの森 下刈り指導 25 名 

6 月 18 日(日)木皿山 林内整備 11 名 

6 月 21 日(水)サイカチ沼 林内整備 13 名 

6 月 22 日(木)秋保天守閣公園 除伐 14 名 

7 月 11 日(火)定例役員会 22 名 

 

【発行 2017.7.18（広報）】

 


