
 

 

 

 

 

  

 
 
  

トピックス     恒例 暑 気 払 い！ 
 
 今年も恒例の暑気払いが 7 月 20 日（木）サッポロビール仙台

ビール園（名取）において行われました。 

参加者 20 名、午後 6 時に代表挨拶乾杯の後、120 分“ミック

ス”ジンギスカン食べ放題＆飲み放題に挑戦！出来立てのエビス

“樽生”ビールをグイグイと飲み干し・・追加の連呼、まだまだ

皆さんのスーパー胃袋は健在でありました。 

 

活 動 報 告 

7 月 19 日（水）青木市有林 下刈り 

 晴れ 参加者 14 名 

今日は1区の刈り残した場所と5区の刈払いを

実施しました。 

連日の暑さで参加人数はチョッと少なめですが、

ラジオ体操、朝ミーティングを行い作業開始。 

次回は3区と4区ですがどちらも急斜面で大変

です。 

 
 

9 月 2 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  弱雨 参加者 21 名 

市民会議加盟団体に区役所スタッフを含めて

50 名弱の参加でしたが、刈払い機はいつもよ

り多めでした。 

植樹地と散策路の下刈りは、朝の意気込み通

り頑張ったので一時間ほどで完了、引き続き管
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理棟まわりや県道沿いの下刈りも実施。 

また、展望台の眺望を確保するため、申請用

に伐採を希望する木のマーキングも実施。 

  
作業後、おにぎり 2 個と豚汁を頂き、約 1 か月

ぶりに再開した 21名の会員はお互いの元気を

確認して散会しました。 

 
 

9 月 14 日（木）尚絅学院里山 危険木等整理 

 晴れ 参加者 11 名 

秋の気配を感じさせる一日、2 班に分かれ前回

に続き少し手強い枯損木 2 本を処理。 

また学園の里山再生活動で使う、シイタケ植菌

用のコナラの榾木を 20本採取。 

 
最後にチェーンソーのメンテナンスを全員で行

い、12 時を少し過ぎましたが解散しました。 

 
 

その他の活動 
7 月 13 日(木)尚絅学園里山再生 雨天中止 

7 月 16 日(日)木皿山 林内整備 都合中止 

7 月 18 日(火)サイカチ沼林内  雨天中止 

7 月 29 日(土)一高山植生調査他 雨天中止 

 

活動予定とお知らせ
 

今後の活動・行事予定 
9/20（水）「コープの森」向大倉山 

  現地イベント広場集合9：00-12：00 

  新遊歩道開設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。 

 ・現地集合場所が分からない方は七北田ダム

湖畔公園駐車場（ダムサイト南側）に 8：30

まで集合後、現地に移動します。 

9/24（日）「コープの森」茂庭山 

9/28（木）秋保天守閣自然公園 除伐 中止 

9/27（水）金剛沢緑地南部 刈払い整備 

9/28（木）金剛沢緑地南部 刈払い整備 

9/29（金）金剛沢緑地南部 刈払い整備 

 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） 

10/4（水）元気もり森まもり隊事業 自然観察

指導 金剛沢緑地南部広場 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 

 
≪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（№15） 

ツルウメモドキとウメモドキ（雌雄別殊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ツルウメモドキ(蔓梅擬) ニシキギ科 落葉つる性木本

種と根からつるを伸ばし増えていきます。木にからまり

フジ同様他の木を枯らしてしまうこともあります。細い

つるはリースの台にしたり、実は花材として使用します

が太いものは使いにくいです。 

リースの花材にする時は実が開かない前、葉が黄色にな

る頃採取します。実は小鳥の餌となりますので他の樹に

影響のないものは切らずに残しておきましょう。 

葉は互生、楕円形で 4～10cm 位 

花は初夏、黄緑色で花弁は目立たない。雌花には雄しべ

もあるが、中心に雌しべがはっきり目立つ。 

雄花は雄しべのみ、雌しべはない。 

実は丸く、径７～８mm位。中に赤い実が２～４個。 

その中に白い種が 1 個ある。 

樹皮は茶かっ色、太くなると径６～８cm位にもなり 

灰かっ色に縦縞模様ができる。 

 

 

●ウメモドキ(梅擬) モチノキ科 落葉低木 

里山に普通に見られる木ですが、実が赤くきれいなので

庭木として利用される。樹高は大きくても２～３ｍ。 

地方によっては実の白いシロウメモドキもあるようです

が、自然のものはまだ見たことがありません。 

葉は丸く、３～6cm 位、互生。 

花は初夏、ピンクがかった白, 花弁５枚,雌花は雌しべが

中心にあり、雄花は雄しべのみ。 

実は丸く、径５mm 位で葉の付け根に赤く実る。 

樹皮は灰色でなめらか、折れやすい。 

  

水の森：もとめ 

秋になると赤い実がよく目立ち森を彩ります。 

作業時に実が付いていたら雌株なので残しておきたい植物

(小鳥の餌)ですが、よくある木なので目立つ太いもの以外は

あまり気にしなくて良いでしょう。 



４ 

 

≪２ページ「活動予定とお知らせ」より続く≫ 

 
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 

 坪沼市有林集合 9：00-12：00 

10/12（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 

○参加者は10/5（木）まで今野(正)宛に連絡 

携帯         （SMS 可） 
Ｅメール  

・当日は入口守衛に里山再生で来た旨を伝える 

10/1４（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 

  当会で受託している恒例のイベントが、今

年は 3 件重複しました。各イベントを手分け

して実施するのに 30 名強の会員の協力が必

要となります。 

 そのため、今回は一括して参加募集を行い、

担当役員で担務してもらうイベントを決めて

各自に連絡することにしました。 

 ○参加できる方は 10/5（木）まで今野宛(正)

宛に連絡願います：連絡先上記 

 ・各イベントの実施要領は以下の通り 

①市民育樹祭（坪沼しいたけの森）作業指導 

  市民ボランティアによるクヌギの芽欠き作

業の運行と作業指導、安全管理等を行います。 

芋煮汁サービスも有ります。 

・坪沼市有林集合 8：30-13：00 

・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 間伐体験指導 

水道局主催の「秋休み親子ツアー」におい

て、午前中は職員による見学と実験、午後は

当会の運営と指導で森林学習および間伐体

験、伐倒デモがおこなわれます。 

雨の場合は屋内でクラフトづくりを行います。 

・仙台市水道記念館集合（青葉区熊ヶ根字大

原道）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」向大倉山親子体験会 

COOPみやぎ主催の「自然観察＆山の仕事

体験会」において午前中は薪割り・玉切りの

指導（参加者は他に自然観察、間伐見学あり）、

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 

・雨の場合は「大倉ふるさとセンター（青葉

区大倉字若林 14-2）」で午前中クラフトづく

り 駐車場に 9：00集合 

 

・会のヘルメット、ベストは不要 

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 

・現地集合場所が分からない方は秋保ヴィレ

ッジアグリエの森駐車場に 9：00 まで集合

後、現地に移動します。 

10/21（土）人来田１号緑地：人来田小学校裏

（太白区人来田 1-1-1）伐採、刈払い整備 

9：30-12：00 

 ・駐車場所は後日案内します 

10/26（木）秋保天守閣自然公園 除伐 中止 

芋煮会・機材整備は 11月に実施予定 

10/26（木）元気もり森まもり隊 植樹指導 

 人来田 1号緑地 9：30-12：00 

人来田小学校の生徒によるサクラ植樹の指

導および講話、伐倒デモを行います。 

・駐車場所は後日案内します 

・参加者は会のヘルメット及びベストを持参 

・雨天中止の場合は翌日（10/27（金））に延期 

※各活動で集合場所が分からない方は今野（正）

まで連絡をお願いします（連絡先上記）。 

※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） 

9/24（日）泉ヶ岳 悠・遊フェスティバル 

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 
 

刈払い機の運用について 
当会の刈払い機を保管運用している方で

刈払いのある活動日に参加できないときは、

当日参加予定の会員に刈払い機を事前に預

けるようにお願いします。 

 機材の効率的な運用のためにご協力をお願い

します。（機材担当） 
 

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3,100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 
 

【発行 2017.9.19（広報）】 


