
 
 
 
 
 
  

 
 
  

活 動 報 告 

4 月 1 日（土）第 1３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。 

現会員１００名中、出席者６０名、委任状２９

名で総会は有効に成立と事務局より。 

定刻１５時開会、角田代表の挨拶に続き、ご来

賓の仙台市農林土木課長よりご挨拶をいただき

ました。 

議長の選出を行った後、議事を進行。 

 
今回は役員改選の年に当たり、役員の承認を

含めて提案事項の６項目は無事承認されました。 

また、長年当会の代表としてご尽力いただいた

角田尚一氏が退任、新代表に及川信彦氏を選出、 

新任の挨拶の後１６時に閉会しました。 

 
閉会後の懇親会には５８名が参加、1４期生

の紹介、会員の親睦を行い、17 時半前に散会

となりました。 

 
 

4 月 22 日（土）泉ヶ岳芳の平 一斉清掃 

晴れ 参加者 23 名 

 青空のもと、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」主催による大駐

車場周辺の清掃が行われました。 

安全祈願祭終了後、大駐車場周りは他の団体、

当会の担当はスノーシェルター手前まで、ごみ

は少なく予定時間より早く終了しました。 

昨年はサクラが満開でしたが今年は未だつぼみ。

総勢約 80 名参加の清掃ボランティアでした。 

 
 

4 月 19 日（水）天守閣自然公園 権兵衛森 

晴れ 参加者 16 名 

公園の「一太郎の湯」南側に位置する「源兵

衛森 230ｍ」の頂上付近で、景観を良くするた

めの除伐がスタートしました。 
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3 班に分かれ、東口及び西口の作業道整備と

頂上付近の枯損木整備を実施。 

東口、西口とも長年使用されていなかった作業

道で、道を覆った灌木や熊笹の刈払いを実施。 

頂上付近の伐倒は、瞬間風速 30ｍくらいの強

風となり、安全のため早めに山を下りました。 

 
 

4 月 27 日（木）天守閣自然公園 権兵衛森 

 晴れ 参加者 9 名 

作業現場の山頂までの往復がこれまでの活動

で一番厳しい？？ 

頂上の祠に安全を祈願してから、頂上東側の

アカマツ、南側のアカマツの伐倒を開始。 

 
伐倒場所からは秋保温泉街が見えます。 

 
急斜面での玉伐り作業は危険を伴い困難を極め

ましたが、作業は無事故で終わりました。 

４月２５日（火）尚絅学園里山整備 晴れ 

参加者１４名 

 ゆりが丘にある、尚絅学院大学周辺の里山林

（20ha）で、学生と一般ボランティアにより、

すべて手作業での手入れを行っています。 

長年手入れされず、活動エリアにはナラ枯れ

や枯損木など危険な樹木が相当数みられること

から、手作業ではできないところを支援すべく

活動を行いました。   

 
 

５月６日（土）尚絅学園里山整備  曇り 

参加者１９名 

散策路沿いの枯損木はほとんどがツルがらみ。 

対象木を伐っても宙吊りとなって倒れません。 

四方に伸びたツルで倒れないため、周りの木を

伐ったり枝を伐っ

たり引っ張ったり

と苦戦。 

広葉樹の立ち枯れ

木は野鳥の餌場確

保で残したいとこ

ろですが、散策路

沿いでは危険木と

なるため伐倒しま

した。  

朝出動時にはザッ

と雨に見舞われま

したが、作業時は

曇り空で活動日和となり、無事故で１２時に解

散しました。 

 

その他の活動 
3 月 25 日(土)荒浜地区市民植樹 15 名 

3 月 26 日(日)将監沼北区 林内整備 25 名 

4 月 11 日(火)定例役員会 21 名 

4 月 12 日(水)五社山白花カタクリ観察 17 名 

4 月 16 日(日)木皿山 林内整備 5 名 

4 月 20 日(木)泉ヶ岳水芭蕉ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 11 名 

5 月 8 日(月)樹木剪定講習会 7 名 

5 月 9 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 （№13） 

ミズメとウダイカンバ（カバノキ科） 

〈落葉高木〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ミズメ（アズサ、ヨグソミネバリ）と三つの名前を持

つ。樹皮に傷を付けるとサロメチールの香が強く、この臭

いがヨグソミネバリと言われることになったとか。高さ１

５～２５メートル位。直径３０～７０センチにもなり、材

は硬いので山形では餅つきの臼にしたり木工品に使われ

ているようです。材に香はない。 

幼樹の時は桜の若木に似ていて、暗茶色に皮目があり、

ウダイカンバの幼樹も同じで区別がむずかしい。成木にな

るとウロコ状でミズメ特有の樹皮になる。 

葉は長さ３～１０センチ位、巾２～８センチ位で葉脈が

はっきりしている。若い枝の葉は大きく、高木になると小

さい。秋の黄葉が美しい。 

花もハンノキに似て雄花は春先き葉よりも早く垂れ下

って咲く。雌花は上向きに丸くハンノキのように付き秋に

は中からたくさんの種子が出てくる。 

 

●ウダイカンバも高さ１５～３０メートル、直径３０～

１００センチにもなるとか。ミズメより大きくなるようで

す。幼樹はミズメと区別が付かない。傷を付けるとほのか

にサロメチールの香があるが、ミズメ程ではなく成木では

ほとんど臭わない。樹皮もミズメよりなめらかで灰色で大

木になると横模様で薄くはがれる。 

葉はミズメより大きく長さ８～１４センチ、巾６～１０

センチ位でハート形をしているので区別しやすい。 

花は雄花も雌花も垂れ下がって咲くようですが高くて

見えず区別など確認できていない。 

 

ミズメもウダイカンバも標高５００ｍ位からよく見かけ

る木ですが、どういうわけか低い里山、水の森公園でも見

られます。森林作業で見かけたら、ぜひ残しておきたいで

すね。 

 

水の森：もとめ 
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動予定とお知らせ 

今後の活動・行事予定 
5/21（日）木皿山林内整備 9：00‐12：00 

5/25（木）サイカチ沼林内整備 6/21（水）に延期 

5/28（日）１４期生伐倒講習会および林内整備

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。１４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月19日（金）まで今野(正)

宛に連絡： 

携帯 000 略（SMS 可） 

E ﾒｰﾙ 000 略 

6/3（土）市民植樹（海岸公園蒲生地区） 

10：30‐12：00 ／小雨決行 

6/3（土）泉ヶ岳芳の平下刈り・植樹地整備計

画踏査・懇親会（泉ヶ岳利活推市民会議協働） 

芳の平管理棟集合 9：30‐14：30 ／小雨決行 

・昼におにぎりと豚汁のサービスあり 

 ※参加者は５月 21 日（日）まで今野(正)宛に

連絡：連絡先上記 

6/8（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 

※入場者確認用に名簿提出、参加者は 6 月 3

日（土）まで今野（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 

6/12（月）樹木剪定講習会 

燕沢３丁目保存緑地 9：30‐12：00 

6/14（水）しいたけの森 会場・駐車場下刈り 

坪沼市有林 9：00‐12：00 

イベント準備のため、会場と駐車場の刈払い

及び下刈り用の鎌研ぎ（60 本）を行います。 

6/15（木）泉ヶ岳水芭蕉モニタリング調査（夏

期） 9：00‐11：00 

6/17（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４日（日）まで汐海宛に連絡：   

携帯 000 略 

E ﾒｰﾙ 000 略 

6/18（日）木皿山林内整備 9：00‐12：00 

6/21（水）サイカチ沼林内整備 9：00集合‐12：

00 サイカチ沼駐車場に集合後、現地移動 

6/22（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 

6/25（日）青木市有林 下刈り 9：30‐12：00 

7/ 1 （土）岳山市有林 下刈り 9：30‐12：00 

7/10（月）樹木剪定講習会 

燕沢３丁目保存緑地 9：30‐12：00 

7/13（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 

※必ず参加者は 7 月 8 日（土）まで今野（正）

宛に連絡：連絡先上記 

7/16（日）木皿山林内整備 9：00‐12：00 

7/19（水）青木市有林 下刈り 9：30‐12：00 

7/20（木）暑気払い「サッポロビール 仙台ビ

ール園（名取）」（予定） 

7/27（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 

7/29（土）一高山保存緑地 植生調査および 

下刈り 9：30‐12：00 
 
※今月号より、活動の開始と終了の時間をでき

るだけ具体的に掲載することにしました。 

 ただし終了時間については、活動次第で前後

することを了承願います。 

※活動で参加者にボトル飲料を提供していまし

たが、担当者の負担軽減のため中止します。 

 各自で飲料水を用意するようにお願いします。 
 
（行事予定） 

5/20（土）名取海岸林植樹祭 運営補助 

6/13（火）臨時役員会 NPO プラザ 18：00 

6/15（木）仙台緑のボランティア団体連絡会 

7/11（火）定例役員会 NPO プラザ 18：00 
 

関連ボランティアについて 
・名取海岸林植樹後の育樹ボランティア 

  一昨年よりオイスカ「海岸林再生プロジェ

クト」の植樹活動に関わってきましたが、そ

の後の育樹も重要な作業になっています。 

毎月第 3 土曜日にボランティアの募集をして

いますので、参加できる方は下記に連絡のう

え参加をお願いします。 

   http://www.oisca.org/kaiganrin/2994 
  オイスカ本部海岸林担当 03-3322-5161 

・尚絅学園「里山再生プロジェクト」 

  活動報告に記載した尚絅学院大学の山林で、

学生と一般ボランティアによる里山の手入れ

を毎月第 2 土曜日に行っています。関心のあ

る方は下記に連絡のうえ参加をお願いします。 

  http://ap.shokei.jp/effort/satoyama.html 
  経営管理部総務課  022-381-3332 

【発行 2017.5.18（広報）】 
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