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巻 頭 言 
 
生物多様性のシンポジウムを聞くことがありました。さまざまな生物で構

成されている自然は、強く、長く、多くの恵みを人間に与えてくれると言う。  

我々の会も１００人を超えるまでになり、さまざまな活動に参加していま

す。また、他団体との交流から、活動が多様化して来ています。それと伴に

複数の活動が重なる日も出てきました。活動日数も増えています。  

これらに対して、どの様に対処して行ったら良いのか考えて行く事が、必

要になって来ています。それは、さまざまな活動を会員が経験し、どの様な

要求でも会として、ある程度出来る様にして行くことが必要と思っています。

もちろんの事ですが、それぞれの活動に安全第一の基本はありますので、す

べての要求に応える必要はありませんし、事故の無い活動をする事が、大前

提です。 

さまざまな活動を行うためには、会として教育、訓練が必要です。個人で

の自己研鑽もお願いしますが、会として従来の刈払い機、チエンソー講習会

はもちろん行いますが、自然観察の運営、準備、実践。簡単なクラフト等も

充実させたいと思っています。会員の皆さんで、出来る人を講師として、受

講生として多数の参加を期待しています。  

さまざまな活動が出来る組織、より多くの会員が、多方面で活動出来る組

織、多様性に富んだ組織は、より安定し、他団体からの信頼性も増し、発展

出来る団体と信じています。  
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活 動 報 告
尚絅学院里山再生 危険木等整理 

2 月８日（木） 晴れ 参加者 13 名 

今年最初の森林活動は尚絅学院大学周囲の

「尚絅の森」で行いました。 

3 月８日（木）  曇り 参加者 14 名 

尚絅学院は周囲の森、２０万㎡を５区に分け、

学内外ボランティアの力で、2016 年度より５

年周期で各区域を恒常的に整備しています。 

学院主導の活動は、「自然との共生」を環境問

題解決のキーワードに、すべての作業をノコギ

リやナタを使って森林整備を行っています。 

長い間放置された里山のため、マツやコナラな
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どの枯損木も多く、当会は危険を伴いそうな立

木やチェーンソーなど機械力を使わないと処理

できないものの支援を行っています。 

 
 
2 月 17 日（土）藤松保存緑地 植樹指導 

 曇り 参加者 10 名 

藤松保存緑地(青葉区鷺ケ森)1.04ha は住宅街

に囲まれた比較的小さな緑地で、駐車スペース

が狭いことから参加者を限定して活動を行いま

した（百年の杜推進課より委託案件）。 

 
寒い日でしたが、町内会より約２０名の参加が

あり、小さな子供さんも手伝ってヤマザクラ、

シダレザクラ、ソメイヨシノを 5 本植樹、また

斜面に散策路の階段を設置。終了間際に雪が降

っていきましたが 11 時に無事終了しました。 

 

2 月 25 日（日）将監沼 林内整備 

 晴れ 参加者 30 名 

昨年に引続き、将監風致公園北区と南区で「将

監沼の自然」とふれあいを育む会と協働で遊歩

道の危険木の伐採を行いました。 

 
9：00 泉郵便局南広場で総勢５０名近くの人数

で朝礼した後、5 班に分かれて早速作業開始。 

東部班のマーキングした伐採対象木はそのす

べてが掛かり木になりそう、特別チームが駆け

つけ、ロープ設定、チルホール・プラロックで

の誘導伐採、玉切り、片づけを並行して実施。 

他の班も掛かり木になりそうな対象木が多数で

慎重に作業を進めました。 

１２時に終礼。近年入会会員が多数参加し、青

ヘル乱舞の記念すべき日となりました。 
 

その他の活動 
2 月  2 日(金)スキーの集い みやぎ蔵王ｾﾝﾄﾒﾘー 3名 

2 月 13 日(火)臨時役員会 19 名 

2 月 15 日(木)泉ヶ岳自然観察会 事前踏査7名 

2 月 16 日(金)藤松保存緑地 植樹会準備 9 名 

2 月 17 日(土)第 15 期生入会手続き 2 名 

2 月 17 日(日)泉ヶ岳自然観察会 引率 3名 

3 月  3 日(土)会計監査 5 名 

３月１３日(火)海岸林再生ワークショップ１名 

3 月 13 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（№1８） 

リョウブとネジキ 

<落葉小高木> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●リョウブ（令法）リョウブ科 

リョウブの新芽は救荒植物として植えられていて

別名ハタツモリとも言われていた。新芽をごはんに

入れて、増量して飢えをしのいだとか。春先の若葉

はつやがあり、おいしそうなので細かく切ってあつ

あつのごはんにまぜて食べてみました。くせがなく

食べやすいのですが、ボソボソして美味しさは感じ

られませんでした。てんぷらにするとおいしいかも

知れませんが・・・。 

・葉が枝先きにまとまって付き、花は白い穂になって

咲き、種を飛ばしたあとも穂になって残ります。 

・秋の紅葉も美しく、冬芽も芽鱗が陣笠のようにはが

れるので覚えやすいです。 

・太くなった樹皮は、まだらにはがれ、茶色と薄茶色

でよく目立ちます。 

 

●ネジキ（捩木）ツツジ科 

樹皮がねじれたような模様なので付いた名だとか。 

・花はドウダンツツジのような小さく細長い白い花が

並んで穂になって下向きに咲きます。 

・実は秋に上向きに付き、種を飛したあとも殻が残る。 

・若い枝は赤くてつやがあり美しいので花材にも利用

される。 

私は子どもの時、この枝が小正月のダンゴの木(ミズ

キ)の代わりに飾っていたことを思い出します。 

水の森でネジキの若枝が黄緑色のものを見つけまし

た。誰かが（ウコンネジキ）と言ったのを真に受けた

ものの、調べてみると黄緑色のものもあると書かれて

いてウコンネジキはなかった。 

有毒で葉を食べたヤギが死んだとも書かれていた。 

 

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 

3/22(木)秋保天守閣公園(源兵衛森)刈払い 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

朝礼後に一年の安全祈願を行います 

3/24(土)荒浜海岸防災林 植樹会 8：30 

3/25(日)将監沼 林内整備 第 2 回 

西側グラウンド駐車場 8：30 集合-12：00 

前回と同様に北区と南区の危険木処理を実施 

4/７(土)泉ヶ岳芳の平 桜並木下刈り 

桜並木周辺の空地 9：30 集合-12：00 

4/12(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 

・当日は入口守衛に里山再生で来た旨を伝える 

○参加者は 4/7(土)まで広報宛に連絡  

携帯        （SMS 可） 

広報メール  

4/15(日)木皿山 林内整備 9：00-12：00 

4/18(水)泉ヶ岳芳の平 桜並木下刈り 

桜並木周辺の空地 9：30 集合-12：00 

4/21(土) 泉ヶ岳芳の平一斉清掃 

（泉ヶ岳利活用推進市民会議 協働） 

泉ヶ岳山開きに併せて安全祈願の式典終了

後に道路周辺のゴミ拾いを行います。多くの方

の参加協力をお願いします。 

・泉ケ岳大駐車場西側集合 9：30～10：30

荒天中止（山開き式典 9：00～9：30） 

・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のこと 

◯参加者は 4/3（火）まで広報宛に連絡  

連絡先は上記と同じ 

4/22(日)青木市有林 下刈り 9：30-12:00 

4/25(水)泉ヶ岳水芭蕉モニタリング調査（春季） 

 9：00 集合 

4/26(木)秋保天守閣公園 林内整備 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

5/10(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 

・当日は入口守衛に里山再生で来た旨を伝える 

○参加者は 5/5(土)まで広報宛に連絡  

連絡先は上記と同じ 

5/13(日)「もりっとの丘Ⅱ」 プロジェクト 

海岸林再生活動の一環として 2013 年に実

施した「もりっとの丘」植樹に続き、同荒浜地

区にてクロマツの植樹を行います。 

今回は荒浜字北官林地内の 0.18ha に抵抗性

クロマツ 900 本を植樹する予定です。 

実施要領は会報 5 月号で連絡しますが、集

合場所は海岸公園（荒浜地区）センターハウス

としますので下記の地図を参考にしてくださ

い。ぜひ、ご家族同伴で参加してください。 

5/16(水)青木市有林 下刈り 9：30-12：00 

5/20(日)木皿山 林内整備 9：00-12：00 

5/24(木)秋保天守閣公園 林内整備 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

5/27(日)15 期生伐木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。15 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 5/１9（土）まで広報宛に連

絡： 連絡先は上記と同じ 
 
※春の自然観察会は蕃山で計画中ですが、実施

要領は決まり次第メール等で連絡します。 

※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） 

3/27(火)コープの森向大倉山 新遊歩道調査 

4/ 8(日)第 14 回定時総会、懇親会 

市民活動サポートセンター15：00 より 

4/10(火)臨時役員会  NPOプラザ18：00より 

5/ 8(火)定例役員会  NPOプラザ18：00より 

【発行 2018.3.21 広報:今野(正)】 


