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トピックス 
          忘 年 会 

楽しいこと、苦労したことなど沢山ありました。木を切っていてヒャットとしたことなどもあり

ましたが、皆で協力し合いなんとか無事故で、一年を笑顔で終えることができました。 

昨年末 12 月 13 日（水）いつものシェルブール仙台（スマイルホテル３F）にて 18 時スタート、

28 名が参加した 2 時間飲み放題はおしゃべり、カラオケで賑やかで楽しい忘年会でした。 

                     

カラオケでは 

S さん最初に 

登場、いつも 

の美声を聴か 

せていただき 

ました 

 

 

活 動 報 告 

11 月 25 日（土）水の森公園 研修会および

芋煮会 曇り 

・クラフト研修 10：00～11：00 参加者 23 名 

研修内容は 

＊メダケで呼子笛を作る 

＊イタドリでブーブー笛を作る 

＊ガマズミで小さなコマを作る 

でしたが、日ごろチェーンソーで丸太を切って

いるのとは勝手が違う！ 

老眼鏡が要る、微妙な手作業でした。 

もりっと仙台つうしん 
    ２０１８・２月号 

仙台市森林アドバイザーの会 
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・芋煮会 10：00～13：00 29 名 

 鍋づくりの 6 名はクラフトに参加できず、鍋

奉行の N さんを中心に 30 人分の大鍋に奮闘。 

 
I さん差入れの曲がりネギがたっぷりとはいっ

た芋煮と、K さん差入れのササニシキを直火で

炊いた釜飯を懇談しながら完食しました。 

 
 

12 月 2 日（土）一高山保存緑地 遊歩道整備 

および梯子撤去 曇り 参加者 19 名 

梯子は子供会や児童館の自然観察コースに 6 年

前設置。現地の材料を使って頑丈に作りました

が、大分老朽化したので安全を考え撤去するこ

とにしました。 

 
来年度、新たに設置する予定です。 

 
別動班は東ルート、西ルートの枯損木処理を行

い 12 時前に解散しました。 

 

12 月 7 日（木）尚絅学院里山 危険木等整理 

 晴れ 参加者 14 名 

学院より依頼があり、製材用のスギを 3 本とミ

ズキ 1 本を伐採しました。スギは樹高が２０ｍ

弱、ツル絡みなのでチルホールで牽引伐倒。 

 
別動の危険木処理班は、奥山のマツ枯損木 3 本

の伐採及び片付けを実施しました。 

 
新たに里山再生プロジェクトの仲間に加わった、

七ヶ宿出身のトモとアサヒ親子です。 

 

その他の活動 

11 月 19 日（日）木皿山林内整備 15 名 

11 月 21 日（火）秋保天守閣公園 12 名 

12 月 17 日（日）木皿山林内整備 18 名 

1 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（№17） 

ハシバミとツノハシバミ 

<カバノキ科、落葉低木> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ハシバミ（榛） 

 ・樹高－2～3 大きいものは５m 位 

株立ちになることが多い。 

 ・樹皮－薄茶色でザラザラしている 

・花 －冬から春先き、雄花の下にイソギンチャクの

ような赤い雌しべ(柱頭)を出した花が付く。 

・葉 －互性、手の平状に丸く硬くザラザラしている。

長さ６～１２㎝ 巾５～１２㎝位で不ぞろい

の鋸歯がある。先端は急に尖って、若い葉の

中心部が赤茶色になっていることがある。 

・実 －秋に稔り、ｷﾝﾁｬｸ状の果苞の中にドングリ状

の堅果が１個入っている。日本のヘーゼルナ

ッツといわれ、炒って食べるとおいしい。 

 

●ツノハシバミ（角榛） 

・樹高－２～３m 大きいものは５ｍ位 

・樹皮－灰白色でなめらか 

・花 －ハシバミとちがい雄花の上に雌花が付く 

・葉 －互性、ハシバミより鋸歯が細かく細めで小ぶ

り 

・実 －トックリ形の細かい毛(トゲ)がびっしり付い

た果苞の中に、先の尖ったドングリ状の堅果

が１個入っている。中の実はハシバミより小

さいが生でもおいしい。 

 

   水の森：もとめ 

カバノキの仲間の多くは、冬のうちから雄花が垂れ下が

って付いている。ハシバミもツノハシバミも もうすでに

雄花が付いているのですぐにそれと判別できるが、どちら

か区別するのは なかなかむずかしい。 

よく里山で見かけるのは、ツノハシバミのほうで 大き

いものは少ない。作業で見付けたら、実の成りそうな木は

どちらも残しておきたいものです。 
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駐車場 
N 

・西側グランド 駐車場（仙台市泉区将監１０-９） 

 

活動予定とお知らせ 

今後の活動・行事予定 

2/2（金）冬季恒例「スキーの集い」 

スキーを履いて、白銀のゲレンデに立つ！ 

若かりし頃、職場仲間とわいわい言いながら

滑り降りた懐かしい思い出が蘇ってきます。 

最近、現役を引退された方が、もう一度楽しみ

を味わいたいとゲレンデに戻って来られる方

が多くなりました。 

颯爽と滑り、爽やかな爽快感を味わい、そん

な楽しみを共有しませんか。 

駒野が現地でお待ちしております。（上が水

色・下が黄緑色のウエアーです） 

 またゲレンデ周辺では、トチノキの油でべと

べとした冬芽や、ミズキの赤い枝、ハクウンボ

クの葉柄内芽やキブシ、クロモジの花芽などの

観察も楽しめます。 

・日時：2 月 2 日（金）AM10：00 集合 

・場所：みやぎ蔵王セントメリースキー場、１

階チケット売り場周辺で待ち合わせ 

・チケット料金（ご自身のお好きな時間を決め

て下さい）              円 

3 時間券：大人（2.300）、シニア（1.600） 

5 時間券：大人（2.600）、シニア（1.900） 

7 時間券：大人（2.800）、シニア（2.100） 

担当：駒野健吾 

メール 

2/8（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 2/3(土)まで今野(正)宛に連絡: 

携帯        （SMS 可） 

メール  

2/25（日）将監沼 林内整備 第 1 回 

8：30 集合-12：00 

 将監沼（将監風致公園）において、昨年同様

「将監沼の自然とふれあいを育む会」と協働作

業を行い、公園内遊歩道の危険木等を除去し、

遊歩道の安全性を高め、美観の向上を図ります。 

集合場所は西側グランドの駐車場（下図）で

す。奥の方より整然と駐車して下さい。 

3/8（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 3/3(土)まで今野(正)宛に連絡:   

連絡先上記と同じ 略 

3/18（日）木皿山林内整備 9：00-12：00 

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 

3/25（木）将監沼 林内整備 第 2 回 

8：30 集合-12：00（実施要領は前回と同じ） 

※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）。 
 
（行事予定） 

2/13（火）臨時役員会 NPOプラザ18：00より 

2/15（木）仙台緑のボランティア団体連絡会 

2/17（土）第 15 期生入会手続き 

2/17（土）藤松保存緑地 

植樹手伝い 

2/17（土）泉ヶ岳自然観

察会引率 

3/ 13（火）定例役員会 

NPOプラザ18：00より 

 

4/8（日）第 14 回定時  

総会・懇親会 

仙台市市民活動サポート

センター15：00 より 

後日、案内葉書を送付

しますので、必ず出欠を

記入のうえ返信するよう

にお願いします。

 

【発行 2018.1.19（広報）】 


