
 
 
 
 
 
  

 
 
  

トピックス     盛夏！今年も暑気払いをしました 
 
 各地で最高気温を更新する今年の夏、恒例の暑気払いを 7 月 31 日(火)にＪＲ名取駅近くの仙台

サッポロビールル園で開催しました。 

参加者は昨年よりちょっと少ない17 名、午後6時に及川代表の挨拶と乾杯！120分間“ミックス”

ジンギスカン食べ放題＆飲み放題がスタート！今年も皆さんのスーパー胃袋は健在、グイグイと飲

み干し・・ビールとジンギスカン追加の連呼でありました。8 時に中締め、無事故で解散しました。 

 

 

活 動 報 告 

7 月 12 日（木）尚絅学院里山 危険木等整理 

 曇り 参加者 10 名 

散策路の下刈りと 2 班に分かれて散策路沿いの

枯損木の伐採を実施。伐倒後は玉切り整理を行

い無事故で 12：00 前に終了解散しました。 

 

7 月 28 日（土）一高山保存緑地 刈払い整備 

 曇り 参加者 7 名 

台風 12 号の影響か降水確率は 70％であった

が、現地は曇天で無風、参加者は少なかったが

作業日和なので作業を実施しました。

 

もりっと仙台つうしん 
    ２０１８・１０月号 
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8 月 25 日（土）もりっとの丘Ⅰ・Ⅱ 整備 

 晴れ 参加者 18 名 

もりっとの丘Ⅰ、Ⅱの整備を 2 班に分かれて行

いました。 

 もりっとの丘Ⅰはクロマツが背丈ほど伸び、

今回は下刈り，ツルの除去、支柱の撤去です。 

 
もりっとの丘Ⅱは今年の５月に植えた２０～

３０ｃｍの苗が雑草の中に隠れています。 

鎌を使って手作業で草刈りをしました。 

 
 

9 月 1 日（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 

曇り 参加者 20 名 

市民会議加盟団体に区役所スタッフを含めて約

40 名の参加者でした。 

植樹地苗木回り、展望台周遊路、県道沿いの 

  
刈払いと散策路を明るくするためにヤマグワの

枝払いを実施しました。 

 
作業後、根白石皆さんのおいしい手作り豚汁

とおにぎりをご馳走になり散会しました。 

 

その他の活動 
7 月 15 日(日)木皿山 林内整備 12 名 

7 月 19 日(木)井土地区冒険広場植樹会 5 名 

7 月 26 日(木)秋保天守閣公園 白木沢 11 名 

8 月 4 日(土)岳山市有林 下刈り 10 名 

8 月 9 日(木)尚絅学園里山再生 台風中止 

8 月 20 日(月)荒浜海岸林緊急育樹会 5 名 

8 月 23 日(木)秋保天守閣公園  都合中止 

8 月 30 日(木)緑の活動団体定例会議 1 名 

9 月 11 日(火)定例役員会 21 名 

活動予定とお知らせ
 

今後の活動・行事予定 
9/25(火)金剛沢緑地南部 刈払い整備 

9/26(水)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） 

9/27(木)秋保天守閣公園 白木沢除伐 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

10/4(木)元気もり森まもり隊 自然観察指導 

金剛沢緑地南部広場集合 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 

≪4 ページへ続く≫ 
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【特集】      

知っておきたい植物あれこれ（№2１） 

カツラとヤマナラシ <落葉高木> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●カツラ（桂）カツラ科 雌雄別株 

亜高山の沢すじや崩落地等水分の多い場所で大木に

なっているのを見かけます。 

・葉は 4～8cm 位で対生、葉柄は細長く 2～4cm、

ハート形で丸く薄い、秋に黄色やあかね色になり落

葉の頃、甘じょっぱいしょうゆせんべいのような香

がします。 

・花は早春、雄花は、雄しべが束になったような花を

つける。雌株はヒゲの長いイソギンチャクのような

花を付けます。どちらも赤い花ですが細長く、1cm

位で小さく、高木なので気をつけて見ないと気付き

ません。 

・実も長さ 1～2cm 位の曲がったエンドウマメのよう

な実で稔ると黒くなり、種もいつの間にか飛ばされ、

なかなか見ることができません。 

※街路樹に利用されていますが、カツラにとっては最

悪の条件なので「あまり大きくならないだろう」と

植えたのでしょうか？ カツラがかわいそうに思え

てきます。 

 

●ヤマナラシ（山鳴らし）ヤナギ科 雌雄別株 

日本固有で箱の材料にしたことから別名ハコヤナギ

とも。あまり風がなくともサラサラと葉擦れの音が

聞こえ、強い風だと、ザワザワ大きな音がして話し

声が聞こえない程になります。 

・葉は 7～15cm 位互生で鋸歯があり葉柄は扁平で 3

～7cm位で長い。ちょっとゆらぐと擦れて音がする。 

・花は早春ヤナギのように 5～11cm 位の長く赤っぽ

い雄花を 5～6 本束になってぶら下がる。雌花は別

株で 3～5 本ぶら下って咲く。黄緑色で目立たない。 

   水の森：もとめ 



４ 
 

≪2 ページより続く≫ 
 
10/5(金)コープの森永倉山 林内整備 

  新遊歩道及び進入路、イベント会場周辺の

刈払いを行います。 

泉区朴沢「光明の滝（別添地図参照）」駐車場

8：30 集合後現地に移動-12：00  

10/10(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 

10/11(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 10/6(土)まで広報宛に連絡：  

・当日は入口守衛に里山再生で来た旨を伝える 

10/13（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 

  当会で受託している秋恒例のイベントが今

年は 2 件重複しており、手分けして実施する

のに約 30 名の会員の協力が必要となります。 

 適宜に両イベントを実施するため、一括して

参加者を募集のうえ、担務してもらうイベン

トを決めて各自に連絡します。多数の方の参

加協力をお願いします。 

○参加者は１０/1(月)まで広報宛に連絡：  

・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「枝打ち」

作業の指導および安全管理、運行を行います。 

・坪沼市有林集合 8：30-13：00 

・芋煮汁サービス有り 

・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

当会の指導で間伐体験および森林学習、伐倒

デモが行われます。 

雨の場合は屋内でクラフトづくりを行います。 

・水道記念館(青葉区熊ヶ根)集合11:30-15:30 

・参加者は会のヘルメット及びベストを持参 

10/15(月)泉ヶ岳芳の平 ミズバショウモニタ

リング調査報告会 

  泉区役所 511 会議室 15：00-16：30 

  今年度調査概要及び東北大中静教授の講評 

  ○参加者は 10/6(土)まで広報宛に連絡：  

10/21(日)木皿山林内整備 9：00-12：00 

10/25(木)秋保天守閣公園 白木沢除伐 

  オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

10/31(水)秋恒例！水の森公園 芋煮会 

 11：00 公園キャンプ場集合 

 ・雨天の場合は宿泊棟にて実施 

  ・参加費１，０００円 

○参加者は 10/20(土)まで広報宛に連絡：  

11/1(木)二口渓谷 秋の自然観察会 

11/3(土)自然観察案内人研修 県民の森 

11/8(木)尚絅学院里山支援 危険木除伐 
 

※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） 

9/23(日)泉ヶ岳 悠・遊フェスティバル手伝い 

10/2(火)コープの森永倉山 新遊歩道調査他 

10/9(火)臨時役員会 NPO プラザ 18：00 

10/20(土)コープの森永倉山 親子体験会補助 

10/20(土)泉ヶ岳 自然観察会登山引率 

11/13(火)定例役員会 NPO プラザ 18：00 

 
当会関連記事 

 当会を紹介した記事が 2 件掲載されました。 

一つは８月 6 日(月)の河北新報に「NPO 法人杜

の伝言板ゆるる」によるインタビュー記事が、 

もう一つは仙台市市民活動サポートセンター広

報誌「ぱれっと 9 月号」に尚絅学園里山再生プ

ロジェクトをサポートしている当会の取り組み

が紹介されています。 

当会の寺沢広報幹事がインタビューを受けた

河北新報の記事は別添資料に掲載しました。 

また「ぱれっと 9 月号」は下記の URL を開く

かサポートセンターや市内の公共施設などで入

手してください。 
 
・ぱれっと 9 月号 

http://sapo-sen.jp/category/backnumber/ 

 

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、スポー

ツ保険を含む） 

《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 
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