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活 動 報 告 
 

4 月 7 日（日）第 15 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。 

議事に先立ち、及川代表の挨拶に続き、ご来

賓の仙台市農林土木課長より御挨拶と御祝辞を

いただきました。 

 
現会員 105 名中（退会 6 名）、出席者 64 名、

委任状３4 名で総会は有効に成立と事務局より

報告があり議事に入りました。 

議長の選出を行い議事進行、提案事項の６項目

は無事承認され、提案等も受けた後１６時を過

ぎて閉会しました。 

 
閉会後の懇親会には 61 名が参加、今年度入

会した 16 期生の挨拶や新任各幹事からの挨拶

などもあり親睦を深めました。 

４月 19 日（金）生協主催植樹会準備 

晴れ 17 名参加 

青空の下、荒浜南管林において 20 日(土曜

日）に開催される、みやぎ生協主催植樹会の

事前準備を行いました。 
 

  
植樹場所へのチップまきの後、距離を計測しな

がら指定場所へ割りばし立てを行いました。合

わせて植樹の看板取り付け作業を行いました。 
 

 
 

４月２0 日（土）泉ヶ岳芳の平一斉清掃 

 晴れ 参加者 19 名 

 第 60 回の泉ヶ岳山開きと合わせ毎年恒例の

「泉ヶ岳利活用推進市民会議」主催による一斉

清掃が行われました。 
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泉ヶ岳駐車場西側でのセレモニー、安全祈願祭

終了後、当会は泉ヶ岳かむりと一緒にスノーシ

ェルター南側の県道と植樹地周りを担当、廃タ

イヤ、畳やら軽トラック 2 台強のごみが集まり

10：30 に解散。毎年、マナーの悪さに呆れて

しまいます。 

 
 

４月２2 日（月）泉ヶ岳芳の平 水芭蕉モニタ

リング調査 10 名参加 

今年も昨年に引き続き仙台市との連携にて

泉ヶ岳かむりと一緒に春の水芭蕉植生調査を

行いました。 

 

 
毎年のことながら名札が消息不明となっている

株が数か所、名札の番号と株との合致見極めが

難しい調査となりました。しかしながら経験者

と初参加者がペアで確認していったことにより

時間通り終了できま

した。作業後、皆で

昔の水路跡の視察を

行い泉ヶ岳山麓の開

拓時代にタイムスリ

ップした一時でした。 
 
 
４月２1 日（日） 

新緑祭(勾当台公園)

にて萱場副代表幹事

が出席し当会の活動

へ表彰状が授与され

ました。 

 

 

その他の主な活動 

3 月 14 日(木)尚絅学院 林内整備 10 名 

3 月 17 日(日)木皿山 林内整備 17 名 

3 月 24 日(日)将監沼 林内整備 24 名 

3 月 28 日(木)秋保天守閣公園 林内整備 14 名 

4 月 9 日(火)定例役員会 23 名 

4 月 10 日(水)大国神社自然観察会  

4 月 11 日(木)尚絅学院 森林内整備 雪中止 

4 月 15 日(月)東原保存緑地 現地調査 3 名 

4 月 18 日(木)仙台緑のボラ活動連絡会 1 名 

4 月 20 日(土)みやぎ生協植樹会 18 名 

4 月 20 日(土)尚絅学院活動打合わせ 2 名 

4 月 21 日(日)木皿山 林内整備 15 名 

4月25 日(木)秋保天守閣公園 林内整備 雨中止 

5 月 9 日(木) 尚絅学院 林内整備 11 名 

5 月 11 日(土)県民の森自然観察研修会 25 名 

5 月 11 日(土)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（№2５） 

＜モミとカヤ＞ 常緑・高木  

●モミ（樅）マツ科 

モミの木は忍耐強い植物。日陰でもじっと耐

え、まわりの木が枯れて太陽の光が差し込むよう

になると ここぞとばかりに成長し始める。 

繁殖も翼を付けた種が風に乗って飛んでいく。

山の下刈りをしていると、小さな幼樹を見つける

ことがあります。モミのまつぼっくりは全て飛ば

してしまうので目にすることはほとんどありま

せん。若い実はまつぼっくりの状態で上向きに付

いているのですが高い所なのでよくは見えませ

ん。遠くからだと枝に鳥が止まっているように見

えます。 

ウラジロモミはオオシラビソ(アオモリドドマツ)

と同じように青紫色、モミは黄緑色のマツボック

リになる。 

水の森のモミは幹回り 280 ㎝、もう少しで巨

木と言われる(幹回り３ｍ)ようになりますが、樹

齢はわかりません。 

 

 

●カヤ（榧）イチイ科 

 カヤの木は将棋板に利用されることで知られ

ていますが巨木はあまり見かけません。若い木

は、よく見かけます。葉や枝振りはモミと似てい

ますが、樹皮は縦模様で葉の先端は尖っていま

す。他にイヌガヤ(犬榧)、ハイイヌガヤ(這い犬榧)

イヌガヤ科がありますが大木にはなりません。 

  

  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 

5/23(木)秋保天守閣公園 白木沢林内整備 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

5/26(日)１６期生伐木講習会及び林内整備 

一高山保存緑地にて実施 

・伐木講習会 9：30‐15：00 チェーンソー

による伐倒の実践研修を行います 

／受講者は 9：00 まで広場に集合 

雨天等中止の場合は 6 月 23 日(日)に延期 

・林内整備 9：30‐12：00 下刈りを行いま

すので刈払機等を持参のこと 

 ・9：20 より安全祈願祭を行います 

6/1(土)芳の平 植樹地・桜並木下刈り 

（泉ヶ岳利活用推進市民会議 協働） 

芳の平管理棟集合 9：00-13：00 小雨決行 

・広範囲なので多数のご協力をお願いします 

・昼懇親会：おにぎり、豚汁のサービスあり 

6/5(水)芳の平 桜並木下刈り 9：00-12：00 

小雨決行／実施の可否は 8 時以降に泉区役所

警備室(Tel 022-372-3111)に確認 

6/6(木)尚絅学院里山支援 下刈り整備 

 絅大学学生駐車場集合 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 6/1(土)まで広報宛に連絡：  

6/12(水) イベント会場・駐車場刈払い 

坪沼市有林 9：30‐12：00 

・荒天のときは翌日に延期 

6/15(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 

・会ベストを持参のこと 

◯参加者は６月 7 日(金)まで汐海宛に連絡： 

6/15(土)海岸防災林植樹会／荒浜南官林地内 

（仙台市 ふるさとの杜再生プロジェクト） 

・荒浜海岸公園センターハウス駐車場集合 

9：20-12：00 小雨決行 

・詳細は参加者に後日連絡します 

◯参加者は６月 7 日(金)まで汐海宛に連絡： 

6/16(日)木皿山 林内整備 9：00-12：00 

6/23(日)青木市有林 下刈り 9：30-12：00 

6/27(木) 秋保天守閣公園 白木沢刈払い他 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

7/4(木)尚絅学院里山支援 危険木等整理 

尚絅大学学生駐車場集合 9：00-12：00 

◯参加者は 6/29(土)まで広報宛に連絡：  

7/21(日)東原緑地 刈払い 9：00-12：00 

会報 4 月号で案内した駐車場は変更となる予

定ですが、新しい駐車場は後日案内します。 

7/25(木) 秋保天守閣公園 白木沢林内整備 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

7/27(土) 一高山保存緑地 植生調査および 

下刈り 9：30‐12：00 
 
※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） 

6/8(土) 定例役員会 NPO プラザ16：00 より 

6/14(金)芳の平水芭蕉モニタリング調査(夏季) 

7/13(土)定例役員会 NPO プラザ15：00 より 

 
◯参加連絡先：                （SMS 可） 

・広報（今野(正)）携帯 略 

メール 略 

・汐 海 携帯  略 

    メール  略 

 
 
（編集後記） 

 新役員が決まり広報にも１名助っ人が加わり

ました。 

これまで会報の編集作業は２人で分担していま

したが、今月号から活動報告は藤岡、特集は吉

野、活動予定他は今野でおこなっています。 

会員の約７０％は E メールで配布しています

が、残りの会員と農林土木課など関係先には約

５０通の郵送をおこなっています。NPO プラザ

でコピー、袋詰め、宛名ラベルを貼って完了で

すが、これは担当みんなでの作業。 

また毎回【特集：知っておきたい植物あれこれ】

の原稿を書いて頂いている -水の森：もとめ- 

こと M 女史には感謝です。今月号で２５作目と

なり本当にありがとうございます。 

会員の皆さんに少しでも役に立てればと思い

ますので、今後もよろしくお願いします。 
 

【発行 2019.5.21（広報）】 


