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－ 活 動 報 告 －
10 月 23 日(水) 晴れ せんだい収穫まつり出

店リース材料収集 参加者 11 名、同日 12 時

より芋煮会 参加者 23 名 

 天候にも恵まれ午前中に泉ヶ岳山麓で多数の

イノシシの掘り返し跡を横目に見ながら採取場

所迄移動、ツルを集め現地でリングを作成しま

した。その足で他のメンバーが芋煮の調理をお

こなっている水の森キャンプ場へ安全運転で向

かいました。 

 
 
 既に鍋奉行、飯炊き名人、女性陣を中心に例年

どおり 30 人分の大鍋と釜に大奮闘。会員差し

入れの新米釜飯やネギと里芋がたっぷり入った

宮城風芋煮、漬物、減塩梅干し、焼き芋、デザ

ートと盛沢山でした。ノンアルコールビールで

乾杯、懇談しながら美味しく楽しい時間を過ご

すことができました。 

 

10 月 29 日(火) 曇り 藤松緑地枯損木整理 

参加者 13 名 

 駐車場の三分の一はセイダカアワダチソウで

占領されていた為、先ず駐車場の下刈りを行い

ました。 

体操、朝礼後三班に分かれ散策路を中心に下刈

り、散策路にかかる枯損木伐倒を緑地傍の住民

要望に沿った作業を行い全員無事故で作業終了

しました。 

 

 

11 月 9 日(土) せんだい園芸まつり 晴れ 

参加者 14 名 

11 月 10 日(日) せんだい収穫まつり 晴れ 

参加者 10 名 

（仙台農業園芸センター） 

もりっと仙台つうしん 
２０１９・１２月号 

仙台市森林アドバイザーの会 
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 今年はパンフレットの販売ブース案内に「リー

スづくり」、出店者内容に「リース類（ワークシ

ョップ）」と印刷されていました。リース作りに

来て下さったお客様からは「毎年楽しみにして

いますよ」「毎年来てつくって自宅でリースを並

べています」「写真に撮って楽しんでいます」な

どお客様からのうれしい声が多数ありました。  

初日は 9 時開始早々からおいでくださり、途中

多少余裕がありましたが、両日ともにお客様が

リースづくりに期待されていることが肌で感じ

られる二日間でした。 

 

 
 

 
 

 
 

 

11 月 13 日(水) 晴れ 金剛沢緑地南側整備 

参加者 13 名 

 気温も低下し街路の木々も紅葉し、もうすぐ冬

が来る足音が聞こえるような朝でした。 体操、

朝礼の後、三班に分かれ下刈り、枯損木伐倒、

掛かり木の処理に二班、各々作業を行いました。

特に散策路沿いの枯損木は、伐倒時に掛り木と

なり処理に時間がかかりましたが、安全に留意

し三班とも無事故で終了しました。 

 
 

その他の活動 
9 月 19 日(木) コープ向大倉山整備 11 名 

9 月 20 日(金) 金剛沢緑地南側下刈り 9 名 

9 月 22 日(日) 東原緑地整備 11 名 

9 月 24 日(火) 金剛沢緑地南側下刈り 10 名 

9 月 26 日(木) 秋保天守閣自然公園整備 9 名 

10 月 3 日(木) 尚絅の森林内整備 10 名 

10月 7日(月) 八木山小学校自然観察 雨天中止 

10 月 12 日(土) 定例役員会 16 名 

10 月 15 日(火) 坪沼育樹祭会場等下刈り 12 名 

10 月 19 日(土) 坪沼育樹祭 荒天中止 

10 月 19 日(土) 水道記念館 荒天中止 

10 月 19 日(土) コープ向大倉山  荒天中止 

10 月 19 日(土) 泉ヶ岳自然観察登山 荒天中止 

10 月 24 日(木) 秋保天守閣自然公園整備 8 名 

10 月 27 日(日) 東原緑地整備 13 名 

10 月 28 日(月) 八木山小学校自然観察 12 名 

11 月 2 日(土) 海岸公園 植樹会 7 名 

11 月 7 日(木) 尚絅の森林内整備 8 名 

11 月 16 日(土) 定例役員会 19 名
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【特集】      

知っておきたい植物あれこれ（№2８） 

     モミジバフウ（落葉高木） 

    ＜マンサク科＞ 

●ユリノキ（百合の木）別名ハンテンボク 

＜モクレン科＞落葉高木 

ユリノキの幼樹も歩道の端で見付けたこと

があるが、街路樹の自然発芽はめずらしいよ

うに思う。モミジバフウもユリノキもアメリ

カ出身、大正時代公園等に植えられたとか。

ふる里では野山に普通に自生しているのだろ

うか。 

 

 

  水の森：もとめ 

●紅葉葉楓・別名アメリカフウ 

街路樹に植えられている大きなカエデの

ような葉を持つ高木。花は目立たないが、秋

になるとプラタナスに似た緑の丸い実を付

ける。熟して種ができると茶色になり紅葉の

頃実を落とす。 

これをたくさん拾い集めてリースの花材

にする。色や形の悪いものはシルバーに染め

利用する。その時落ちた細かい種は大量にこ

ぼれ、砂を撒き散らしたようだ。 

ある日小さな苗を 2 本見つけた。芽が出

るとは思っていなかったので、変なモミジ？ 

よく見るとモミジバフウの芽だった。今年で

2 年目、今は 60cm 位で成長を続けている。 

ユリノキ 

樹形や樹皮は 

モミジバフウに似ている 

葉はハンテンに似ている 
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〜 仙台収穫まつり終了しました（仙台農業園芸センター）〜 

  目標 リース１００ケ売上げ達成。 好天にめぐまれ初日から満席が続き、９日はリース６２ケ、

１０日は５３ケ、総売上げ５６,１００円。出店料が高く２３,０００円も支払ったため、赤字も心配

しましたが、純益２４,７００円が出てホッとしました。花材も２６種類、シルバーに染めたものを

含めると３０種類以上集まりました。 

 延べ２４人のスタッフで役割分担、不足の花材を補ったり、席の片付け、持ち帰り用レジ袋に入

れるのを手伝ったり、フル活動の２日間でした。 

 毎年来てくれるお客さんもいて、「楽しかった、来年も来ます」との声も聞かれ、うれしいかぎりです。 

好評のうちに無事終了したのも、つる取り、リース台作成、花材集め等、日頃から準備に努力して

下さった会員の皆様のおかげと感謝致します。 

ご協力ありがとうございました。 

               クラフト担当 目黒 
 

活動予定とお知らせ 

今後の活動・行事予定 

11/24(日)東原緑地 林内整備 9：00-12：00 

11/27(水)もりっとの丘Ⅰ 葛の除去 

  9：30-12：00 現地集合 

11/28(木) 秋保天守閣公園 源兵衛森整備 

  8：00-12：00 キャンプ場側斜面の伐採 

 「市太郎の湯」西隣りの砂利敷き駐車場に集合 

12/5(木)尚絅学院里山支援 危険木整理 

 尚絅大学学生駐車場集合 9：00-12：00 

 ◯参加者は 11/30(土)まで広報宛に連絡： 

12/11(水) 忘年会 

 今年も恒例の忘年会を計画しました。 

 多くの方の参加をお待ちしています。 

 一年を振り返って大いに語り合いましょう。 

 ・時間 18：00 より 

 ・場所 スマイルホテル仙台国分町 ３階 

  西洋居酒屋シェルブール TEL261-7733 

 ・会費 ３,０００円 

  ○参加希望者は 12/5(木)まで汐海宛に連絡： 

12/22(日)東原緑地 林内整備 9：00-12：00 
 
※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） 

11/29(金)枡江小学校 子どもの自然体験学習 

12/14(日)定例役員会 NPO プラザ15：00 

12/19(木)仙台緑のボランティア団体連絡会 

12/21(土)根白石おもしろ市出店 

1/11(土) 定例役員会 NPO プラザ15：00 

1/18(土) 第 17 期仙台市森林アドバイザー  

  養成講座講師 根白石市民センター 

 

2/8(土) 定例役員会 NPO プラザ 

2/15(土)第 17 期生入会手続き 広瀬市民セン  

  ター 
 

今年も根白石物産市に出店します 

 12月21日(土)開催の「根白石おもしろい市」

に昨年に引き続き当会で出店します。今回で 2

回目の出店となりリースの販売をおこないます

が、まだ売店の規模が小さいので 2 期生の升さ

ん他数名で開店します。 

お知り合いを誘い、ぜひ立寄ってみてください。 

リピーターが増えるといいですね。 

・開催時間 10：00～13：00 

・開催場所 根白石高長商店となりの広場 
 

会員数の変更について 

10 月 1 日付で 3 名が自然退会(会規第 6 条)と

なりました。物故者、希望退会者を合わせて 11

月 20 日現在の会員数は１００名となっていま

す。自然退会された方は以下の通りです。 

菅原善光、千田晋也、千葉義雄（敬称略） 

（会費の納入を忘れていた方は広報まで連絡を 

お願いします） 
 
会報の休刊について 

 来月発行予定の「葉書１月号」は活動予定の

変更や特段の連絡が無いときは休刊とさせてい

ただきます。 
 
◯参加連絡先：   略             （SMS 可） 

・汐 海 携帯 

   メール  

・広報（今野(正)）携帯 

メール 
 

【発行 2019.11.20（広報）】 


