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― 活 動 報 告 － 

① 6月6日(土) 晴れ/10日(水) 晴れ 泉ヶ岳芳の平及び桜並木下刈り 25名/21名参加 

初日からソーシャルディスタンスに配慮しながら全体朝礼体操の後、各担当場所（植樹地、県道左

右、桜並木へ分かれ作業をおこないました。日差しが強く暑い日となりましたが安全に十分に配慮

し作業を行いました。例年であれば美味しい昼食がありましたが Covit19 の影響により午前中で終

了しました。二日目は昨日の残り、桜並木の下刈り作業となりました。昨日に引き続き作業開始よ

り暑い日差しでしたが熱中症対策で適切に休憩を取りながら水分/塩分を補給し無事作業終了しま

した。 

② 6 月 13 日(土)曇り/8 月 26 日(水)快晴 青木市有林下刈り 16 名/12 名参加 

朝礼体操後、道路向かいの

桜植樹地にふた班、車を止

めた植樹地にひと班にそれ

ぞれ分かれ開始です。伸び

た雑草も多く二段、三段刈

となりました。又、植樹地

はイノシシにより凸凹状態

になっており足元に気をつ

けながらの作業となりまし

た。天候は曇りでしたが湿

度が高く蒸し暑い中での

作業となりましたので適

時休憩しながら無理のな

い範囲で作業を無事終え

ました。今回の下刈り作業

では、全て終わらず二回目

を行うことを終礼で確認

しました。二回目は快晴で

暑い中での作業となりま

した。雨の日が続き雑草の

伸びも早く一回目と同じ

場所の下刈りと道路向い
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の斜面の桜植樹地下刈りを二班に分かれ行いました。足長バチに刺されたメンバーがいましたが大

事に至らず今の時期はハチに特に注意するように終礼で共有し終了しました。三回目下刈りも予定

するとのことですので刈払い機預かり者は積極的な参加をお願いいたします。 

③ 7 月 16 日(日)～18 日(火)曇り小雨 尚絅学院下刈り＆伐倒 9 名/8 名/4 名参加 

尚絅学院より里山整備とは別で、伐採依頼があり連日作業となりました。延べ 21 名で各班に分か

れ南斜斜面の下刈り、数十本の伐倒作業となりました。一日目は斜面東側の境界フェンスを一部外

した上で東側より伐倒、斜面下部の下刈りをおこないました。二日目は斜面全体の伐倒をおこない、

三日目は昨日の残りとフェンス戻しをおこないました。太い木も多く小雨で斜面が滑る状況の中、

安全確実に進めました。当初二日と見積もっていましたが少数精鋭で三日目作業をおこないました。

この三日間ともに汗と濡れが一緒になる身体の状態でしたが予定通り、作業はすべて完了しました。 

④ 8 月 23 日(日)東原緑地整備 曇り 19 名参加 

体操、朝礼後、下刈りふた

班、蔦除去班(前回続き)、

竹切り班、伐倒班(近隣住民

依頼 2 本)の各班に分かれ

作業開始しました。曇りで

したが汗が噴き出て防御メ

ガネに滴り落ちるほど湿度

が高い状態でした。 

足元も悪い中でしたが事故

もなく無事作業終了しまし

た。まだまだ継続する必要

がある緑地です。※北駐車

場及び車両移動アクセス経路は狭いので十分注意が必要です。 

 

― その他 主な活動 － 
 
4 月 3 日(金)将監沼整備 18 名 

４月 16 日(木)将監沼整備 15名 

５月２４日(日)東原緑地整備 15名 

６月 11 日(木)泉ヶ岳芳の平水芭蕉ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 6 名 

6 月 14 日(日)定例役員会 16 名 

６月 18 日(木)尚絅の森整備 12 名 

６月 25 日(木)泉ヶ岳岳山市有林下刈り 10 名 

６月 28 日(日)東原緑地整備 雨天中止 

７月 2 日(木)金剛沢緑地(南･北)現地確認 7名 

7 月 4 日(木)一高山整備 雨天中止 

7 月 11 日(土)青木市有林下刈り 雨天中止 

７月 12 日(日)Ｒ2 年総会･定例役員会 24名 

７月 26 日(日)東原緑地整備 13 名 

8 月 1 日(日)一高山整備 19 名 

8 月 8 日(土)青木市有林下刈り 雨天中止 

8 月 9 日(日)定例役員会 18 名 

9 月 5 日(土)泉ヶ岳芳の平桜並木下刈り 21 名 

9 月 5 日(土)蔵王ミニ登山(観察会) 中止 

9 月 9 日(水)泉ヶ岳芳の平桜並木下刈り 17 名 

9 月 13 日(日)定例役員会 18 名 
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【特集】      

知っておきたい植物あれこれ（№3１） 

     イタドリとオオイタドリ（タデ科 雌雄異株） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●イタドリ(虎杖) オオイタドリ(大虎杖) 

春は山菜として、出たばかりの芽をテン

プラに、網や鉄板焼きにして味噌田楽に

するとおいしい。少し伸びた茎は、葉を

取り塩漬けにして保存し、塩抜きしたも

のを炒めたり煮物にして食べる。 

しゅう酸が多いので食べ過ぎに注意。

葉は互生、花は夏、秋に種ができる。 

 

●夏が過ぎ初秋の頃は茎が硬くなり、節が

しっかりして芯は中空、竹のようにネイ

チャークラフトに利用できる。 

春の頃ナイフで切れたイタドリはこの

頃になると剪定バサミで切っても上手く

切れない。割れたりヒビが入ったりして

しまうので、刃の細かいノコギリで切る。 

節の長さを変え、切り口をなめらかに

して吹くといい音がする。節が長いと低

い音、短いと高い音が出る。組み合わせ、

音階をつくるとサンポーニヤ（アンデス

の楽器）もつくれる。 

 

※緑色のイタドリは乾燥すると細くしぼ

んでしまうのでその場限り。長く使うに

は茶色になり、より硬くなってからが最

適。いろいろ作って試してみましょう。 

－ こどもに受けますよ － 
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活動予定とお知らせ 

今後の活動・行事予定 

9/24(木)秋保天守閣公園 白木沢刈払い整備 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

9/26(土)青下の杜プロジェクト 伐採指導、補助 

仙台市水道記念館 9：00 集合-12：00 

・官民連携の水源保全事業として、参加企業４

社の伐採体験に協力します 

○参加者は 9/24(木)まで広報宛に連絡：  

9/27(日)東原緑地 林内整備 9：00-12：00 

9/30(水)こ～ぷの森永倉山 西栗林ツル切り及び

林地境界、作業道刈払い 

光明の滝駐車場 8：00 集合-（昼食持参） 

10/1（木）同上予備日 

10/3（土）芳の平 植樹地の捕植 （泉ヶ岳利活

推市民会議 協働） 

管理棟西隣広場集合 9：00-12：00 

・ドウダンツツジ、ヤマツツジ 225 本植樹 

・トグワ、スコップ、カケヤを持っている方は

持参をお願いします／小雨決行 

○参加者は 9/24(木)まで広報宛に連絡：  

10/7(水)もりっとの丘Ⅱ 下刈り 

現地集合 9：30-12：00 

10/11(日) 青下の杜プロジェクト 伐採指導、補

助仙台市水道記念館 9：00 集合-12：00 

・参加企業４社 

○参加者は 10/3(土)まで広報宛に連絡： 

10/13(火)金剛沢緑地北部 枯損木整理 

9：00-12：00 

10/14(水)金剛沢緑地北部 枯損木整理 

9：00-12：00 

10/15(木)尚絅学院里山支援 林内整理 

学生駐車場集合 9：00‐12：00 

○参加者は 10/10(土)まで広報宛に連絡： 

10/22(木) 秋保天守閣公園 白木沢刈払い整備 

オートキャンプ場集合 8：00-12：00 

10/24(土)海岸防災林植樹会／岡田字砂原地区 

（仙台市 ふるさとの杜再生プロジェクト） 

・集合場所：海岸公園野球場奥の駐車場 

・10：00-12：00 小雨決行 

◯参加者は 9/26(土)まで汐海宛に連絡： 

10/25(日)東原緑地 林内整備 9：00-12：00 

11/1 水の森公園 自然観察会 

キャンプ場集合 9：30-12：00 

11/10(火)金剛沢緑地北部 枯損木整理 

9：00-12：00 

11/11(水)金剛沢緑地北部 枯損木整理 

9：00-12：00 

11/14(土)県民の森 

自然観察案内人 秋の研修会（県民の森） 

紅葉の県民の森内を散策しながら実習します 

・県民の森中央記念館集合 9：30-14：00 

  ・雨天実施（持ち物：雨具・タオル・飲料水

等） 

・弁当、飲み物が付きます 

◯参加者は 11/5(木)まで広報宛に連絡：  

11/19(木)尚絅学院里山支援 林内整理 

学生駐車場集合 9：00‐12：00 

○参加者は 11/14(土)まで広報宛に連絡： 

11/22 日) 東原緑地 林内整備 9：00-12：00 
 
（行事予定） 

10/ 3 (土)定例役員会 NPO プラザ 15：00 

10/17(土)泉ヶ岳自然観察会登山（秋季）引率 

10/ 7 (土)定例役員会 NPO プラザ 15：00 
 
・秋恒例の芋煮会はコロナ対策で中止します 

・今年の農業園芸センター収穫祭は不参加です 

・市民育樹祭（坪沼）及び養成講座、悠・遊フェ

スティバル（泉ヶ岳）は中止となりました 
 
（編集後記） 

 会報は今月号から四季報となり 1 月号から 10

月号まで年 4 回の発行となります。これを機にタ

イトルのデザインも変更、活動報告担当の藤岡さ

んに考えてもらいました。スッキリとした感じに

なったと思います。 

 会報の無い月は、これまで通り活動予定（葉書）

を発行しますのでよろしくお願いします。 
 

会費納入のお願い 
  未納の方は早急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：吉田） 

・年会費 3,000 円（ボランティア保険、スポー

ツ保険を含む） 

《下記口座に振込み（手数料は自己負担）》 

・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 
 
◯参加連絡先：                

・汐 海 略 

 

・広報（今野(正)）略 

 

【発行 2020.9.20（広報）】 


