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  会員みんなの手で「おでって
．．．．

」活動を充実させましょう 

会長 5 期 日下 晃 

私たちは、宮城県森林インストラクター協会というＮＰＯ（特定非営利活動法人）組織に所属

し、ボランティア活動を行っています。平成 15 年に、協会の理念や定款を制定し現在に至って

います。「森林・林業の役割を普及・啓発し、県内の自然を常により豊かな状態に保全し、様々

な活動を通じて高度に活動しながら、次の世代に継承するボランティア活動を行う」というミッ

ションに基づき、定款では、「本会は、一般県民等に対して森林・林業の普及、啓発を行うとと

もに、自然環境に配慮した健全で豊かな生活の形成に社会奉仕を旨として貢献することを目的と

する」としています。 

私たちの活動は、森林の整備や植樹・育林、案内、森でのレクリエーション等の「おでって」

をしているのだと思います。「おでってする」という、仙台弁があります。これは、困っていた

り、人の手を待っている人がいたりするのを見たときに、進んで手伝ったり、助けたりするとい

う意味で使われます。「おでって」は、NPO の「営利を目的とせず、自発的に行う社会的・公

益的な活動」やボランティア活動を表現するのにふさわしい言葉かなと思っています。改めて「お
．

でって
．．．

」の言葉に乗せて、私たちのボランティア活動への考え方を紹介し、たくさんの方々の活

動への参加を呼び掛けます。 

「お
．
」 思っているだけでは、願いは実現できません。自然を守り様々な命を育んでいる森林

を再生するとともに、豊かな森林や文化に親しみ、未来に引き継いでいくという社会的使命の実

現に一歩ふみだしましょう。 

「で
．
」 出かけて、協会の進める諸活動に参加してみませんか。協会では、目標（ビジョン）

を実現するために、森づくり活動、親子もりもり教室、自然観察、剪定教室、低山探訪会、ノル

ディックウォーキング、県有施設の指定管理など様々な事業を行っています。内容については、

協会会報『ＭＩＦＩ ＮＥＷＳ』やホームページをぜひ参照してみてください。 

「つ
．
」 集い、ともに活動に参加しながら、「森林・林業・森林内の野外活動・安全及び森林

教育の各分野の知識・技能の習得や体験学習に積極的に取り組む」ことによりボランティア精神

や行動規範（バリュー）を高め合いましょう。 

「て
．
」 手を出し手伝いましょう。協会会員は、様々な特技やすぐれた技能の持ち主がたくさ

んおり、花や動植物に詳しい人、器用にクラフトを作れる人、森林の整備が得意な人、森に関す

る文学や文化に通じた人…豊富な人材であふれています。自分の得意なことやこれならできると

いうところから、多くの会員の活動への参加を期待しています。みんなに呼び掛けて、こんなこ

とをやってみたいという企画も大歓迎です。 

前号でも触れましたが、森林への関心が高まり、協会活動への期待やニーズに安定的に応える

大事な一歩は、まず多くの会員の皆さんが自分のできるところから活動に参加してくださること

だと思います。最後になりますが、本年中に賜りました会員をはじめ、皆様方の当協会に対する

ご協力ご支援に感謝を申し上げます。引き続き会員みんなの手で「おでって
．．．．

」活動を更に充実さ

せたいと考えております。来年もよろしくお願い致します。 

巻頭言 
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藪の中から“現れた”日本庭園 

仙台市立大沢中学校における教育環境整備に学ぶ 

環境・森林事業部 ６期 竹内 一郎 

 

 宮城県森林インストラクター協会 2 期生の松崎良
よし

太
ふと

さんには、この４年間ほとんど毎回「剪定

教室」に出席していただいています。松崎さんはこの４月から渡邊誠校長と同時に仙台市立大沢中

学校の技師として赴任しました。 

 松崎さんは約４.４ヘクタールという広大な校地と周囲の樹木、法面を見て驚いたそうです。樹木

にも法面にも、枯れ枝・落ち葉・蔓が絡まって、真っ暗な状態だったからです。 

 教育環境整備に大変理解のある渡邊校長のもと、松崎さんは早速草刈り機・ノコギリ・剪定鋏・

リヤカーを使って、毎日のように膨大な量の枯れ枝・落ち葉・蔓の撤去を始めました。藪の中から

野球ボールが100個も出てきたそうです！正門左手の藪の中に庭園が出現しました！ 

 渡邊校長は、松崎さんの作業を日に二、三度見に来て、校長のブログで「教育環境の整備は続く」

と題して、何度も松崎さんの努力を紹介しています。次第に外観がきれいになってくると、保護者

からも「最近学校がきれいになってきましたね」と声をかけられるようになってきたそうです。 

渡邊校長の意欲と今夏の酷暑の中での松崎さんの

努力を感じた生徒からも「良
よ

っちゃん、良
よ

っちゃん」

と好かれているようです。 

 

 大沢中学校は近くの蒲沢山に約４ヘクタールの学

校林も持っていますが、こちらも長い間使われてこな

かったので、「来年度以降、里山ねっと赤坂（代表理

事 和田伸太郎さん）とも協議・協力して、活用を図

りたい」と渡邊校長はおっしゃいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからは樹木 1 本 1 本を「日本古来の

本格的な透かし剪定」で手入れします。10

月 22 日・11 月 19 日に桜井豊さん・筆者

共々楽しませていただきました。 
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①企画は、足と耳で作る。（現場をひたすら歩いて、地形・植生・出てきた生き物などを楽しく観察し、自ら遊び、さ

らに現地で作業をしたみんなの話を聞いていると、自然にアイディアが浮かぶ） 

②会員スタッフの方々を信じる。（難しい内容だけど、あの人だったら何とかするはずだ。または、あの人とあの人

が一緒になれば鬼に金棒だ！）と自分に言い聞かせて、あとは任せる。 

③自然の力を信じる。そもそも人間にとって自然と触れ合うことは楽しいので、純粋な心と普通の感性さえ持っ

ていれば、余計なプログラムが無くても楽しめるはずだ。 

①オオイタドリ 齧らせて良し。１０円玉ピカピカに。多種類の笛に爆弾に吹き矢、花や種も面白く、枯れても残る。 

②シュロ たくさんの生きモノが織れる、葉っぱ工作のスベシャリスト。笛や投げ矢も秀逸。ただ自然には少ない。 

③クズ ツルはリース・ミニかご・編み込みなど。花は甘い。葉は爆弾音が大きい。根も大きくて、鞘も使える。 

④スイバ 酸味は強力。もちろん１０円玉はピカピカ。花塔は空洞で笛に、葉は安心して草笛に。期間が長い。 

⑤マダケ 笛や太鼓の楽器バリエーション豊富。枯れても竹とんぼや火熾しができる。調理器具は何でもＯＫ。 

企画部のページ 
今更ながら 楽しい企画づくり についての考察 

企画部  １期 木村 健太郎 

 

 

 

 毎年１０月１１月に襲って来る、いわゆる“イベントラッシュ”を乗り越え、小雪を過

ぎたころから、ようやく各イベントの反省点や改善点、次なる企画などを考え始めます。

実際の活動では、私などがあれこれ考えなくても、百戦錬磨の会員の方々が準備から片付

けまでをしっかりと笑顔でやってくれますし、活動で大切なのは「プログラム」よりも「ス

タッフの実力」だと思っていますので、「活動内容の改善」などを考えても、実際にはあま

り参考になりません。ただ、最近の森づくりや自然体験のバリエーションはエスカレート

する傾向にあり、次々に「新しい企画」を開発していかないと、活動がマンネリ化して「ま

た～か(^_^;)」と言われてしまいます。そもそも林業や森林作業は地味で辛いものなのです

が、ボランティアレベルでの森づくり活動に関しては、安全で楽しくて効果絶大な、夢の

ような活動企画を作ることによって活性化させてきた当協会の歴史があるので、いまさら

平凡で地味なものには戻せません。何より、当協会の中心メンバーは、ひとつのプログラ

ムを、実活動を通じて想像を遥かに超えるレベルに引き上げる実力を持っているので、地

味に活動してもらうのはもったいないという思いもあります。 

 愚痴っぽくなりましたが、本題は、「企画の立て方」です。最近は「どうやってたくさん

の企画を作っているの？」と頻繁に聞かれるようになってきたので、自分なりに整理して

みました。参考にならなかったらすみません。ちなみに、今年最も苦労したのは、１１月

１７日の「東芝の森」森づくりイベントです。やる気満々の親子１５０名に何をして楽し

んでもらい、活動に誇りに感じてもらうのか、カギを握ったのはやはり“信頼”でした。 

【楽しい企画立案で大切なこと】 

 要するに企画を立てる上で最も大切なことは、自分の気持ちを楽にして、自由で大胆な

発想が生まれる環境を整えることだと思います。もちろん、心強い会員の方々と心強い自

然の生き物たちがいなければ、いくら考えても何も思いつきませんが．．．。私の場合、「～

プログラム作成ガイド」とか、「～自然体験マニュアル」などを漁って読んでみても、何の

参考にもなりません。素晴らしい仲間たちと無駄話をし、野原で楽しく遊ぶことにかなう

書籍などないのです。 

 最後に、イベントを５段階くらい盛り上げてくれる５人の心強い植物たちを紹介します。 

今年流行った森づくり 

○あけび園 ○ばたふらいガーデン ○湧水せいび ○甲虫養育溝 ○線下敷地の活用 ○実生苗掘り 

※実は、放射線の影響で、キノコ栽培や山菜関係が厳しかったのです。  
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     秋の美味しい‘もりもり教室’ 

１１期 鈴木 武 

 
 １０月１４日は「もりもり秋の味覚といも煮会」でした。 
 全員集合してあいさつしたのち「ＥＮＥＯＳの森」方面に自然観察

を兼ねて今日の昼飯の材料を収穫に出発です。震災の復旧工事のため

幹線道路は車両通行止めで快適な観察コースになっています。 
子供たちが最初に見つけたのは「きのこ」でした。早速採って「こ

のきのこ食べられる？なまえは？」と矢継ぎ早の質問が・・・。けん

たろすから「このきのこを食べると、トイレに１０回以上行くことに

なるよ」と言われがっかりです。野草も見ごろでキバナアキギリで遊

んだり、アキノタムラソウ、ナギナタコウジュの花を見ながらＥＮＥ

ＯＳの森に到着です。ハッチーの森の入り口で栗ひろいやハシバミの

実を探しました。 
森林学習館まで戻ってきたら、待っていたのは秋の味覚で

した。もりもり教室女性スタッフが腕によりをかけた芋煮、

マテバシイのどんぐりご飯やどんぐり炒め、むかごご飯にむ

かごの塩茹、柿、栗、小麦粉生地にクルミやピーナッツを入

れミョウガの葉で挟んだ挟み焼など、秋空の下、あまり口に

しないものも含めて美味しくいただきました。 
 

 １１月１１日は「もりもりさつまいも収穫といも天よ」でした。 
さつまいもの収穫に誘われて、もりもり探検隊がいっぱい集合し

ました。朝の挨拶をして、はっちゃんが春に植えてくれたさつまい

も畑に出発です。 

まこちゃんの笛の合図でいも掘り開始。子供たちの歓声がさつま

いも畑にひびきます。だれが一番大きなさつまいもを掘るか競争で

す。掘った後は森林学習館前でいも洗い。さつまいもの赤い肌がき

れいです。 
第二ラウンドは大根抜きです。おおきいのを抜いて今日のお土産

です。また、ナメコも収穫してお土産にしました。お昼は、ふかし

いも、いも天、大学いも、大根のて

んぷらなどをおかずに昼食を美味し

くいただいて、クヌギどんぐりのコ

マを作って解散になりました。 
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マイフォレストの看板作り 

ドングリでふち取りし、いろいろな色を使って、

かわいい看板ができあがりました。 

遊歩道の整備 

手なれた様子で、カケヤを使い作業する子ども達。 

唐鍬やのこぎりも、上手に使います。 

  イオンチアーズクラブの森づくり 

１０期 咲山 武司 

 

 イオングループによるレジ袋の収益金を活用した「イオンの森づくり」は３年目を迎え、軌道に

乗ってきました。 

 イオングループ各店で構成された「イオンチアーズクラブ」の子供たちを中心に、里山広葉樹林

を整備・再生すると同時に、自然体験、環境教育によって健全な人間を育成するという目的のもと

に活動が活発になってきています。 

 環境教育という面では、リデュース・リユース・リサイクルのコンセプトのもとにクラフトも体

験しています。 

 宮城県のみならず、岩手県、福島県からのチ

アーズクラブの参加もあり、８回もの森づくり

活動を行いました。そのうち、１回はイオンの

国際化企画の位置づけで、東南アジアの子ども

達との交流会も実施しました。交流会には、東

南アジアの子ども３３名大人２８名が参加しま

した。みんなで植樹をしたり、その後、餅つき

したり楽しい交流会でありました。  

 

森づくりの活動は森の整備ということで刈払い

後に遊歩道の整備、植樹、除伐、樹名板の設置など

を行いました。その他に野鳥の巣箱の作成・設置、

昆虫ビオトープの設置などを行いました。 

子ども達は唐鍬やカケヤ、のこぎりなど普段あま

り使ったことのない道具を使って遊歩道を切り開

いたり、木を切ったり、一生懸命に、楽しそうに活

動しており、指導・お手伝いをしている私たちイン

ストラクターにとっても喜ばしいかぎりです。 

イオンの森は、ある店舗のチアーズクラブが自分たちの森として特定のエリアを整備し始めまし

た。マイフォレストとして意欲的に整備・活用する方向です。イオンの森は比較的広いので、各チ

アーズクラブがそれぞれ独自にマイフォレストとして活動すれば、整備への意欲、森への愛着が増

し、それぞれの個性を持った楽しい森になるのではと期待しています。みんなで一所懸命応援して

いきましょう。 
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会報委員 2 期 進藤 恵美 

“秋のイベントラッシュ”と銘打って駆けずり回った活動の一端をご紹介します。 

♣９月８日（土）「宮城県ＥＮＥＯＳの森」イベント エネオスの製油所がある全国 6 地域に森林

保全活動をする森があります。先進的取り組みをする当協会の活動を視察に全国から担当者が集ま

りました。どんな森づくりを目指すのか苦労している様子。楽しそうにいきいきと活動している協

会員の笑顔が一番のヒントとなったようでした。カラフルな参加手帳や全部集めたくなる会員労作

の消しゴムハンコの出席印も全国に広まるかもしれません。 

♣10 月 5 日（金）新地町尚英中学校 1年生森林学習 毎年森づくり活動にやってくる尚英中学校

の生徒たち。仮設住宅暮らしの生徒もいるようで心のケアも必要かと緊張しましたが、1 日森で過

ごしてすっかり元気になって帰っていきました。テレビ放映のためのインタビューもありました。 

♣10 月 6 日（土）「スミセイの森 宮城」開所式 今年度開所した新しい森です。参加者は保険会

社のきれいなおねえさま方が大半。特に丁寧に手ほどきをする協会員でした。花が咲く木を植樹し

たので大きくなって県道を彩る日が楽しみ。場所は利府から大郷に向かう県道 40 号線沿いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣10 月 13 日（土）「鈴木工業(株)みんなの森」イベント スミセイの森より利府駅側、利府浄

水場付近にあります。眺望も素晴らしく市街が一望できます。協会員の指示のもとに、若さにあふ

れる社員の方々はあっという間に遊歩道や階段を完成させました。災害の折りにいち早く事業を再

開するための BCP（事業継続計画）訓練も兼ねて、炊き出し訓練をしました。 

♣11 月 3 日（土）「イオンの森」イベント 小学生から中学生までのチアーズメンバーが店舗ご

とに森づくり活動にやってきます。「なんか楽しい♡」と自然体で参加する子供たちは頼もしいし、

何よりもお土産にするクラフトづくりにかける協会員の熱意がすごい。当日明らかになる秘密の作

品もありワクワクします。いったいそのアイデアはどこから出てくるものなのでしょうか？ 

♣11 月 7 日（水）剪定講習会 剪定を庭屋さんに頼むと庭の花を根絶やしにされる上に希望通り

にバッサリとは切ってくれません。それなら自分でと思い参加している面々。今年度最終日には職

場研修として中学生が参加しました。イベント運営の手伝いや庭師の仕事を楽しんでいました。 

♣11 月 17 日（土）「東芝の森」イベント 大衡村にある杉林の森です。隣にはトヨタ紡織東北

さんの森があり、県北に企業の森群ができあがりつつあります。150 人以上が集結し、杉の枝打

ちやマツタケ山づくり、とんぼ池、ばたふらいガーデン、あけび園、遊歩道の設置等に励みました。

よく手入れされた明るい森で、様々な生物が生息する楽しい活動フィールドになりそうです。 

ちょうど、間伐した丸太が搬出されるところで、合板材の材料となる 2 メートルに切った 30 年位

の丸太棒が 1 本数百円にしかならないことに驚いていました。 

ｲﾍﾞﾝﾄﾗｯｼｭ à la carte 

TV のインタビューに答える尚英中学生 

 

スミセイの森 宮城 開所式 
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    第１４期生 養 成 講 座 再 開 （１４期生を紹介します） 

 

 研修担当 １３期 長南 久美子 

昨年は東日本大震災が起こり、宮城県森林インストラクター協会養成講座が中止となりました。

今年度の受講生・１４期生は例年より人数が増えて、男３２人、女８人計４０人で再スタートし

ました。スタートから半年以上過ぎた今、１４期生としての落ち着きやまとまりが感じられます。 

１４期生との直接の関わりは多くはないのですが、お手伝いをしたこれまでの養成講座の一コ

マを招介します。 

◆２０１２．５．２０ まほろばホールにて◆ 

  講義・実習の日程を初めて体験した日です。机や椅子が並べら

れ、１４期生が座ると、４０人一人ひとりの緊張や期待が広い会

場いっぱいに満ちているようでした。 

事務局では、４０人が入るには狭かったり大震災で使用できな

くなったりなどで会場探しに苦慮していたようです。 

 

◆２０１２．７．２２．グランディの公園にて◆  

「MISAWA オーナーの森」の山の斜面で目線を地表に落とし、木や草をかき分けてキノコを

探しました。キノコを採っては見せ合い、また探すといったことを繰り返し、まるで宝探しのよ

うでした。大小様々、色とりどりのキノコが採れ山には木や草と同 

じようにたくさんのキノコがひっそりと生えていることに気づきま 

した。  

その後、グランディの公園でキノコ鑑定をしました。まず、仲間 

分けをし、知識や図鑑を駆使して、名前などを見つけていきました。 

皆さんの真剣さが伝わってきます。 

 

１４期生の中には協会作業やイベントに参加されている人が多数います。その人たちからは、

「子どもたちの活動を見るのは楽しい。父親が子どもの前で張り切っているのも興味深い。子ど

もたちが自然に親しむことは大切なことと思うので、その助けになれたらと思っている。」「森で

の作業は体力面、施設面から女の人とっては大変なことがある。また、仲間が少なく心細さを感

じることもある。しかし、参加すると植物の名前を教えてもらうなどして知識を得たり、新しい

発見をしたり楽しみなことも多い。」などの声が聞かれました。 

冒頭で記したように震災の影響が残る１４期生ですが、視点を変えれば他を圧倒する“マンパ

ワー”があるとも言えます。来年度は “マンパワー”を発揮し、森林インストラクター協会に新

たな風を吹かすことが期待されていると思います。一方、ボランティアに参加が難しい人は、受

講した事柄を生かし、身近な自然に興味をもった生活を送るのではないかと思います。僭越なが

ら、１４期生それぞれが自分に合う活躍の場を見つけられることを願っています。 

森林インストラクター養成講座報告その２ 
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私の水鳥観察会 

１期 三島 直温 

 何時までも暖かいなぁと思っていましたが、今年もほぼ例年通り９月２０日にはマガン、１０

月８日にはコハクチョウの第一陣飛来のニュースを聞き、我が家でも上空を通過するハクチョウ

たちの声や、ジョウビタキの姿を見聞きするようになったら、あっという間に寒くなってしまい

ました。皆様お変わりありませんでしょうか？ 

 

 さて、冬の水鳥と言えば、前述のようなガン・カモ・ハクチョウですが、ガンはともかく、カ

モ・ハクチョウは野鳥観察にはもってこいの対象です。なぜなら８月号で西谷さんが嘆いている

「声はすれども姿は見えず、やっと見つけても動き回ってじっくり観察できない」ということが

なく、「初心者でもじっくり時間をかけて観察できる」からです。私の場合は、観察会を実施す

る２、３日前と観察会開催時間直前にできるだけ下見をするようにしています。これは、今シー

ズンの飛来状況や観察会時に目玉となるような種類が飛来していないか？また、カモ類のオスは

飛来初期時は非繁殖羽（エクリプス）というメス同様の地味な姿をしているので、その換羽の状

況等を確認するためです。また、観察地から採食場に移動してしまう種類もいるため、観察会と

同じ時間帯に下見を行う方が良いようです。その他、観察地点が逆光にならないか（逆光では遠

くにいる個体の色彩が判断できなくなります）とか、トイレの位置なども確認しておきます。 

 

 観察会では、参加者ができるだけ多くの種類や行動を観察できるように目を配ります。皆が近

くにいる種類を一通り観察できたと判断したら、沖にいる種類を望遠鏡にいれて教えてあげた

り、特徴的な行動に気づいてもらえるようにしています。私のおすすめは、ハシビロガモの集団

グルグル採食法とコガモのディスプレイ（求愛行動）です。皆さんも観察してみてください。 

また説明としては、何処から渡ってくるのか？ 飛来地で水鳥達は何をしているのか？ などを

説明出来るようにと心がけていますが、学術的な内容以外にも自分の日頃の感想を率直に話して

います。 

 

 「餌付け」については近年自粛の傾向にあります。「野生の生き物を野生の状態で観察する。

水質の汚濁を防止する」という意味から自粛は必要ですが、小グループの小さい子ども達を交え

た観察会の際は、現地の取り組み状況を踏まえ最小限度の範囲で（スナック菓子ではなく、屑米

など）行っても良いのではないかと思います。 

 最後に「鳥インフルエンザ」についても気を 

遣うところですが、通常の観察会での接触では 

特別な問題はないと認識しています。ただ、帰 

宅後のうがい手洗いや養鶏場近くにお住まいの 

方であれば、靴底やタイヤの消石灰での消毒を 

お勧めしています。 

 寒い時期ではありますが、宮城県は全国でも 

有数の渡り鳥の飛来地です。まずは身近な箇所 

での観察に取り組んでみてください。 

ステップ１ 

• できるだけ観察会2～3日前と直前
の2回下見をする。 

ステップ2 

• できるだけ観察会の時間に合わせ
て下見を行い、逆光や施設の配置
にも気を配る。 

ステップ3 

• 参加者が多くの種類や行動を観察
できるように気を配る。 
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森林インストラクター Q & A 
「アニキ」のニックネームでおなじみ、事務局長の工藤潔さん（7 期）を 

ご紹介します。 

 

Q：趣味を交えて自己紹介をお願いします。 

A：電気関係の会社を６２歳で定年退職、以来他の NＰＯとこの協会での森づくり活動で時間をう

めています。趣味、と改めて聞かれると少ないです。せいぜい自作の真空管アンプのＢ級オー

デイオ装置で、一枚３００円で買い込むＬＰレコードを聞き、悦に入っていること位でしょう

か。骨董趣味でデジタル時代からかなりずれた超アナログ人間です。 

    

Q：豊富な植物知識は会員の憧れですが、職業柄身につけたものなのですか？ 

A：決して豊富ではありません。里山の木々は判別つく程度です。覚えるきっかけとなったのは、

森林インストラクターの講習を受けた時以来です。当時の講習会の内容は、万葉の森から始ま

り、松島での暖地系植物、更に荒沢での山地植物と矢次早に植物観察の内容が多かったために、

「これは、インストラクターになるためには植物は絶対覚えなければならないんだ」と錯覚？

したことでしょうか。そして日常的に観察できる「県民の森」というすばらしいフィールドが

身近にあったことです。従って専門的に勉強したものではなく、趣味の延長線上で覚えたもの

です。 

    

Q：協会では長い間、「森づくり」を担当されていましたが森づくりにかける思いを。 

A：本格的な携わりは、１９年のエネオス、ミサワホームの森づくリからですが、最初からびっし

りとはびこった笹薮の切り開きに悪戦苦闘した思いが鮮明に蘇ります。が、なぜか苦痛として

ではなく爽快感としてです。今思えば手入れされず荒れ放題の笹薮の森も、良くぞ我々のため

に今まで残しておいてくれた、と言いたいくらいです。植樹会などのイベントで、嬉々として

参加される皆さんの様子を見続けるためにも、体力ある限り続けて行きたいと思っています。 

    

Q：今年度から激務の事務局長ですが、抱負やメッセージを。 

A：一番似合わない役柄を引き受けてしまいました。が、やる事は、ずれないように頑張りたいと

思っています。もちろんこれまでの森作り活動と両立させながらです。協会活動は、ご存じの

ように森づくりのみならず自然観察、ウォーキング、親子体験教室や園芸講習などと多岐に渡

っています。加えて関連分野での自主企画があればそれもＯＫと間口は広くしています。その

いずれかの分野でより多くの会員の皆さんの参加を、と呼びかけるものです。 

 

Q：植物の名前が覚えられないと悩む会員にアドバイスを。 

A：動機はなんであれ「覚えたい！」という気持ちをいかに持ち続けられるか、ということだけと

思います。関心を持ち続けると自然に覚えられます。身近な場所を区切って覚える。まず３０

種の識別、これが分かれば、あとは加速度的に分かる種類が増え続けます。あまり根拠のない

自説ですがぜひ試してみてください。一つ自力で判別できるとうれしくなり、次々と分かるよ

うになります。ヒントになるでしょうか？ 
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気の向くままにホステリング 

１３期 谷 洋子 

師走に入り森の落葉の道を散策しながら、春の芽生えの準備をしている木々を目にするのも楽し

い時期となった。また四季折々にふと遠出をしたい気持ちになり、一人旅を続けて長い年月が経っ

た。旅はＪＲ・路線バス・徒歩の移動で、宿泊は一人でも安心して泊まれるユースホステルを利用

している。近頃の旅は自然のままの風景とその地の暮らし・人々・文化を肌で感じ、また温泉の恵

みも堪能し、森を散策しては、木々と触れ活力をもらい、日常から解き放たれた穏やかな時間を過

ごしながら歩いている。昨年は山梨県清里～諏訪市～奈良井宿～松本～高岡までの三泊の旅で心に

残った地をたどってみた。 

清里の地名に心ひかれて訪ねてみた標高１３４５メートル日本一高い所を走る小海線は、森や林

の中を通り抜け、車窓からの景色は時が過ぎるのも忘れ目的地に着く。広い高原からは、南アルプ

ス・八ヶ岳の山々が目に映える。耳から聞こえる自然のざわめき、この壮大な景色を眺めながら歩

いていると、風の匂いも快い。清里の地名らしい自然美に五感が震えた。 

諏訪市は日本列島の中心に位置し、諏訪大社の御柱祭でも知られている。境内は広くはないが、

六年ごとに行われる御柱が山積されていた。柱は社殿の外側の四隅に建てられ、火災・風雨から守

るため六年ごとに新しく変える行事で、柱となるモミの木は霧ヶ峰高原で毎年植林されているとの

事。宿へ向かう途中の諏訪湖面に溶け込む夕陽の絶景も感動する。夜からは一ヶ月も続く諏訪湖の

花火大会の見物客の酒宴の輪も楽しく思えた。 

静かな佇まいの奈良井宿へ。木曽山脈と中央アルプスの険しい山々が続く所に位置し、中山道六

十九宿の宿場町であり、家々は現在も人々が生活を営みながら保存を続けている。町の中心地の大

名の宿は、奥行きもあり、ぜいを極めた調度品がいたる所に置かれている。また当時を偲ばせる昔

のままの街道が一部残っており、樹齢数百年のヒノキもあり、日中でも薄暗く、その空間は時間が

ゆっくりと流れ、気持ちまでもがゆるみそうになった。 

松本へは目的もなく訪ねたが、街のいたる所より見える空を突き抜ける様に、北アルプスの山々

が連なる景観は、絵葉書の美しさ、その山岳風景を少しでも長く見ようと、ベンチでのコーヒータ

イムは至福の一時となった。 

高岡市は加賀前田藩の城下町で、伝統建築の古い家も多く見られる。この地は銅器の産地として、

鋳物職人も多い所だ。前田利長公の菩提寺国宝瑞龍寺の８７０メートルの長い参道の両脇には、松

と石灯籠の美しい佇まいも快い。二十数年の歳月を要して完成させた伽藍は、決してきらびやかで

はないが、整然と建つ寺には静寂さを感じ、しばし足が止まった。 

今回の旅もユースホステルの宿泊となり、松本ではドイツ人の女子大生との相部屋となり、一瞬

びっくりしたが、少しの単語と絵文字で、意思の疎通を図ったが、震災地センダイは抜群の知名度

だった。彼女は夏休みで、松本・金沢・京都の旅の途中だった。諏訪市の宿は温泉地だったので、

同年代の利用者が多く、初対面とは思えないほど、賑やかになり、夕食後はすっかり友達気分で消

灯時間まで、青春談義が続いた。翌朝は再会を願い、それぞれの目的地へと向かう。 

今回は、日本の原風景を満喫し、古き良き文化を肌で感じ、良き友との出逢いもあり、また訪ね

たい地となった。               次回は１３期の西野 裕子さんにリレーします。 
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 青少年の森での管理職員としての日々           

宮城県県民の森 管理職員 ９期 半田 誠太郎  

 

東日本大震災により、大きな被害を受けた県民の森の復旧工事も急ピッチで進み、道路関連では幹

線車道の復旧は殆ど完了し、残るは１号幹線沿いの岩切城縁辺部の修復工事のみとなりました。しか

し、園内管理車道の修復は手付かずのままです。施設関係では、県民の森中央記念館・青少年の森の

学習館・森の学び舎の復旧工事も本格し、中央記念館は内部の破損個所の修復・破損ガラスの張り替

え・水道配管の敷設工事などが、青少年の森では、森の学び舎・学習館の室内修復も同時進行してい

ます。12 月竣工の予定どおりに進捗し、新年からの全面開園が待たれる状況です。 

私の職務は管理職員として施設の管理は勿論ですが、散策やハイキングに来園される方、人気のア

スレチックに親子連れで遊びに来ていただいた方などが、楽しく気持ちよく、安心して過ごせるよう

に日々の散策路やアスレチックの点検やゴミ拾いを行っています。園内整備は作業職員や作業サポー

ターを中心に実施し、特にリピーターの方々にはきれいに刈り払いされた散策路、震災で壊れた階段

の復旧など、気持ちよく安心して歩くことができるとお褒めのことばも頂いています。震災後 6 月末

から青少年の森を中心に暫定開園し、昨年の夏休み以降、平日は散策者、土日・祝日は親子でアスレ

チックに来園される方が多くなりました。来園者には必ず声掛け挨拶をし、散策者には通行止めの箇

所や開花情報の提供、又アスレチック目的の方にはパンフレットを片手に道案内、危険個所の説明で

は菅野沢溜池道路工事個所を通行する際の注意点、工事関係者には来園者への特別の計らいをお願い

しております。お陰様で事故もなく、楽しく遊び喜んで帰る子供達の笑顔を見ることができました。 

日常業務の他には、私の道楽として、５月のＧＷにはクラフト体験コーナーを開設し、竹笛・竹ト

ンボ作りに大勢の親子連れから好評を得ました。これからは年中行事にしたいと考えています。また、

夏休みの間には業務に支障がない限り、遊びに来た子供たちの為のクラフト体験コーナーを７日間実

施し、ブーブー笛や竹とんぼ作りの賑やかな青少年の森でした。こんなこともありました。事務所で

昼食を取っていると、親子３名が、今日はクラフト作りがないのですかと事務所に顔を出されました。

話を聞いてみると、「去年の夏休みに東京から帰省した折、クラフト体験コーナーで笛作りをして楽

しく遊ばせて頂きました。来年も県民の森に遊びに来て下さい。その時体験コーナーをしていなくて

も声をかけてみては。」と言われ立寄ったとのこと。嬉しくなり昼食もそこそこに体験コーナーの看

板を出したのは言うまでもありません。早速、竹とんぼ作り体験コーナーの始まりです。竹トンボ作

りのポイント、左右の羽根の重さやバランスのとり方を教え、紙やすりで縁を削りバランスを取って

羽根に色付けし、最後に私が軸をつけてやって完成です。学び舎の前では子供達が飛ばし方の競争で

す。中には子供の竹とんぼを取って夢中になる親や、飛びすぎて屋根や木の枝にかかって泣き出す子

供もいた賑やかな夏休みの 1 コマでした。 

この様にお蔭様で、ここ３年９ヶ月にわたる青少年の森での日々を、緊張感を持ちながらも楽しく

過ごさせてもらい感謝しております。これからも一層青少年の森の活性に努めたいと思っております

ので、青少年の森に立ち寄りの際には声掛け下さい。そして、子供達と一緒のクラフトコーナーなど

にサポーターとして、飛び入り参加していただければ幸いです。お待ちしております。           

（2012.11.15 記） 
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蔵王野鳥の森自然観察センター ことりはうす  

事務職員 １３期 高橋 恵美子 

ことりはうすでは蔵王の自然をより体感してもらうために毎年数回蔵王近辺でトレッキングを開

催しています。今年は６回企画しましたが、すべてお天気に恵まれ、参加者した方たちに喜んでい

ただくことができました。 

１０月２７日、今年最後のトレッキングが蔵王でもっとも古い山の一つの青麻山で行われました。

蔵王山岳ガイドも務める「ワンマン」こと高橋一男さんが案内し、参加者２１名（総勢２５名）が

穏やかな秋晴れの中を和やかに歩いてきました。 

今年は紅葉が遅れ気味でしたね。青麻山も例外ではなく、きれいに色づいていたのはヤマウルシ

やヌルデ、ウリハダカエデくらいでしたが、そのかわり思った以上に秋の花を楽しむことができま

した。青麻山は知る人ぞ知る、花の多い山です。春先からいろんな花を楽しむことができるのです

が、今回はセンブリ・リンドウ・サワアザミ・トリカブトなどが次々と顔を出してくれました。実

では形が面白いミツバウツギやツクバネ、ふわふわのセンボンヤリも目立っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

一男さんが山頂で青麻山にまつわる神話や歴史について熱く語り、参加者は熱心に耳を傾けなが

らお昼を食べていました。下り道ではイヌシデのこぶのようなところに育ったニワトコを見せて自

然の面白さについて説明しました。ふたつの家族で３人の子ども達が加わっていましたが、いつの

間に仲良しになったのか、大岩では一緒に遊ぶ様子も見られてほほえましく思いました。 

暫く下って振り返ると後ろのほうを歩いていた人たちがいません。どうしたのかなと思ったらオ

リミキ（ナラタケ）が採れたとうれしそうです。それぞれに楽しんでもらった青麻山トレッキング

でした。 

ことりはうすに戻ってからの茶飲み話では「登れるか不安

でしたが、スタッフの方に気を配っていただいたおかげで歩

き通せました」とうれしい感想をくださった方もいました。

「もっと回数を増やしてほしい」、「違ったところも歩きたい」

などの要望もいただきましたので早速来年のトレッキング計

画を８回に増やしました。新たにカモシカ温泉跡や山形県側

の地蔵山やいろは沼、中丸山などを歩く予定です。 

青麻山の山頂にて 

青麻山トレッキング 

 

山頂からの眺め    
太平洋が見えました♪ 

 

  

トリカブトポイント 
この花の説明はあく 
までも真面目デス。 

← 

→ 

↓ 
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こもれびの森 森林科学館より 

こもれびの森 森林科学館 管理職員 ８期 山本 和雄 

 花山こもれびの森はもうすっかり秋です。この文書が掲載され

る頃、木々の葉も落ち、森林科学館は冬季閉館になっていると思

います。暑い暑い夏が過ぎ、あっと言う間に秋がおとずれ一年が

過ぎ去ろうとしています。歳をとると月日の過ぎるのが速くなる

と言われていますが,実感です。自主企画イベントも９月には「初

秋の自然観察とお茶会」、１０月「自然観察会＆芋煮会」が行われ、 

１１月の「くずなどの素材でカゴ編みに挑戦」を残すだけになり

ました。今年は花が少なく寂しい思いもしましたが、１０月の末

頃には木々も色づき例年のこもれびの森に戻りました。 

森林科学館の勤務は２年目になりますが、こもれびの森のロケ

ーションの良さを思わずにはいられません。山の静けさ、空気、

音、色が日々感じられ癒される思いです。ただ森林科学館はオー

プンから約２０年を経過し、建物をとりまく庭や裏山の山菜・薬

草見本園、そして当時は目玉施設だったと思われる湿性植物園の 

荒れが目につくようになりました。きっかけは今年の春先に開館

準備で園内を巡視していた時、これまで草とコケと土に覆われて

いた駐車場脇の草が枯れて、サラサラと静かに流れている小川に

気が付いたことです。また、これまでほとんど気にしていなかっ

た小川の山側の湿地にはミズバショウも顔を出し始めていました。

少し手を入れたらきっといい小川になる（したい！！）との思い

から勤務日に少しずつ草を抜き、コケと土を削ると、柵と石で仕 

切られた小川が出てきました。そして草の根や砂利にたまった土などを取り除くと、キラキラと光

りながら元気に音をたてて流れる小川になりました。 

大型バス数台、乗用車約３０台収容の大駐車場を備えてオープンした当初の施設と関係者の想い

を思わずにはいられせん。一度人の手が入った自然（施設）

は継続して手を入れつづけなければ荒廃してしまいます。も

う一度原点に戻り、各施設のコンセプトと造りを理解し、み

んなのコンセンサスと協力を得ながら少しずつでも整備が進

められればと願っているところです。こもれびの森 森林科

学館が自然との触れ合いの場、遊びの場、そして癒しの場と

なるようにこれからも努力していきたいと思っています。 

こもれびの森・秋 

９月イベント・一輪挿し 

１０月イベント・きのこ鑑賞 

整備した小川 
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 安全のページ      安全・安心の意識を高めよう！ 

NO.１６ 安全委員会        

 

安全委員会 １２期 小梁川 薫 

今年１０月より、安全委員会の一員に加えて頂きました１２期の小梁川（コヤナガワ）です。 

県民の森管理事務所で、作業サポーターをさせて頂きながら、都合の良い日に「環境森林整備

部」で行う森づくり活動に参加しています。昭和２６年生まれ、かわいい孫が二人いる“じいじ”

です。 

 

＜＜ 初のハチ刺され体験 ＞＞ 

今年の夏、「とうはつの森」で下草刈りをしていた折、突然チクッとほおをやられてしまいまし

た。幸いにも、小さなハチだったこともありましたが、刺された後に適切な応急処置をしていた

だいたお陰で、たいしたこともなく、３０分後には再び作業に取り掛かることが出来ました。 

今年は（も？）夏から秋にかけ、多くの協会員がハチの襲撃にあい、その犠牲者となってしま

いました。その中でも、突然のハチの襲撃で何ヶ所も刺されながらも、刺された本人の機敏な行

動と、現場にいた協会員の素早い対応・対処で、大事に至らなかった出来事がありました。事故

後の素早い対応・対処の重要性を改めて認識させられたひとコマでした。 

 

＜＜ 安全・安心に思うこと ＞＞ 

日頃行われている森林整備活動では、刈り払い機やチェーンソーなど、高速回転の機械が頻繁

に使われます。また活動の場は、足場の悪い傾斜地がほとんどです。時には山芋掘跡の穴に足を

とられてしまうこともあり、事故の起こりやすい環境の中で協会員は頑張っています。 

暑い夏でのつぼ刈や下草刈りでは、背丈以上の雑草との格闘です。どこにハチの巣があるのか

もわからない状況の中、刈り進んで行きます。さらに、炎天下での作業は、ハチの恐怖に加え熱

中症の危険も潜んでいるので、よほど注意して作業しなければなりません。 

一方、森林整備活動以外にも、親子や企業の社員、家族を中心とした「森づくり活動」などの

イベントも数多く開催されています。イベントでは、鎌や唐鍬、カケヤなど子供達にとっては危

険と思われる道具を体験の為にあえて使わせる場面も随所に見られます。これらの森林整備活動

やイベントは、「安全・安心」の環境のもとで実施されなくてはなりません。 

 

＜＜ 気軽に参加して！ ＞＞ 

安全委員会では、実際の活動現場で、救急処置搬送訓練や伐倒実技研修などの研修を行ってき

ました。これからも「安全・安心」に関わる訓練や研修が計画、実施されます。 

森林整備活動に参加している人も、そうでない人も是非気軽な気持ちで参加していただきたい

と思います。多くの協会員が「安全・安心」に対する意識を高め、知識や技術を身につけること

で、安全で安心して活動できる環境をつくり上げて行きましょう。 



 １５ 

      森 の カ フ ェ   

７期 畠山 京子 

カフェ「白ヒゲ」は、森の入り口にあった。 

 オーナーはもちろん口髭を生やしていて、今日もデッキから池の向こうに広がる森を眺めてい

る。まるでこの森の番人のように。 

森は不思議な世界だと、彼は思う。緑にいやされるだけでなく、ときには妖しげな気配も漂う。

なにか予想もつかないことが潜んでいそうな気さえする。しかし、だからこそ彼はこの森に惹か

れるのかもしれない。 

ただ森は、彼の所有ではない。彼が今までの貯金で手に入れることができたのは、このカフェ

の建物だけだった。だから最近、アウトドア派と称する若い者たちが、我がもの顔で森に入って

きても、じっと見守るしかないのだった。 

今日は風もなく、小さな池は鏡のように紅葉を映している。さて、静かなクラシック音楽でも

かけようかと、彼が思ったときだった。 

突然、一人の女性が現れた。 

「この辺に、団栗拾える所ありますか？」 

 女性は民族衣装のようなロングスカートをはき、手首には何種類もの数珠を巻きつけ、ネック

レスと一緒に黄色いふさふさした尻尾までぶら下げていた。それは神秘的というか奇妙な格好に

も見えた。しかし色白の美人で、ほんの少し吊り上がった目が魅力的なので、オーナーはにこに

こしながら答えた。 

「池の向こうに、コナラやミズナラの木がありますよ」 

 女性は軽く会釈をし、遊歩道を歩いて行った。すると今度は中高年のグループがやって来た。

そしてその中の一人、サングラスをかけた男が、オーナーに尋ねた。 

「この辺には、どんな動物がいますか？」 

「いろいろいますよ。キツネや狸や野兎や鹿、熊もいるようですね」 

「見れますかね？」 

「それはどうでしょう？ まあ注意しながら歩いてみてください」 

「はい、わかりました。どうも」 

 グループはそのまま遊歩道を歩いていった。 

 

 昼近くになっても、今日はお客が来なかった。 

 そこで今のうちに食事をすませようと、オーナーは持って来たカバンをあけた。彼は自宅のあ

る街からここに通っている。それにここではたった一人なので、いつも奥さんに弁当を作っても

らっているのだ。しかし、カバンの中に弁当はない。そのとき彼は、昨夜奥さんを怒らせてしま

ったことを思い出した。 

 仕方なくオーナーはコーヒーをセットした。 

するとそのとき、さっきのロングスカートの女性が現れた。団栗を詰め込んだと思われる袋を

会員からの寄稿 
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かかえ、デッキで休ませてくれないかと言うので、彼は快く招き入れた。デッキは森を訪れるお

客さんのための、休憩所のつもりだ。 

店の中にブレンドコーヒーの香りがたちこめる。 

そしてひと口飲んだオーナーは、余分にいれたコーヒーを美しい女性にサービスするのも悪く

ないな、と考えた。そこで彼は、パンをかじっている女性に自慢のコーヒーを運んだ。 

「良かったら、どうぞ。サービスです」 

 しかし、そう言ってスマートにカップを置いたときだった。そんなときに、お腹が鳴った。あ

わてた彼は、ついよけいなことを言ってしまった。 

「いやいや、失礼。今朝、弁当を家に忘れてしまって……」 

 すると女性は、口をもぐもぐさせたまま、無造作にパンをつかんで差し出した。 

「食べますか？」 

 それは美味しそうなパンだった。宝石のようなラズベリーが練りこまれ、木の実の香ばしい香

りもする。彼はそのパンを受けとり、ひと口食べてみた。 

「……うまいですねぇ」 

「新鮮な天然酵母と美味しい木の実を使ってますから」 

 ちょっぴり吊り上った目の女性は、美味しくて当然だという顔をした。 

「ひょっとして、集めた団栗も、パンに使うんですか？」 

 ほのかな渋みは団栗なのか？ と思いながら彼は尋ねた。 

「いいえ。これは占いに使います」 

「占いに？」 

 オーナーは少し驚いたが、彼女の神秘的な雰囲気を考えると合点がいった。 

「占いますか？ 一回千円です」 

 彼はどちらかというと、占いなんてばかばかしいと考えるほうである。ましてや子供だましの

ような「団栗占い」なんて。しかし美味しいパンをご馳走になってしまったし、この女性がどん

なふうに占うのかは興味がある。それで、たまには占いも悪くはないな、と考え直した。 

「じゃあ、お願いします」 

 女性は、真鍮の小皿いっぱいに団栗を掬いテーブルに置いた。そして胸に下げていた黄色い尻

尾で団栗の上を三度はらうと、小皿から一個の団栗をつまみあげた。 

「これが、あなたと相性のいい団栗です」 

 そして今度は、乾燥したミズゴケで小さなクッションを作り、団栗をその上に据えた。 

 皆同じに見える団栗の中で、なぜこの一つが選ばれたのか、オーナーはいぶかしく思ったが、

とりあえず広い心で目の前の儀式を見守った。 

 次に女性はガラスの小瓶を取り出すと、その中に魔法の液体が入っているかのような手つきで、

大粒の三滴をミズゴケにたらした。するとひからびていたコケが、まるでエメラルドのように鮮

やかな緑になった。そしてさらに、その上の団栗までも、濃い琥珀のような色で輝き始めたのだ。 

 彼が、その様子を開いた口のまま見つめていると、女性は手馴れた仕事をこなすように言った。 

「では、この団栗に、あなたの名前と住所と生年月日を教えてあげてください」 
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 オーナーは、言われた通りにした。すっかり彼女の空気にのまれている。 

 次に女性は、感覚を研ぎ澄ますようにしばらく目をつむったが、やがて目を開けると、まっす

ぐに彼を見据えた。 

「あなたは昨夜、奥様の機嫌を損ねましたね？」                 

 オーナーは仰天した。しかし、ここでうろたえてはみっともないので、髭

をさすりながら天井の方を見て言った。 

「うーん。そんなことも、あったかなあ」 

「隠す必要はありません。この団栗は、あなたのことがわかるのです。わた

しは、ただ、団栗のささやきをお伝えしているだけです」 

「この、団栗が？」 

 オーナーはまじまじと団栗を見つめた。すると団栗が、ころっと笑ったように思えた。もちろ

ん、団栗が笑うはずはない。なのにそんなふうに見えてしまった。彼はあわてて目をこする。 

「しかしながら、あなたが奥様を大切に思う気持ちに偽りはないのですから、それほど気に病む

こともありません。今日は、奥様が好きなお菓子など、買って帰ればよいと思います」 

 そう言えば、うちのやつはケーキが好きだったなあと、オーナーは、帰りに立ち寄れそうなケ

ーキ屋を頭の中で探しはじめた。 

「それからあなたは、固定観念が強い方ですね？ よく言えば信念を持っているということにも

なるのですが、それにしても今まで、その固定観念によって後悔したことも、少なくはなかった

はずです」 

 オーナーはドキリとした。そう言われて思いだせることが、少なくとも三つはある。 

「信念を持つことはよいとしても、ときには柔軟な対応が必要だということを、お忘れなく」 

 女性はそう言いきると、口を真一文字に閉じた。 

 そうなのだ。そのときは反省しても、つい忘れてしまう。しかしここまで言われると、オーナ

ーは次に何を指摘されるのか、びくびくしてきた。そしてどうしてこの団栗が、いや、やはり団

栗がささやくはずはないのだから、なぜこの女性が、そこまで自分を見通しているのか、不気味

さも感じはじめた。 

 しかしそんな彼の動揺を察したのか、女性は、ここからは一転して彼の長所を言いだした。 

「あなたは、足ることを知っています」 

「足ること？」 

「そうです。今の自分に満足するということです。野心を持つことが、必ずしも幸福にはつなが

らないということを、あなたはわかっています。それはあなたが、賢く聡明である証拠です。あ

なたは、多くのものたちから愛される人格者です」 

 今まで彼は、結婚する前の奥さんからでさえも、賢いとか人格者だなんて言われたことはなか

った。だからなんとも、こそばゆくなったが、もちろん悪い気分ではない。彼女が言ったことは、

オーナーもなんとなく思っていたことなのだ。 

そしてさらに、女性は彼の運が開けるような方向性も示してくれた。 

「それから、あなたの森を愛する気持ちは、あなたをプラスの方向へ導いています。例えば、こ 



 １８ 

この林道に一般車両の通行を制限したいという主張も、曲げるべきではありません」 

 それはまさに、オーナーが気になっていることだった。この森で小動物の交通事故が増えてい

る。四輪駆動車が勢いにまかせて走り回るのを、なんとかならないものかと悩んでいたのだ。 

 そんなふうにして、彼にとって初めての、驚くべき占いは終わった。 

 占いを終えると、女性はさっさと帰ってしまったが、オーナーはその後もぼんやりした気分の

まま、クラシック音楽も耳を素通りしていた。 

 しばらくすると、朝に見かけた中高年のグループがやって来た。森の中を歩き回ったせいか、

すっきりした顔をしている。そして皆同じく「白ヒゲブレンド」を注文した。 

 オーナーが自慢のコーヒーを運んでいくと、サングラスの男がうれしそうに言った。 

「いやあ、この森はすばらしいですね。野生動物の宝庫だ。狸や兎の糞もあったし、熊だなも見

つけました。それにさっきは、キツネを見かけたんですよ」 

「へぇ、こんな昼間に、キツネですか？ それは珍しいですね」 

 キツネは確か夜行性だったな、とオーナーは思った。 

 するとそこへ、またお客がやって来た。今日は午後からが忙しいと思いながらオーナーが出迎

えると、それはさっきのロングスカートの女性だった。 

「なにか、忘れ物ですか？」 

 オーナーが親しみの表情を浮かべると、逆に女性は迷惑そうな顔になった。 

「……忘れ物って、わたし、ここに来るの初めてですけど」 

「え、だってあなた、さっきわたしに団栗占いをした人でしょう？」 

「団栗占い？」 

 女性の顔はいっそう不快さを増し、入り口のところで立ちすくんでしまった。こんな怪しいこ

とを言う男の店に入ってよいものかどうか、迷いはじめたようだ。 

 オーナーは「団栗占い」がまずかったかと反省した。ほかの客の前だし、せめて「さっきわた

しにパンをご馳走してくれた人」と言えばよかったと……。 

しかしそのとき、彼は女性のネックレスに黄色い尻尾がついてないことに気づいた。さらに顔

もよく見れば、目の辺りの感じが違う。あの魅力的なちょっと吊り上がったような目、ではない。 

「すいません。失礼しました。人違いです。いやあ、最近、人の顔が覚えられなくなって……。

本当にすいませんねぇ、ヘンなことを言って。さ、どうぞどうぞ」 

 彼は自嘲しながら髭をなでつけ、精一杯もてなしの気持ちを表した。 

 調理場でオーナーは、女性から注文を受けたカモミールティーをいれながら、考えはじめた。 

この森への交通規制を要望する嘆願書を書いてみようと。それから、 

今日はケーキ屋に寄るのを、忘れないようにしなければと。（終り） 

 

７期畠山京子さんは、第２６回福島正実記念ＳＦ童話賞大賞（岩崎書店）や第３回森林のまち 

童話大賞佳作（浜松市天竜地域自治センター）と、いわばプロの作家さんです。ペンネームは、 

「野泉マヤ」。今回、森をテーマにした大人の童話をお願いし、ご寄稿いただきました。（編集部） 



 １９ 

 

 

 

 

 

記事や写真をご寄稿ください 

 

‘ＭＩＦＩ ＮＥＷＳ’では、協会員の皆さまから写真やエッセー、活動の紹介記事などを募集

しています。 

本誌は協会員同士の情報交換の場として、また、協会外部への広報の手段として、年 4 回（５月、

８月、１２月、２月）発行しています。趣味や、ボランティアの志を同じくしている仲間に、ご自

分のフィールドを紹介しませんか？ 

次回会報は２月に発行されます。読んで出掛けてみたくなるような、白銀のフィールドの情報や、

２月のカレンダーにもなりそうな、季節感漂う写真など、是非お寄せください。 

 

※ 誌面の統一性を図るため、字数やフォントを設定しております。 

※ 字数超過の場合は編集させていただくこともあります。 

原稿内容 自由 

ページ数 １ページ 

字数 ８００字程度 

原稿様式 手書き原稿、テキストファイル、ワード等いずれも可 

原稿手交方法 メール、郵送、手渡し等いずれも可 

事務局、または会報委員へお声がけください。 

 

ご自身でレイアウトされる方は、以下の書式でお願いします（このページの書式と同じです）。 

原稿ソフト Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｏｒｄ 

フォント ＨＧ丸ゴシックＭ－ＰＲＯ、１１ポイント 

ページ設定 文字数：４４、字送り：１０．９ｐｔ 

行数：３８、行送り：１９．１５ｐｔ 

フッターの位置：下から１０㎜ 

余白：上下左右２０ｍｍ 

 

ご寄稿、お待ちしています！ 

 

編集後記：自然にとってはただ静かな繰り返しの一年も、人間にとっては紅葉、結実、渡り鳥・・・

と、秋は観察する素材の結集です。今号掲載の皆さまの熟練されたイベント内容からも、まさに‘実

りの秋’と、お楽しみいただけたのではないかと思います。（会報委員 6 期 藤野屋 友吏子） 
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