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巻頭言
県内の学校や地域に「環境教育防災林」をつくりませんか
会長 ５期 日下

晃

２０１１.３.１１東日本大震災から２年、南海トラフ巨大地震の可能性なども発表され、震災へ
の備えが話題になっています。書店には震災関連の書籍が並び、各学校には「防災担当」が配置さ
れ、「危険を取り払う教育」から「危険と向き合う教育」へ、これからの防災教育は「自分で考え
判断する」という危険に対応できる姿勢をどう育てるかが課題になってきています。
私たち宮城県森林インストラクター協会は、かねてより「人々の生活と森林の役割」を大切に考
え、「森林・林業の普及・啓発、自然環境に配慮した健全で豊かな生活の形成」（定款３条・目的）
を願い、様々な活動の提起や支援をしています。私たちは、震災復興支援の大きな柱として、学校
や地域に「環境教育防災林を作ろう」と呼びかけ、三井物産環境基金の助成をいただき、「里山生
活を後世につなぐ環境と心の復興事業」にも取り組んでいます。石巻市立橋浦小学校や仙台市立松
陵西小学校等では「環境教育防災林」づくりが始まり、「荒れていた森が見違えるようになり、防
災・減災、学習、遊び場になり、子ども達の声であふれています。
」というお話を伺っています。
私たちは、
「環境教育防災林」を次のように考えています。
「従来の環境学習としての森林（森づ
くりや森の整備、動植物の観察、遊び場等）と、防災や減災の視点（避難場所、井戸や畑〈水・食
料の確保〉等を兼ね備えた生活体験が可能な場所）を学校や地域の中にたくさん作ろうというもの
です。
子ども達に災害にあったら、
「自分の命は自分で守れ」、「主体的に考えろ」と突然言っても難し
く、簡単にはできないことだと思います。普段から自分の命を守り抜き、想定外の災害であっても
無事に生き抜ける力を身につけておくための教育が大事になってくると思います。自然体験や森林
での活動は、柔軟な発想や自分で判断し行動できる潜在能力や可能性を引き出してくれます。教育
基本法では、
「生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと」
（第１８条）
、
教育の流れも、学校の教室での知識吸収だけでは教えられないことを補完するものとして、自然体
験を位置づけています。今までの自然体験活動の中で、「Ａ君がＢ子さんの手をとって川を渡して
あげたんだよ。
」
「Ｃ君は虫を捕まえるのが上手で、虫についてよく知っていていっぱい教えてもら
いました。
」
「教室ではほとんど声を出さないＤ子さんが、あんなに生き生きしてる！」
「Ｅ男君が、
自分の役割が終わったら、遅れていた子へ協力をして手伝ってくれました。」
・・・子ども達が自然
との関わりの中で、本来持っていたはずのそれぞれの「感じる心」が動きだし、先生方や指導者が
びっくりしたり喜んだり感動する姿を何度も見てきました。自然は、関わってくれた子ども達にた
くさんの生きるための技や生きる力を身につけてくれます。それは、たくましさ、自立心、探求心、
解放感、冒険心、コミュニケーション力、優しさ、勇気、自発性、創造力、命の大切さ、危険予知
力、我慢、思いやり、助け合い、夢などたくさんあります。私たちは自然体験や森林の活動を通し
て、感性を磨き、五感を鍛え上げ、防災・減災教育の柱である「危険と向き合い・自分で考え判断
できる子ども達」に育てたいと願い活動しています。
私たち宮城県森林インストラクター協会は「環境教育防災林」づくりに全面的協力をいたします。
手をかけず荒れ放題になっている学校林や市町村林をよく見かけます。校庭の端っこの小さな森で
も整備をすれば、子ども達や地域のかけがえのない宝物になります。手をかけ、子ども達の活躍で
きる場所に変身できれば、それは見事な学習や遊び場になり、災害に対応できる「学校の森」「地
域の森」にリニューアルするものと考えます。
今年は、「環境教育防災林」を県内各地域や学校に広めたいと考えています。そのための情報の
提供や財源の支援など、学校や関係機関、企業の皆様ご協力をよろしくお願いいたします。
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きかくがいろん

来年度の重点項目
「感性」「復興」「環境」

きかくぶのページ

やはり「自然体験」
企画部

１期

木村 健太郎

「落ち葉を送ってくれないか？」 「何の葉？」 「何でもいい」
南の方から「ホオの葉を送ってくれないか」とか「ブナの実を送ってくれないか」なん
ていうお便りは日常茶飯事でしたが、福島市の友人から頼まれた時には、只事でない様子
に顔が引き攣りました。
あまり報道されませんが、福島市内の幼稚園や保育園の事態はかなり深刻らしく、周り
を森で囲まれているのにドングリや落ち葉を拾って遊ぶことができず、子どもたちのスト
レスがどんどん蓄積されているそうです。
すぐにきれいな落ち葉を選んで梱包してい
たら、再度連絡が来て「宮城県の落ち葉も危
険な可能性があるから、他からもらうことに
した」という味の悪い結果で終わりました。
後日ニッセイ緑の財団の方と打ち合わせをし
た際、福島市の幼稚園が関西方面から落ち葉
やドングリを送ってもらっているという話を
聞いて、さらに複雑な気持ちになりました。
そんなこんなで年末から何とも胸の痞 えが
取れない嫌な感じが続いていたのですが、いろいろと連携している（社）地球の楽好さん
と意気投合して、
「今度落ち葉や枝や木の実を車に満載して福島の幼稚園に行くからね」と
約束したことと、来春からニッセイ緑の財団さんが「ニッセイ利府の森」に福島市の幼稚
園児を連れてきてガンガン遊んでもらう計画を打ち立ててくれたことで、少し気が楽にな
りました。そういえば、昨年のイオンの森の活動の際、福島市から来たチアーズが伐った
木やツルなどを抱えられないくらい嬉しそうに持ち帰ったのでした。 自分の子どもや同じ
保育園のお友達を見ていても、公園で思い思いに石や葉っぱや木の実を集めて遊んでいる
時が、最も楽しそうで「いま成長しているな」と感じられる時です。 この体験を失った子
どもや親たちがどんなに苦しいか、せめてウチの素晴らしいチームと一緒に思いっきり森
で遊ぶ時間を作ってあげられればと思います。どうかお力を．．．。
未就学児を敬遠する方もいますが、森林インストラクターとしての私は 、大学の先生よ
りも子ども達から教えてもらったことのほうがはるかに多いですし、
“地域力”や“ 復興力”
＝“子どもたちの笑顔の量”だと思っています。特に福島の問題は、景気回復や政策では
解決できない部分が多すぎて、利権や絶対主義と離れて自然も人も同時に慈しむことがで
きるバランスの良い感性を持った我々のようなチームが復興のキーマンとなるはずです。
自然の中で“生命”と繋がる感性は幼い子ほど強く、幼い頃に心を解放して自然と戯れ
感動する体験のボリュームは、その後の成長に大きく影響します。福島でも宮城でも、子
どもたちの自然体験の障害となっているものは排除していかなければなりません。
特に、今回の悲惨な原発事故の一因として国民が強く反省しなければならないことは、
環境に対する感覚・感性が鈍感になっていたことだと思います。行政やマスコミの言うこ
とを鵜呑みにせず、利権や利益とは別の領域で、環境に対して鋭敏な感覚に基づく自分な
りの考えをきちんと主張できる人間を育てていくためには、やはり自然体験が 最も重要な
はずです。このことを、平成２５年度の事業を通じて、これまでよりさらに強く社会に強
くアピールしていきたいと考えています。
つ か

震災復興事業部からの報告
震災復興事業部

10 期

高垣

至

震災復興事業は、三井物産環境基金の助成期間 3 年半のちょうど中間点にあります。この事業は
3 つのテーマで進められています。①環境教育防災林の整備

②生活用水資源ネットワークの構築

③被災地での緑化活動 です。そこで、この号ではテーマごとの中間報告と、残る期間の課題や問
題点について触れてみたいと思います。
先ず①「環境教育防災林の整備」です。津波被害が大きかった石巻市旧北上町地区の橋浦小学校
で校長先生の希望と合致したため、裏山をほぼ理想的に整備することが出来ました。児童だけでな
く地区の住民も含めた避難場所としての役割も果たし始めました。授業で自然観察に使う他、休み
時間にはのびのびと駆け回って大きな歓声が聞こえます。巣箱作りをして樹木に取り付け、小鳥た
ちが活用してくれるのを楽しみにしています。少し前から校庭の一角に井戸の掘削も開始しました。
農村地帯とはいっても、水は水道の蛇口から出るものと思っていた子ども達も、みんなで力を合わ
せてロープを引っ張り、井戸掘りを経験しています。この学校では井戸の完成の他に、裏山へのコ
ース板の設置や樹名板の取り付けなどがまだ残っていますので、先生方と話し合いながら総合学習
に組み込んで少しずつ実現しています。また、東松島市の宮戸島にある宮戸小学校の裏山にも着手
しました。裏山の持主である国や個人の方々の了解を頂いて全体調査も行いました。地形の関係で
避難用の防災林には向いていませんが、子ども達への環境教育林としては十分に役立ちそうで、こ
れから整備作業を開始します。内陸では仙台市泉区の松陵西小学校の学校林「けやき山」も学校周
辺のボランティアグループのご協力もあって見事に整備され、自然観察に、休み時間の里山遊びに
と大活躍しています。テーマに相応しいモデル校があればさらに増やして行きたいと思っています。
②「生活用水資源ネットワークの構築」ですが、身近な県民の森の中に自然の湧水を災害時に活
用できるよう 2 ヵ所の整備を行いました。また、近くの利府町で人口が急増している神谷沢・菅谷
地区でも災害時に備えて生活用水が確保出来そうな自然の湧水地点調査を行い、地図にプロットし
ました。この地区は昔からの農家が多く、使われていない井戸の調査も開始しました。現在は使用
していないものの、震災時には役立ったようで、まだ一部の調査結果ですが緊急時には希望者に水
の提供が期待できそうです。最終的には自然の湧水や水を提供してくれる古井戸を地図にプロット
して災害に備えることが目標です。これらの他に、青少年の森では既に 2 ヵ所の井戸を掘削中です
が、学校等で森の整備のついでに簡易井戸の掘削を提案したところ、前述の橋浦小学校・松陵西小
学校で要請があり、掘削を開始しました。また、富谷町の西成田地区に廃校を活用して町が整備し
た西成田コミュニティセンターでも掘削を開始します。このため、協会仲間の協力を得て掘削装置
を 4 台新造し、また鉄管製の組み立て式のヤグラも考案して、掘削現場の増加に対応しています。
③「被災地での緑化活動」は、津波被害を受けた沿
岸部で高台に集団移転した所に、住民の皆さんの希望
に沿った植樹をして新たな出発の記念とし、心の復興
のお手伝いをしようというものですが、高台移転の実
現までもう少し時間がかかりそうです。これら三つの
テーマの成果は、今後大震災が予測されている東海・
東南海地方に向けて発信し、災害への備えの事例とし
て役立ててもらうのが最終目標です。

橋浦小学校での井戸掘り

３

環境・森林事業部

利府町キャリアシップ事業報告

のページ

環境・森林事業部 ６期 竹内 一郎

今年度の「利府町キャリアシップ」事業は１１月２６日から１２月１日までの５日間開かれ、
利府西中学校２年生２１名、利府中学校２年生４名が参加しました。目的は、中学生のうちか
ら正しい森林保全についての考え方・レクリエーション林の考え方・里山再生・林業の基礎・
道具や刃物の使い方・山の歩き方そして森や自然の楽しさを理解してもらうことです。
特に今年設定したテーマは、次の３つです。
（１）森林の役割について自分なりの答えを見つける
（２）災害が起きた時、どう強く生きるか
（３）里山風景 四季 花鳥風月を理解する
実施内容は、自然観察・スギ林観察、森林学習館設備と
周辺の整理整頓・清掃、竹林整備、なめこ収穫、井戸掘り、
かぶとむし養育溝づくり、薪割り、樹木整枝・剪定、刃物
研ぎ研修、タイヤ交換…など多彩にわたりました。
参加した中学生は全員一所懸命で、日を追うごとに明るく逞しくなりました。生徒たちは目
を輝かせて｢森林作業は、やっただけの効果が分かるのがすばらしいです｣と言います。最終日
の１２月１日には５日間欠かさず出席した７人を｢ＲＩＦＵ森林ジュニアリーダー｣として認定
し、認定証と名札を贈呈しました。そして新たに参加した中学生の指導にあたらせ、｢森林ボラ
ンティア｣としての自覚も芽生えさせました。また、２９日の活動状況は KHB でテレビ放映さ
れるなど、普及・啓発効果もあり、本人たちだけでなく、学校・利府町双方から良い反応が返
ってきています。
当協会としても、利府町教育委員会や地域の学校と良い関係を築くことができていると思い
ます。特に、当協会のような充実した内容を提供できる自然環境団体は全国的にも稀とのこと
で、誇りに思います。参加会員の皆様方に深甚の感謝を申し上げます。

【5 日間参加してくれた利府中の女子生徒２名の感想より抜粋】
○剪定作業は、とても難しいと思っていたのですが、やってみるととても楽しく、パズルのように感
じました。
○自分が作った遊歩道を「ありがとう」と言って歩いていくおじいさんやおばあさんに嬉しく感じた
ことが心に残っています。

当協会は、幼児から中学生まで幅広い世代の子ども達に森づくりの体験をしてもらっていま
すが、体験内容が同じでも、世代によって感じ方はさまざまです。しかし、森や自然と初めて
本気で向き合った時の感動は、世代に関係なく誰でも得ることができます。今回、一生懸命森
と接する中学生のひたむきな態度と純粋な笑顔を見て、あらためて森づくり体験の意義の大き
さを感じることができました。これからもこのような素晴らしい機会を創出していければと思
います。

森林インストラクター養成講座報告 その３
新しい仲間がいよいよ登場です。

１４期生 養成講座 無事終了しました
～既に顔なじみになっている人物もちらほら～
養成講座実行委員長 １３期

相馬

實

１月２７日、
「ことりはうす」での最終講座は、朝方までの降雪により、あいにく足跡観察に
は不適でしたが、無事全講座を修了することができました。講座を担当してくださった講師の
皆様には、この紙面をお借りし、厚く御礼申し上げます。
講座修了時のアンケートより、①受講生の振り返りや今後の抱負 ②協会の日常整備活動や
イベントに参加しての感想をいくつか紹介します。
①《受講生の振り返りや今後の抱負》
◇積極的に活動に参加して、参加者に感動を与え、そして
自分も楽しむインストラクターを目指したいと思う。
◇当面は、イベントに参加させていただき、色々と経験・勉
強しながらインストラクターらしきことができればと思
います。
◇今後はもりもり教室や自然観察会にも参加したり、スタッ
ことりはうす２階で野鳥の勉強中
フとしてお手伝いしたいと思います。お昼の味噌汁も作っ
てあげたいな。
◇県民の森を開放当時のように、たくさんの人々が訪れる活気のある、活用される森に復活さ
せるべく整備をしたい。
（本人は、震災復興ボランティア活動や、ことりはうすの活動など、どこに焦点を置い
たら良いか決めかねているようでした。）
②《協会の日常整備活動やイベントに参加して》
◇作業活動の時は、足手まといにもかかわらず、紳士的に受け入れてくださりありがとうござ
います。実際の作業をやってみて（中略）、参加して良かったかどうか悩む時もありました。
※～いいえ、悩む必要はどこにもありませんヨー。
◇養成講座中に企業の森づくりや学校林に参加させていただいたが、これはまさしくインター
ンシップと同じで、事業活動を体験する非常に大切なことだと思った。研修を受講する際、
知識・技能の習得は言うまでもなく、どう（参加者と）接し、
（参加者に）どう伝えていった
ら良いのかも実体験ができると思います。
◇山が整備され、きれいになっていくことが楽しく、今後も協会の作業にできる限り参加して
いきたい。特に遊歩道づくりや階段づくりは達成感があり、とても楽しい。

チェーンソーによる玉切り体験

全講座を終え、２月３日（日）に認定試験が実施されまし
た。結構悪戦苦闘した様子が窺えましたが、３８名が３月３
日の認定式に勢揃いし、私たちの新しい仲間として正式に迎
えられることは大変嬉しいことです。既にイオンの森でのチ
アーズ富谷店の森の開発については、１４期生に任せる形で
進行しています。意欲的にいろんな分野の持ち主がいるよう
な１４期生です。私たちも負けないようにしないといけない
かもしれません。

５

福の神が舞い込んだ！
蔵王野鳥の森自然観察センター

ことりはうす

管理事務所所長 7 期 川村

美則

“ことりはうす”では冬のイベントの安泰を願い、小正月に合わせて餅つきと団子さしを行って
います。今年は１月１３日と１４日に賑やかに開催しました。餅つきはいつものように臼と杵で行
いましたが、今年の返し手はなんと８５歳のご婦人でした。蔵王町の広報誌に掲載した“ことりは
うす”の餅つき情報を見て参加することを楽しみにしていたそうです。それも前日に白の割烹着な
どを用意して餅つきを手伝うために来たと聞きました。参加した方々も、年季の入った手わざに感
心しながら、それぞれに杵を振り上げて餅つきを楽しんでいる様子でした。出来上がった餅は食の
体験用と団子さし用に分け、食の体験はあんこ、納豆、きなこなど好みに合わせて体験をしました。

団子さしは赤、黄、白の団子を思い思いにミズキの枝に刺し、まるで花が咲いたように美しく作
りあげていました。団子さしの由来は「豊作祈願」
「一家繁栄」
「豊かな生活」などの願いが込めら
れているそうです。先ほどのご婦人（蔵王町）の話として、この周辺では１月１４日に団子を刺し
１月２０日に団子を外しました。外した団子は保存食としたり、囲炉裏で焼いて食べたりしたそう
ですが、食べるものが少なかった時代に焼いて食べた、団子の味が思い出されたと言っていました。
それにつけても、新年早々「福の神が舞い込んだ」との思いを持って、今年も蔵王を明るくしたい
と思います。
また、蔵王の冬は雪が売り物です。今年もスノー
シューやカンジキで冬山体験イベントを実施してい
ますが、参加者からは「観察路以外を歩くのが面白
い。」
「動物の足跡に興味があった。
」などなど好意的
な意見が多く寄せられています。何よりも雪原で飲
むホットドリンクは格別です。２月も“スノーシュ
ーで雪中ハイキング”には各団体からの申し込みが
あり、蔵王の冬はまだまだ続きます。

６

安全で楽しい体験施設を目指して！！
～ハインリッヒの「１：２９：３００」の法則～
こもれびの森 森林科学館 管理事務所所長
9 期 島貫 房雄
平成 24 年 1 月、岐阜県で行われた森林体験活動に参加した小学１年生の女児が落下してきた枝
が頭部に当たり亡くなってしまう事故が起きました。同年 12 月には東京都調布市の小学校でアレ
ルギーを起こす食材入りの給食を食べた小学 5 年生女児がアナフィラキシーショックを起こし死亡
しました。痛ましい限りです。昨年、森林科学館では数件の事故（ハチ刺され、怪我）が起きまし
た。大事にはいたりませんでしたが、いずれもヒューマンエラーでした。これらの事例をみても、
私たちの環境や参加者の活動フィールドは常に危険と隣り合わせなのだということを改めて実感し
ました。
以前、
「もりもり教室ホタル観察会」の事前準備で池の回りにロープを張ることになりました。
（夜
間なのでこのままでは池に落ちるかもしれない、という予知。落ちる前にロープを張ろうという、
危険の回避と対処）さまざまな活動の前後のミーティングで「こういう危険がある。こんなヤバイ
ことがあった」と、
「場」に出すことでそのリスクの兆候を見つけ共有し、予防（対策）することが
出来ます。クルマの運転などは出発して帰るまで危険の予知と回避の連続が何時間も続きます。
皆が知らないまま、リスクが潜んだまま、最悪・・・一発で重大な事故が発生！ それこそイン
ペイタイシツが引き起こした事故になってしまいま
す。今まで何も起きてないから大丈夫（安心）が→
自信へ→慣れになり→やがては慢心へ→ついにはリ
スクが潜んでいることが見えなくなります。主催側
がそのリスク（危険、有害物質）を予知し取り除き、
安全を確保し、対策をしてから参加者を迎えること
が大切です。自然体験施設の運営上で最も重要なこ
とは責任を持って正確なリスクマネジメントを構築
することだと思います。
今回のＢ７８７のトラブルでは専門家が「ハインリッヒの１：２９：３００の法則」の手法を使
って事故の分析をしていました。１回の重大な災害や事故は氷山の一角で、その背景には２９回の
軽微な事故、そして３００回のヒヤリ・ハットの事故が潜んでいるというものです。リスクマネジ
メントを考える上で、又、何気ない日常生活にも当てはまることで興味深く勉強になりました。
《参考》平成 24 年 11 月県環境生活部通達「森林内における森林・林業体験活動等の実施における安全
確保について」、同１５年 8 月奥入瀬渓流歩道の枯枝落下事故訴訟、協会「安全管理規定」
「森林作業時の
安全管理基準」、安全対策部の安全パトロール、県森林インストラクター養成講座資料「危険予知・回避・
対処法」
（佐藤明氏）
、
「トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか」
（ヤマケイ文庫）、柴田町主催「里山ハイキン
グ案内人養成講座」

７

県民の森の整備作業を通して思う
宮城県県民の森 作業職員 １２期

阿部 眞一

中央記念館入口ゲートを開けようとすると、サツキ園の方向から「おはよう」の声が聞こえてく
る。とっさに、「おはようございます」と答える。そこには、年配者がサツキ園の上のベンチで休
んでいる。この年配者は毎朝決まった時間に、近隣の団地から中央記念館までを散策している常連
である。それで私がゲートを開けるチェーンの音を確認して、声を掛けてくれるのである。しばら
くするとサツキ園の方から笑い声もする。そのべンチには４人が腰掛けていた。新たに加わった３
人も同じように、ほぼ毎日のように来園してくれる常連の年配者である。このように県民の森に来
園してくれる常連は園内のいたる場所で見かける。別の年配男女の集団は県民の森西方にある四季
の森を拠点として、年間を通して天候にかかわらず散歩している。私はこの集団を七人の侍と呼ん
でいる。彼らは私が知る以前から、四季の森内の遊歩道を散策しているリピーターである。最近七
人の侍に出会ったが、一人が欠けていたので尋ねてみると、雨後の遊歩道を散歩中に滑って転倒し、
足を痛めたらしい。申し訳ないと思うと同時に、その場所に安全対策用の階段を設置していなかっ
たことを後悔した。
常々、来園者が安全に過ごせるように、遊歩道の雑草の刈払い・危険木の伐倒処理・階段補修な
どの整備作業を行なっているのだが、まだまだ見落している不十分な場所があるのだ。この他にも
整備作業には中央記念館・日時計山・青少年の森などの芝生広場の芝刈り、サツキ園のサツキや中
央記念館前ロータリーのマツの剪定、四季の森のミニサクラ園・ツバキ園・ウメ園・駐車場などの
刈払いがある。さらに、園内の整備には冷蔵庫・洗濯機等の家電製品・古タイヤ及び一般家庭から
出る生活ゴミなど、不心得な人によって不法投棄された廃棄物の回収という不快な作業もあるが、
これらはほんの一例に過ぎない。今後も、来園者が遊歩道の散策・自然観察・ノルディックウォー
キング・森林浴などの利用を安心して楽しめるように、労を惜しまずに多種多様の整備作業を続け
ていこうと思っている。ある時、リピーターが「以前に増して県民の森がきれいになった」と話し
ていたと、会員のＳさんから聞いた事があったが、それは誠にうれしい話であって、整備作業への
意欲が益々増してくるのだ。
ところで、暫定開園中の今年度は、開園以来始めての熊出没情報が何度か寄せられていた。そん
な中で会員のＫさんと四季の森のツバキ園の下刈り作業を終了し、車両で中央記念館に戻る途中で
熊が林の中から車道に現れたのには驚いた。まさか本当に目の前に出現するとは思いもよらなかっ
ひとつき

たのだ。また、遊歩道の刈り払い作業中に、一月の内の短期間で手の甲に複数回も蜂に刺されてし
まった事も。当り前の事ではあるが、刈払いなどの整備作業をする時には周囲の安全を確認しなが
ら、ゆっくり前方へ進んでいけば良かったのだが誠に愚かであった。現在は震災で崩壊した幹線道
路の復旧は終了したが、管理車道や遊歩道の一部は復旧工事が手付かずで、亀裂が未だに残り通行
出来ない場所や、自前では技術的に処理できず立札の注意喚起で凌いでいる危険木などもある。特
に自然観察・園内散策・ノルディックウォーキング・森林浴などで県民の森に訪れる際には、以上
のような危険箇所もあるので十分な注意をお願いしたいと思います。

８

（２０１３．１．３１記）

「 おれ流 観 察 会 」
6 期 柴田 貞夫
“おはようございます”の掛け声と簡単な挨拶の後、観察会の開始となりますが、参加者の皆さんは目的
と目標に向かって、きっと胸が弾むことでしょう。これから無手勝流ではありますが、自分なりの観察会の
様子を「おれ流」の進め方でご披露いたします。
１）観察会の場所は必ず下見をして「テーマ｣を決める。（いつもの所でも）
春夏秋冬、植物は絶えず成長を続け日々変化をしています。（見過ごすことがないように）
２）参加者の年齢を推し測る（これで話し方や説明の仕方が決まる）。
何と言っても参加者の年齢構成が第一だと思います。親子連れの参加者が多い時は、出来るだけ分かり
やすい言葉で話し、専門用語は極力避ける。年配の方が多い時は説明の合間に、以前使用していた道具
や現在も使用している生活用品、当地で言っている「名前」や「諺」、「お伽噺」などを取りいれて話
すとより分かりやすくなるように思います。
３）説明する時は、出来るだけコンパクトになるように集まってもらい、インストラクターは参加者より
「低い位置」に立って説明するよう心掛ける。（これは地形にもよります）
４）参加者の様子（体調）を絶えず気配りする。
元気一杯の子供や高齢者が参加している時は、絶えず気配りをして安全に留意する。
５）説明する時の言葉は「メリハリ」を利かせて「弾む」ような調子で話す。
言葉は魔物。参加者の関心を引き付ける事は、言葉の「メリハリ」であると思います。低い声や「ボソ
ボソ」の話では分かりにくいので、出来るだけ言葉を「弾ませる」よう心掛ける。
６）植物などを観察する時は「名前」の説明だけでなく、出来る限り「別名」の由来も解説する。
これまでいろんな観察会に参加した時、通り一遍の名前だけの解説が多く、これでは理解する事が出来
ないのではないかと感じていました。そこでその植物の成り立ちや、いかにしてこの名前になったのか
を調べ、自分なりに話し方を工夫する事で、より多くの方々に理解してもらえるのではないかと思いま
した。そこで一例を…
＊ 観察の森では「ウリハダカエデ」の“ウリ”について、「ガンクビソウ」では“ガンクビ”について、
「カマツカ」では“カマツカ”について説明します。「ヒカゲノカズラ」があれば、日陰ではなく日光
が大好きな植物である事や、別名の“神襷”の由来も解説する。
＊ 蔵王など高い山に登ると、高山植物で「ミツバオウレン、ツマトリソウ、ゴゼンタチバナ」が生息して
います。「ミツバオウレン」は見えている三枚の葉姿そのままの名前、「ツマトリソウ」はご婦人の着
物姿で着物の裾を言いあてた名前、「ゴゼンタチバナ」は発見場所である石川県の最高峰「白山
（2720m）」の山頂を“御前ヶ峰”を冠した名前で、しかも花姿が紋付袴の「タチバナ」の“御紋”
に似ているから。などなど…
７）インストラクターは肩の力を抜いて、肩肘を張らずに自然体で行いましょう。
８）名前の分からない、もしくはハッキリしない植物などを質問されたら、余計な「こじつけをせず」次回
の観察会までに調べて来ますと、宿題を頂くようにする。（これは勉強になります）
９）観察会は「楽しくなければ観察会ではない」と思っているので自分も参加者と共に楽しむ。
観察会に参加する方々は、自然が好きで動植物に関心がある人達が大半である。このような思いを持っ
た皆さんと数時間、自然の中で行動を共にする事になりますが、心が一つに溶け込めればおのずと話し
が弾み、楽しさを共有出来るのではないかと思います。
10）自然一杯の観察会場で、美味しい空気と沢山の花々を愛でながら大いに楽しみましょう。
9

～「ニッセイ緑の財団復興支援シンポジウム」報告～

森林環境教育の重要性
「ニッセイ緑の財団復興支援シンポジウム」が 1 月 12 日（土）せんだいメディアテークにおい
て開催されました。当協会も会場設営から森林環境教育への取り組みについての展示や発表（木村
企画部長）
、交流会への参加と大奮闘いたしました。
復興のプロセスとして、
（1）被災者 PTSD 対応として森林環境教育を活用する取り組み
（2）森林という再生可能資源を活かした持続可能な暮らしへの転換に向けた取り組み （3）更に
は森を活用した地域の防災をキーに森と住民と学校を結びつける取り組み等が展開されています。
シンポジウムは、タイトルを「東北の地から（力）全国に発信する“森と子ども達とのいい関係”
〜森と遊び、森に学び、森に癒され、森に守られ、そして森と暮らす〜」として、各団体がこれま
で取り組んできたことの発表や今後を見据えてのパネルディスカッションが行われました。
木村企画部長は、「荒廃して入れな
くなった森林を子ども達が楽しめる
森に変えたい。また地域にとってもか
けがえのない森となるように地元の
人々にも大切にされ維持されていく
仕組みを作っている」と発表しました。
大災害の教訓として、ライフラインが
なくても慌てず、自然素材を上手に活
用する知恵を身につけること、助け合える仲間がいること、人が強くあること等を学んだそうです。
災害に負けない人づくりは自然体験を通してたくましい子どもを育てることと重なります。協会が
取り組む、里山を舞台に親子でワイルドな森づくりをしている「西コミおっちゃの森」、被災地か
ら親子を招待して自然体験を通じて心の復興に取り組んだ「ニッセイ利府の森」、イオンチアーズ
クラブの「イオンの森」
、仙台市立松陵西小学校の「けやき山」、石巻市立橋浦小学校の「環境教育
防災林整備事業」
、
「もりもり教室」等の具体的活動例を紹介しました。経験も力もあるスタッフを
そろえた組織を作り上げ、たくさんの人に森づくりの楽しさと喜びを広げていきたいという熱い思
いを会場に投げかけました。
続いて登壇した橋浦小学校の小山校長先生は、ある日突然押しかけてきた宮城県森林インストラ
クターとの出会いを語りました。児童の父親達が子どもの頃に体験した「山ガッコ」なるものを学
校の裏山に復活させたいと思っていたので渡りに舟だったこと、いろいろな方々の協力で今では
「橋浦裏山プレイパーク」と化し、楽しいことを次々と生み出す場となっていること、危ないこと
も痛いことも声をかけあい笑い合って子どもたちが楽しく活動している様子を報告してください
ました。近隣の森をフィールドとした活動をしている松陵西小学校の横山校長先生も児童の皆さん
と共に「けやき山」の楽しい活動の様子を発表しました。長年に渡る活動は世代を超えて受け継が
れ、地域や親子の共通の話題となっているそうです。

（会報委員 進藤恵美）

シンポジウムの詳細は、財団のホームページに紹介されています。
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【展示の部】出展団体は１６団体でした。この中には宮城県
森林インストラクター協会、県民の森、こもれびの森、こと
りはうすが含まれます。宮城県インストラクター協会関連の
４つの展示は１つの大きいブースでの展示でした。宮城県森
林インストラクター協会は環境教育防災林の重要性や企業
の森づくりへの参加案内、森づくりの活動例（森づくりの過
程、植樹植林、遊歩道づくり、キノコの栽培、甲虫ビオトー
プ、巣箱づくりなど）を展示していました。県民の森、こも
れびの森、ことりはうすの各施設では、もりもり教室、川遊
び、ウッドランドクラブ、自然保護・自然体験、ネイチャー
クラフトなどの各種イベントを展示紹介していました。
会場入り口付近に森のなかまの「輪投げ」や、摘みくさ会の
紙バンドを使った「エコボール」作り、当協会の「マツボッ
クリきらきらツリー」
、
「小枝ストラップ」
、
「ひょうたん雪だ
るま」、
「しずくちゃんかまくら」などのネイチャークラフト、
各ブースを問題にしたクイズラリーに子ども達中心に参加
し、用意した材料が底をつくほどの盛況でした。
この他の参加団体は「ネットワーク宮城（小泉自然学校）」、
「仙
台市立松陵西小学校」、
「角田市立東根小学校」、
「摘みくさ会」、
「公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（ＭＥ
ＬＯＮ）」、「西コミ自然ふれあい学校（富谷町）」、「森のなか
ま」、「一般社団法人 地球の楽好」、「特定非営利活動法人 水
守の郷・七ヶ宿」、
「ＮＰＯ法人 日本の森バイオマスネットワ
ーク」、「ＲＱ

災害教育センター」、「公益財団法人ニッセイ

緑の財団」でした。
林野庁から提供されたオブジェとして「大きな木の年輪」など数点の展示がありました。
１月１３日の河北新報にニッセイ緑の財団復興支援シンポジウムのことが木村健太郎企画部長の
写真入りで掲載されたのでご覧ください。

（会報委員
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鈴木武）

師も走るテンコもりもり教室
１１期 阿部 義信
１２月９日は、ゆきちゃん先生の「もりもり紙漉きと色ロウソ
ク作り」ということで、小さい職人さん達が大集合！！いざ蓋を
開けてみれば「ん？ランタン作りも？？」
「クッキーも焼くの？お
好み焼きも？？」てなわけで、テンコもりもり教室スタートです。
牛乳パックを水と一緒にミキサーにかけ、できたパルプ液を金
網を挟んだ木枠を使って漉いていくわけですが、なかなか思った
通り均一に仕上がらず、こだわりをもった小さな職人さん達は「あーでもない、こーでもない」と
四苦八苦。でもそんな中で出来上がったこだわりの１枚には大満足の様子でした。
その後は出来上がった紙を使ってランタンを作り、クレヨンとロ
ウを溶かして作った色ロウソクを、そのランタンにセット。その後
クッキーやお好み焼きを焼いてお腹いっぱいで終了。
終了後、森林整備を終えた大きな職人さんたちが「あーでもない、
こーでもない」とキャッキャしながら紙漉きをしていたのはここだ
けの話（笑）

１２月２３日は「もりもりいろいろミニクリスマスプレゼント」
ということで「おかちゃんサンタの千成ヒョウタンで作るサンタク
ロース」
「ショコラサンタのしずくちゃんかまくら」
「けんたろすの
クラフトバンドで作るクリスマスツリー」
「はっちゃんサンタの空き
缶で作るサンタクロース」と、工作の詰め合わせ大会！！
しかし、師も走る１２月。連休ど真ん中のさむ―い日のこと。時
間になっても「さ、参加者ゼロ！？」
「今日は３組の参加予定だったんだけど、５組のキャンセルの
連絡が来たんだって！アハハ」と誰かが。笑えません・・・。
さて、気を取り直してそれぞれ工作の練習や今後のための試作品を作ったりして当日の参加者を
待ちます。なかなかこんな時間も持てないのでとても良い時間となりました。
最終的には３組の参加があり、サンタ講師陣は一安心。参加者
の皆様も手取りの足取りマンツーマン工作を体験することができ
てよかったのではないでしょうか。
お昼にはモチやハムをまきストーブで焼いて食べて無事終了。
最近食べることが多いもりもり教室で体重もりもり・・・。ダイ
エットしないとなぁ・・・。
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【２０１３

山開き式】
会報委員

１２期

阿部 郁子

1 月１９日に山開き式が行われました。例年は宮城県ＥＮＥＯＳの森で執り行われていまし
たが、1 月１４日と前日に降った雪で２０センチ程の積雪となり、安全のため、急きょ青少年
の森に神前をこしらえました。神前を設置するまでに、集まっていた会員が駐車場の雪かきを
終わらせており、その行動力にも驚くばかりでした。
二階堂さんを神主として、山の神様の今年の作業の安全を祈願し榊を奉じました。二階堂さ
んから「作業の安全を守るためコミュニケーションや思いやりが必要であること。古い葉が落
ちて新しい葉が出てくるように、協会の活性化が図られて欲しいこと。これからも協会事務局
や会員の協力を得られること。そして協会の会員一人ひとりが健康で、山の神様のご加護をい
ただきながら作業に従事することができるように」とあいさつがありました。続いて環境・森
林事業部長の竹内さんが「今年も安全第一で、コミュニケーションを取りながら楽しくゆっく
りと着実に森林整備をしていきたい」とあいさつされました。
午後からは今年の森林整備について話し合い、森づくりイベ
ントを考えながら整備することや継続的に手を掛けていける
ような活動内容、池やツリーハウスなど楽しいフィールドにし
たいと、熱い討議が続きました。その後は道具類の手入れをし
ました。こちらの報告はＨP にもありますのでご覧ください。

【チェンソー伐木研修会】
会報委員

２期

進藤 恵美

ぐりりの森で 2 月 3 日、二階堂さん、西巻さん、宮本さんを講師に「チェンソーの使い方と
伐木作業研修会」が開かれました。初心者、中級者、上級者の３班に分かれて実技指導を受け
ました。初心者コースではエンジンのかけ方から基本となる水平・垂直・ななめ方向の切り方
を学び、伐倒方向の見極め、受け口の作り方まで実習しました。経験者は実際にスギの伐木を
行い、木が倒れる豪快な音が響き渡りました。
木を傷めず自分の安全を守るためにも、基本に忠実に丁寧な作業をするよう助言がありまし
た。慣れてくると一気に切り倒そうとする人もいますが、危険であり、くさびを使って倒すこ
とを心がけるよう指導を受けました。山での怪我は重大事故になりがちです。山に入って作業
する者同士で合図の決まりを共通化しておくこと、作業環境をきれいに
整え逃げ場を確保することなどを学びました。
ボランティアでの作業だからこそ安全への配慮が大事です。もし怪我
をして帰宅するようなことがあれば家族の反対にあって二度と活動に
は出られなくなります。楽しく活動するためにも安全が第一です。
待ち時間ばかりが長い××主催の研修よりも格段に有意義だったと
好評でした。この研修会は毎年開かれています。
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森林インストラクター Q & A
クラフトコーナーで大人気の“しずくちゃん”生みの親
ショコラこと雫石昭子さん（8 期）をご紹介します。

Q：森林インストラクターを志したきっかけはなんですか？
A： 介護が必要だった義母が亡くなった時、友人から息子さん（7 期の伊藤さん）が養成講座を受
講している話を聞き、再挑戦しようと思いました。実は最初の時応募したのですが落ちました。
1 期ですよね、受講できなくて本当に良かったと思いますよ。県民の森には四季折々義母と弁
当を食べに来たりして、在宅介護のストレスを癒されました。せっかく近所に住んでいるので、
恩返しではないけれど何か役に立ちたい、また忘れていたけれど全ての人がその人なりに楽し
める所だよと、啓蒙活動ができたらいいなと思ったのです。
Q：趣味を交えながら自己紹介をお願いします。
A： 主人と猫 1 匹と気ままに暮らしています。昔々は暗い世捨て人っぽかったのですが、いつから
かな？「前へ進め」をモットーに、興味を持ったら一応チェック。今一番の楽しみは、富士山
一周ドリームウォークです。継続は力なりと、コーラスを 25 年、音訳ボランティアを 20 年
近く、これらは去年諦めましたが…。空いた時間を協会に当てたので、活動参加数は今までで
一番。他には去年 20 周年を迎えた読み聞かせと昔語りの活動を行っています。
Q：次々とバージョンアップする“しずくちゃん”ですが、誕生秘話を聞かせてください。
A：あれは 2012 年 7 月 10 日、田貫湖からのウォーキングを気持ちよくスタートした
ばかりの時、ケータイにトミーから少年団大会のクラフトの依頼があり
ました。紙バンドを使って「しずくちゃん」とかって言われたような
気がします。湖の向こうに富士山が雲に囲まれているのを見、ピピッ
とひらめきました。帰宅後、同期のレコラにハンダごてを借りて試作
品を作製、なかなかかわいい。紙バンドのつけ方を工夫。
老眼と熱いのに苦戦していたら、焼付け用のペンを買ってもらい鉛筆の様に使える！ 顔の部
分を作るのにマテバシイにセロハンテープを貼り、丸を書いてカッターで切り取り、紙やすり
で削って焼付けと、結構手間がかかります。ある日の午後、由美子さんに手伝ってもらったお
かげでリューターが登場。もう大革命でした。道具はすごい！気づくと知らないのは私だけで、
皆持っていたことがダブルショックでした。作り方は、少しずつ進化しています。イッシーが
助っ人に来てから男子も作りに来てくれ、作品に幅が出て来たかも！！
これからの“しずくちゃん”にも期待してね。
Q：女性会員は増えてきましたが、活動へ参加する姿がなかなか見られません。女性会員へのメッ
セージをお願いします。
A：予定表に空きがあったら、まず参加を申し込みましょう。気が進まなくても参加してみてくだ
さい。自分にできることが必ずあります！整備作業などは講座の時とは別人の先輩たちが待っ
ています。特に女子にはとても優しく根気よく指導してくれます。そして昼は汁物、終了後は
お茶におやつ付きです。ダイエット中でも大丈夫、影響するほどは出ません。同期の方と誘い
合うことも良いですよね。養成講座の 1 年間は毎月会っていたのに会えなくなると淋しい。私
は今でも同期の方に会うと嬉しいし、頑張っているなと励みにもなります。
“あの人と声掛け合ってボランティア”
１４

ネイチャースキーの楽しみ
１３期 西野 裕子
１月、年が明けて間もなく南蔵王の野営場に行く。今年から冬季は閉鎖と聞いていたけれど、ス
タッフは常駐しているようだ。入場は自由らしく、許可を得てさっそくクロカンスキーを履く。風
は少しあるものの、晴れていて青空ものぞいている。昨年までは一応コース整備がされていたが、
今年は全く手つかずの道。風が吹いているせいで、動物の足跡も消されてしまったのかほとんどな
く、たまにウサギの足跡がある程度。真っ白な雪原を踏みしめ、くっきりと藍色に映った樹の影の
上を一歩一歩登って行く。空の蒼さに深呼吸すると、立ち止まって見上げた木の枝に山繭がゆれて
いる。登りきったところで、雪上ランチ。あったかいカップラーメンがおいしい。帰りは下りで快
適な滑りのはずだけれど、深雪のせいで滑らず、汗をかきながら下りてくる。
翌日、今度は蔵王自然の家の裏の林道に入ってみる。この日はウサギの足跡だけでなく、タヌキ、
リス、ネズミの足跡もあり、何かの足跡が引きずったあたりに灰色の羽が散らばっていたりして、
これは何の痕だろうと考えてみたりする。
今年も雪が消えるまで、あちこちで歩くスキーを楽しもうと思っている。
スキーを始めて３０年近くになるのに、一向に上手くならず、誘われれば仕方なく行くという程
度だったけれど、ネイチャースキーの楽しさにはまり、これだけはいそいそと行っている。泉ヶ岳
の桑沼、裏磐梯でのイエローホール、五色沼コース、岩手山山麓の相の沢牧野・・・。
３月になって天候が安定してくれば、いよいよ月山のシーズン。と言っても、私はスキー場では
なく山麓をスキーかスノーシューで歩く。そもそもネイチャースキーの楽しさを知ったのはこの月
山のネイチャーセンターのおかげだった。
インタープリターと呼ばれる人と歩き、ブナやサワグルミ、トチノキの冬芽を観察し、みな同じ
ように見える樹でも冬芽はこんなにいろいろな形をしていることに気付いた。キハダの実や樹皮を
かじったり、ヤドリギのぬめぬめした赤い実をなめたり、イタヤカエデの枝を折って、滴るシロッ
プをなめたりするのは初めての経験だった。ブナの花を見て感激したり、柔らかな新緑の美しさに
感動したりもした。ウサギの食痕や糞を見つけたり、時には野鼠の死骸が転がっていたり、ウサギ
が近くから飛び出し逃げていくのに驚いたり。
自然に興味を持つようになったのも、森林インストラクターになろうと思ったのもこれがきっか
けだったように思う。今は、ごく身近な、それこそ自分の家の庭に咲く花にも、飛んでくる鳥にも
関心が向くようになった。
また今年も月山で、電線を跨ぐことができるだろうか、熊だなを見つけることができるだろうか、
楽しみである。
次回は１３期の小野裕子さんにリレーします。
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安全のページ
NO.１７ 安全委員会

「風化」から思うこと

安全委員会 １１期 後藤 政子

昨年１０月より、安全委員の一員に加えて頂きました１１期の後藤です。
東日本大震災から間もなく２年になろうとしています。先日、ある新聞に震災に関連した記事
で「風化」という言葉が心に残ったので紹介したいと思います。「風化とは『津波被害や原発事故
があったことを忘れること』と思いがちだが、
『震災時に人々が考えたこと、行動したこと』を忘
れてしまうことの方が問題だ。震災時には多くの人が家族のため、近所のため、見ず知らずの人々
のため、勇気を持って行動し、今までの枠にとらわれずに解決方法を考えた。被災しなかった地
域の人々も涙し、応援をする気持ちを持った。これを忘れることが「風化」である」と書いてあ
りました。
震災時は、ライフラインも止まり、仕事や活動にも行けず、食料を買うため歩いて長蛇の列に
並び、お互いに情報を交換し皆で助け合いました。そして、再び仕事や活動が出来るようになっ
た時には喜び合いました。
今は街の灯も震災以前のように明るくなり、平穏な日常が戻り、それをあまり有り難いとも思
わないで生活しています。しかし、仮設住宅や避難生活を余儀なくされている人々は、復興には
まだ遠い日々を送っていると思います。こういうことは他のことにも当てはまるのではないかと
思います。常に初心を忘れずに省みることが大切で、慢心することなく、安全な活動などにも繋
がるのではないかと思います。
ところで、私の車には常に七つ道具（長靴や山菜ナイフ etc）が入っています。宮城県森林イ
ンストラクターになってからは、鋸や鉈や三角巾などが加わりました。仕事帰りなど何時でも山
に行けるように準備しているつもりですが、同僚には「後藤さんの車には荷物が沢山入っている
のね」（汚いとは言わない）と言われています。
昨年の秋に、ある山道で倒木が道を塞いでいました。数台の車が止っていて男性達が木を取り
除こうとしていました。この時私の七つ道具が大活躍しました。これも安心は備えからかなと、
こじ付けて思ったりしています。
協会では様々な行事が行われています。私も、もりもり教室や企業の森づくり活動などに参加
させていただいています。野外活動では事前に、環境・森林事業部で準備作業をしていただいて
います。私もなるべく準備作業の段階から参加したいと思っています。作業を通してフィールド
を知り、危険箇所などを確認したり自分なりに把握出来るのではないかと思います。環境・森林
事業部は精鋭部隊と聞いていましたので、足手まといにならないようにと思いながら参加しまし
た。皆さん優しく丁寧に色々と教えてくださり、毎回楽しくとても勉強になります。
これからも「安全、安心」に関わる研修会にも参加して行きたいと思います。

１６

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
来てね

◆総会日時が決定しました。詳細は後日、改めてご
連絡します。

スペシャルイベントのご案内

【平成 25 年度通常総会】
平成 25 年 5 月 25 日（土）

◎スノーシューde 雪中ハイキング
3 月 2 日（土）3 月 9 日（土）受付 9:30～

１４時（受付１３時～）

◎森の不思議な力・炭焼き体験

ＫＫＲホテル仙台２階

3 月 23 日（土）3 月 30 日（土）受付 9:30～
ことりはうすを拠点に蔵王町観光協会が主催します。
申込み問合せは蔵王町観光協会
0224-34-2725（参加費は 1500 円）

懇親会１７時～

移動観察会が開かれます。
◎万葉植物観察会 SP in 達居森
3 月 9 日（土）9:30～14:00
集合場所 まほろばホール（大和町）
参加費 250 円
問合せは県民の森管理事務所 022-255-8801

◆会報紙「mifi news」が協会ホームページでも読
めるようになりました。すべてカラー写真なので
とってもきれい。「会員コーナー」からダウンロ
ードしてぜひ、ご覧ください。
http://mifi.main.jp/kaiin/kaiin.htm

観察会ネタ帳

インストラクター諸氏にとって万葉植物観察は
養成研修でもお馴染み。県民の森では定期的に万葉
植物観察会を開催しています。観察会に参加した方
からお便りが届きましたのでご紹介します。

おススメの本

◎サイエンス・アイ新書シリーズは必見。
・樹木観察フィールドノート
・うまい雑草、ヤバイ雑草
・花のふしぎ１００
・葉っぱのふしぎ
・キノコの魅力と不思議
・ ・・・
（発行:ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ）
などなど、タブレット端末をお持ちなら電子版は
いかがでしょうか。

遠い昔、高校生時代に万葉集のさわりの部分を
ほんの少し学んだだけで、万葉集には縁のない者
でしたがお陰様で万葉の世界を垣間見ることがで
きました。1300 年前の万葉人も現代人も自然に
対する感じ方は大差ないと知って安心しました。
そしてまた当時繁茂していた植物が現在も命をつ
ないでいる、しかも我が宮城県はそれらの植物の
北限の地であるなど、万葉集と密接な関係があっ
たことは何とうれしいことでしょう。万葉集を知
ることで日本人に対する理解が少し深まったよう
な気がします。
（泉区 平山さんから）

◎NHK ラジオ「夏休み子ども電話相談」でユニー
クな声と回答でおなじみの田中修さんが書いた
「植物はすごい」
（中公新書）
植物に対等な目線が好きですね。

会報委員長 ２期 進藤恵美

【編集後記】
取材と称し て、昨 年から
今更ながらいろいろな活動
に顔を出しています。とに
かく「楽しい」のひとこと
につきます。安全への配慮、
準備作業など、裏方がいか
に大変かも垣間見ました。
そして会員それぞれが子ど
も達を喜ばそうと努力を重
ねる情熱に感激していま
す。個々人が楽しみながら
活動しようという姿勢が浸
透してきたように感じま
す。足が遠のいてしまった
協会員の皆さま、また活動
に参加してみませんか。森
づくりから健康づくりまで
多種多様な活動が用意され
ています。楽しみながら地
球の役にも立っていると、
一挙両得です。

１７

【寄稿のお願い】
会報委員会では、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随時
募集しています。協会事務
局にお寄せください。

１２／１１ 黒川冬の陣最終
「西コミおっちゃの森」整備作業

１２／１２ 松陵西小学校 けやき山活動

２／３

チェーンソー研修会
１２／９ もりもり 紙すきと色ローソクづくり

１／１２ ニッセイ 緑の財団復興支援シンポジウム

特定非営利活動法人
宮城県森林インストラクター協会
メール：mifi@bz04.plala.or.jp
ホームページ：http://mifi.main.jp
TEL・FAX：０２２（２５５）８２２３

