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里山生活体験を通じ、森林の魅力を広めましょう 

会長 ５期  日下 晃 

「お爺さんは山へ柴刈りに、お婆さんは川へ洗濯に・・・」のフレーズで始まる昔話「桃

太郎」です。「鶴の恩返し」や「一寸法師」にも、「山へ柴刈りに」と語られています。これ

を森林との関係で考えると、昔から人々が燃料にする薪や肥料にする枝葉を採りに近くの森

に出かけて、柴刈り等を日常的に行っていたことを表しているように思います。     

子どものころは、「兎追いしかの山 小鮒釣りしかの川・・・」の歌詞のとおり、遊び場は

森の中か川、鎮守の森の境内等でした。川では魚取りや水遊び、森では隠れ家づくりや冒険

ごっこ、山菜やアケビ取り等を教えてもらいました。私の生家は、炭窯から白い煙が上がり、

水田や畑が広がり、水路や湿地があり、沼、雑木林や杉などに囲まれた所でした。 

かつての人々は、水や薪、山菜の供給をはじめ森林と深くかかわりながら生活していまし

た。遊び場としたり、生活を営む上で利用したりしてきた人里近い杉や雑木の森のことを里

山と呼び、日本のどこでも自然豊かな田園風景が広がっていました。里山は、原生林のよう

な近づきがたいところではなく、人々が自然と共に生活するための空間として長い年月をか

けて形成し、自然環境に逆らうことなく、四季折々の恵みを享受してきました。 

ところが現代の生活は、薪や木炭が石油や電気に代わり森林と疎遠になり手入れされず荒

れてしまったり、宅地として開発されたり、ごみの不法投棄の場所として狙われたりするよ

うになってしまいました。最近になり、地球温暖化が叫ばれ、資源循環型社会、自然との共

生が話題になり、ようやく里山の見直しや森への関心が高まってきました。 

私たち宮城県森林インストラクター協会は、「森林・林業の役割を普及・啓発し、県土を

守り、様々な生命を育んでいる森林を再生するとともに、豊かな森林や水の文化を未来に引

き継ぐことをめざして」（協会理念）森の活動を進めています。平成２４年度の実績（除く

指定管理施設分）は、森の活動事業数２８２件、参加者５,５３８名とたくさんの子どもたち

や県民の皆さんにご参加いただきました。私たちは、主催事業や委託された取り組みの中に、

森の活動の一環として「里山生活体験」的なテーマを組み入れるようにしています。これは、

森とのかかわりを通じ、森づくりの一端を実体験しながら、里山を生きた形で活用しつつ、

森林と関わることの大切さを少しずつ感じてほしいと考えているからです。植樹や雑草木の

下刈り・枝打ちなどの活動とともに、階段や遊歩道づくり、畑や山菜園づくり、遊び場づく

り、キノコの植菌、巣箱づくり、甲虫ビオトープづくりなどをレクリエーションとして取り

組んでいます。また、枝や木の実・竹を使ったクラフトや遊び道具づくりを取り入れお土産

にし、林や里山を自分の生活と繋げて考えるきっかけとしてもらっています。 

私たちの取り組みに参加された方々から、「森林と触れ合うきっかけとなり時々森などに

出かけるようになりました」「森の体験が家族の絆を深める日になりました」等の感想やご

意見が寄せられています。また、森林をフィールドとするカリキュラムをもつ学校や森の活

動に関わろうとする企業さんも増えてきてたいへんうれしく思っています。２１世紀は「森

林の世紀」とも言われています。たくさんの方々が森の活動に参加され、自然と共生する社

会をめざし、できるところから一歩ずつ森林の魅力を広めていきたいと考えています。 

巻 頭 言 



　県と企業が協定を結んで森づくりを行い、既に大きな実績をあげてきた「わたしたちの

森づくり事業」で新たに七ツ森周辺の４２ｈａが候補地となりました。これまでどおり５

ｈａくらいずつ企業が借りていくとすると、８社が入れる計算になります。場所は、「南

川ダム資料館」から仙台理工専門学校へ向かう大和町道の南側で、最西部は「七ツ森ふれ

あいの里」を囲んでおり、東端は、県環境生活部自然保護課が所管する「七ツ森森林公園」

１３７ｈａが広がっています。

　全体の林層は、放任された感じのアカマツ林かスギ林がほとんどですが、もともと作業

道があったと思われる尾根筋は、いろいろな雑木が生えて笹床になっています。上手に整

備すれば、素晴らしいレクリエーション林になりそうですが、５ｈａや１０ｈａだけ整備

しても遊歩道が分断されてしまって面白くないので、当地で森づくりに取り組む企業が足

並を揃えて大きな森林公園をつくる気持ちで取り組んで欲しいと思います。

　少し前までイベントや森林インストラクター養成講座などをやっていた東側の「七ツ森

森林公園」も既に気軽に入れる状態でなくなっているので、両方を合わせてたくさんの力

で整備し、「第二県民の森」のような形にしていければいいなと勝手に考えています。利

府の森たちも素晴らしくなりましたが、やはり七ツ森の強みは川が多いことと、周辺施設

の充実度です。川遊びやバーベキュー、宿泊などを考えると、利府にはない魅力がたくさ

んあります。

　でも、夏に歩くと結構恐いものがあります。いろんなダニがいっぱいで、スズメバチが

縦横無尽に飛び回り、沢筋はマムシだらけでした。クマは恐いわけではありませんが、道

路から入るとすぐに「熊棚」がいっぱいで、１人ではちょっと躊躇します。

　で、マムシに噛まれて１週間ほど入院しました。ただ、七ツ森の険しい沢筋を勇敢に冒

険していて噛まれたのではなく、みんなが美しく整備してくれて安全になった「ぐりりの

森」の畑近くで・・・。自分でもびっくりですが、これまで百を超えるマムシたちと対峙

してきてほとんど噛まれなかったのに（飼っていて噛まれた事はあり）、見つけた場所が

安全すぎたために、完全に油断してたくさんの人に迷惑をかけました。

　実際には、“スルっ”と立ち上がってきた赤い大きなマムシの牙に“ズズズッ”と擦っ

たような感じですが、全く痛みがなかったので、瞬間的には分かれませんでした。ただ、

右手の人差し指にピピピっと血が並んだのを見て、「じぇじぇっ？」と青ざめました。

　結局、血清を点滴で入れたものの、３日後にはわきの下までパンパンに腫れる重症で、

しばらく“絶対安静”状態になりました。腕の腫れは１週間でほとんど引いたものの、退

院してしばらくは、人差し指だけ骨折している時のような感じが残り、ぶつける度に苦し

められました。手当を間違うと腎臓や筋肉に後遺症が残る危険性が高いので、１週間の入

院は仕方ないところだったと思います。

　でも、噛んできた大きな赤マムシは、結局捕まえて沢筋に放したので、今も元気に生き

ていると思います。そもそも、やたらと人を噛む生き物ではないので、上手に住み分けで

きればいいのだと思います。やはり赤いのは相当怒りっぽいようですが・・・。

　「安全のページ」みたいになってしまいましたが、数回マムシに噛まれてみての教訓。

①本に書いてあるように、歯型（傷口）で何ヘビに噛まれたか鑑定するのは実際には難し

い。②スズメバチやアオズムカデの方が格段に痛い！　③血清は馬から作るので、普段か

ら馬肉を食べておこう。④素手で挑むのはやめよう。　参考？までに・・・。

【七ツ森の可能性】

【関連で　マムシ考】
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       震災復興事業部の現状と今後の課題 

  震災復興事業部 １４期 永田 傳喜 

震災復興事業部の現在の主な活動は、「里山生活を後世につなぐ環境と、心の復興事業」という

テーマで三井物産環境基金の助成を受け、２０１１年１０月から３ヶ年の予定で進行中ですが、

間もなく２ヶ年が経過し、あと１年という状況です。 

 活動内容の３項目について、進捗状況と課題などを述べます。 

 

１、「環境教育防災林の整備」  

 環境教育防災林とは「緊急避難所さらに生活用水や食料の供給基地・食育と環境教育機能

を併せ持つ多目的林」のことです。特に小学校に隣接する裏山を活用して「枯損木の伐倒・

集積、下刈り、避難路・遊歩道の整備」などを行い、災害時は子供達だけではなく、地域住

民を含めた一時避難所として、また平常時には「環境学習、森づくり体験など」の総合学習

も行える場です。主な実施校は泉松陵小、北上小、６月からは柴田小も整備作業を開始しま

した。整備作業のチーフは１３期の相馬さんで、順調に進んでおります。今後は、教育機関・

行政などに、説明会、ワークショップなどを通じて普及活動を行う為の「整備・運用マニュ

アルの作成」が課題です。 

 

２、生活用水（湧水・井戸）資源ネットワークの構築 

「簡易井戸の設置」については、みなさんご存知 

の「井戸掘り作業」で３期の原さんがチーフで順調 

な作業が進み、西コミ、苗畑、泉松陵小、北上小、 

そして柴田小学校でも掘削開始しました。今後の課 

題はマニュアル作成です。 

湧水調査と古井戸調査、これについては当初数回 

の調査が行われたのみで進捗が遅れており、７月か 

ら新たに１４期水原さんがチーフとなって活動中です。今後は調査と同時に湧水マップ作成、

古井戸の持ち主さんとのネットワーク構築が主な課題です。 

 

３、被災地での緑化事業 

 仮設住宅や周辺地域での植樹活動、高台移転新規造成された街での植樹、また被災者に山

林などでの植樹祭への参加促進が主な活動内容です。前部長の１０期高垣さんに引き継いで

もらっておりますが、まだ具体的成果をあげられていない項目で、今後は早急に具体例を作

り上げることが課題です。協会会員の皆様のご理解と作業参加協力をよろしくお願いいたし

ます。 

※外部団体・企業等との協働の際の窓口として高梨さん（１４期）に渉外担当副部長を、また、 

経理・事務担当として伊藤京子さん（１４期）が新しく活動中です。 

愛子小学校・総合学習での井戸掘り作業 
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１４期生の森づくり  ～その２～ 

１４期 水原 洋一  

前号に引き続き、１４期生の森づくりの様子をお知らせします。なお現在養成講座受講中の１５

期生も、既に森づくりの課題についてなどの話があったそうなので、参考になるよう詳しくお知ら

せします。 

４月６日の候補地の踏査と打合せで、候補地全体の整備を行った後に森の範囲や名前・樹種など

の構想を検討することとし、まずは森の整備を始めました。 

森の整備は４月１２日の初回から７月１３日の８回目まで３ヵ月延べ約８０名の参加を得まし

た。この間雨による作業中止もありましたが、何とか構想が検討出来る状況となり、７月１５日の

３回目の打合せで森の範囲、名前・樹種などを決めることが出来ました。経緯は表の通りです。 

当初は整備作業のみでしたが、

参加者の確保のため自然観察や

蜂トラップなどについての研修

会も企画してみました。周囲の森

に咲く花がサクラ、アオダモから

ヤマボウシに移るとともに、作業

注意は熱中症予防となっていき、

帰宅後の冷え冷えビールが楽し

みになりましたね。 

４月１３日と６月１日には宮

城県ＥＮＥＯＳの森づくりイベ

ントのひとコマとして、ＪＸ日鉱

日石エネルギー社員による整備

も行って頂きました。 

 現在の森の構想は次の通りです。 

①森の範囲：候補地のうちＡ及びＢブロック（右図） 

②森の名前：みんなのもり 

③主な樹種：オオシマザクラ、ヤマツツジ、ミズキ、 

     ヤブデマリ、コブシなど 

④コンセプト：１４期生は震災後に初めて認定を受けた 

インストラクター。被災された方々や子ども達みんな 

が安らぎを得られるように、季節ごとに美しい花の咲 

く木々を中心として木の実も楽しめる森となるように 

みんなの力で育て上げる喜びも分かち合いたい 

♡１４期生の皆様、ご協力ありがとうございました♡ 

（“みんなの～”はいろいろなところで目にしましたが、 

親しまれ長く育まれるようにして行きます） 

これから１１月９日の植樹祭に向けた二次整備や準備を進めて行きます。１４期生みんなの力で

楽しいイベント作りをしましょう。先輩・後輩候補の皆様、ご指導ご協力をよろしくお願いいたします。 

 月 日 活 動 実 績 人数 

４月  ６日 第１回打合せ： ２７ 

４月１２日 刈払いと集積 １２ 

５月２１日 刈払い（笹藪）と集積 １２ 

５月２８日 刈払い（笹藪）と集積、研修会（午後） １５ 

６月  ５日 刈払い（笹藪）と集積、研修会（午後） ８ 

６月１２日 刈払い（笹藪）と集積、研修会（午後） １１ 

６月１６日 第２回打合せ：範囲を仮決め １４ 

６月１９日 雨のため屋外作業なし（道具手入れ） ７ 

６月２６日 笹藪集積 ７ 

７月１３日 笹藪集積：候補地全域の一次整備終了 ９ 

７月１５日 第３回打合せ：範囲、名前と樹種の決定 １３ 
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５ 

思いっきり森で遊ぼう 

２期 進藤 恵美 

ニッセイ利府の森で今年２回目の「ふれあい森林教室」が開かれました。

宮城県被災地と福島県からの未就学児の親子が８月１日（木）に５３名、

９日（金）には５８名が参加しました。 

県民の森から泉区に抜けるトンネルの手前に、長ーい植樹地「ニッセイ

利府の森」があります。道路のすぐ脇にあり、目立つ看板が立っています。

平らな場所だけかと思いきや、後背地が恐るべき進化を遂げていました。

後ろの斜面に遊歩道が頂まで切られており、昆虫の宝庫。ちびっこの大冒

険にはうってつけの森です。 

9 日は晴天に恵まれ、ニッセイ利府の森に到着したインストラクター諸氏はまず安全の確認、そ

して子ども達の興味をいかに引きつけるかとネタ仕込み、オニヤンマやカミキリやら昆虫を捕獲し

て子ども達との出会いに備えました。ヤマハンノキの樹液に群がるカブトムシ群も発見し、自然観

察に大歓声間違いなし。予定きっかり 10 時 10 分に遠路福島から大型バスと中型バス２台でちび

っこ達が到着。平日とあってイクメンパパは一人だけ、若いママ達と０歳からのちびっこ軍団。８

班に分かれて開会式が行われる場所まで急斜面を上りました。赤ちゃんを抱っこしながら幼子の手

を引いて急斜面を登るママ達は逞しい。滑って転ばないように遊歩道にチップや杉の葉を敷き、安

全面への配慮もバッチリでした。幼いながらも一丁前に、枝打ち、遊歩道作り、ベンチ作りなどを

体験しました。最近、植樹地に怪しげなモニュメントがある、どうも馬らしいのですが、お気づき

でしょうか？緑の少年団大会の植樹地に１頭、このたび２頭目が用意されていました。材料は杉の

間伐材で、いい具合に曲がっています。馬の形に仕上げようと一同奮闘、バクだの竜だの蛇だのと

大爆笑のもとで下準備がなされました。「何の形に見える？」との問いかけに子ども達は、無事に

「ウマ！！」と答えてくれました。 

森づくり活動の後はバスで青少年

の森に移動。もりの学び舎展示館前の

芝生広場に設置された全長８０ｍも

の流しそーめん。流し台を見た子ども

達から「わぁーすごーい」との大歓声。

でも流しそーめんの前に自分が食べ

る箸は自分で作る箸作りです。裏方で

活躍するそーめん茹で部隊も慣れた手つきで大量のそーめんを茹で上げます。午前中の活動で腹ペ

コの子ども達の食欲は旺盛、末端に陣取ったインストラクターまでなかなか流れてきません。「腹

減ったぁ、どんどん流せぇ」の大合唱。チョコレートやグミや巨峰、デザートタイムもあり、たれ

をあんこに代えて白玉が流れ、最後にはおもちゃが流れて締めました。食事の後も虫取り、自然観

察、植樹、井戸掘り、ネーチャークラフトと、盛りだくさんのお楽しみが続きます。インストラク

ターは虫取りの達人でもあり、トンボを追い掛け回す子ども達にトンボとりの指南もしていました。

午後３時３０分に閉会。元気いっぱいに遊んですっかりインストラクターと打ち解けた子ども達は、

名残惜しそうに福島に帰って行きました。純粋無垢な幼い子ども達と童心に帰って触れ合ったイベ

ントでした。次回は１０月２７日です。ぜひご参加お願いいたします。 



６ 

もりもり怒涛の２ｄａｙｓ！！ 

 

１1 期 阿部 義信 

 

こんにちは。11 期生の阿部義信です。「また？」なんて思わないで最後までお付き合いよろ

しくお願いしますよ、みなさん！ 

さて、季節も変わって夏真っ盛り！と言いたいところですが、今年の梅雨は長く、梅雨より

梅雨らしいというか・・・。この文章を書いている今も、どーんよりしております。しかし、

そんな中でも子ども達はあいかわらず元気いっぱい！ 

 

6／29（土）は「もりもり教室ナイト！はたして元気でした

かホタル観察」が行われ、あいにくの天気にもかかわらず、た

くさんの親子が参加。ホタルの工作をしながら外が暗くなるの

を待ちます。子ども達は早くホタルが見たくて工作どころでは

ないようでしたが・・・。 

震災後初、あいにくの雨、低温・・・。本当にホタルを見る

ことができるのか心配なコンディションではありましたが、子

ども達の日頃の行いが良かったのか、少数ですがホタルを見ることができました。 

普段とは違う真っ暗な県民の森に戸惑っていた子ども達も、ホタルの光を見た途端いつもの

顔に戻って、じーっと観察していたのが印象的でした。ホタルにしても、暗闇を照らす光にし

ても何でも、すべては当たり前に存在するものではないんだよってことも、少しは理解しても

らえてたらいいのですが・・・。 

 

6／30（日）は、おかちゃんの「初夏の昆虫観察と七夕飾りの工作」でした。昆虫ってなる

と、子どもたちの目はギラギラ。油断していたら、私も網です

くわれちゃいそう・・・はい、「入るわけねーじゃん！」とか

言わないで（笑）。 

今回はいつもと違って、虫を捕まえたらすぐに「これは○○

だよ」って教えるのではなく、図鑑を使い、一緒にひとつひと

つの特徴から名前を導き出す方法でやってみました。自己満足

かもしれませんが「良いやり方かも・・・」なんて思いました。

改良してまたやってみますかね。 

後半は七夕飾りの工作。紙を切ったり貼ったりして、思い思

いの七夕飾りを、願いを込めて。さまざまな色と形の七夕飾り、

それぞれの個性が爆発します。この個性を大事にしていってほ

しいですね。 

そういえば聞かなかったけど、みんなどんなお願いしたのか

な？？願いかなうといいね。いや、かなえようね！ 

 



７ 

  夏！沢での自然観察（小学生向け） 

 

１２期 近江 学 

こんにちは。今回は、私の働く「国立花山青少年自然の家」の夏のメインプログラムの一つ、

沢活動における自然観察のお話をしたいと思います。 

●その１・生き物観察●  

花山青少年自然の家の沢「砥沢（とざわ）」は、宮城県でもかなり上流部に位置する川で、水

が非常にきれいです。ここでは、水生生物の採集、観察等がとても面白いです。 

採集ネットを使って網にかかってくる生き物は・・・。カゲロ

ウ、トビケラ、カワゲラ、ガガンボ、ヘビトンボなどの幼虫、そ

してヤゴなど。石にへばりついているのは、ナミウズムシ（プラ

ナリア）。支流などの細い流れをよ～く探すと、サワガニや、サ

ンショウウオの幼生なんかを捕まえることもあります。 

 ここで、捕まえた幼虫たちを同じバット（入れ物）に入れてお

きます。そしてしばらく見ていると・・・、さあ、食物連鎖が始

まります。小さい虫は、大きい虫に食べられたり、体液を吸い取られたり、弱肉強食。でも、

これが自然なんだと気付かせます。ちなみに、最強の虫は「ヘビトンボ（の幼虫）」。私は彼ら

を、水生生物のボスと最初に紹介しておきます。すると子ども達は、みんな競って探しだしま

す。 

もう一つ面白いのは、「ナミウズムシ（プラナリア）」。彼らは、体のどこかで２つ、３つ、４

つ・・・に切り分けても、分裂して２匹、３匹、４匹・・・に再生

して生きていきます。実験には２週間くらいかかるのでその場では

できませんが、お話だけでも面白いです。またよく見ると、寄り目

の顔もカワイイです。 

水生生物の昆虫類は、一様に見ためはグロテスク（風の谷のナウ

シカの蟲達みたい）なので、図鑑を先に見せると「気持ち悪い！」

となりがちです。でも、いきなり沢に行って、捕まえさせるとそん

なことにならないのが面白いです。夢中で捕まえます。最後に、観察のまとめをします。スケ

ッチをしたり、簡単に、名前を調べたりします。あくまで簡単に、です。名前を正確に知るこ

とが、一番大事ではないと思っています。興味を持つこと、そして調べる行為が大事だと思っ

ています。 

●その２・素敵な石たち● 

 さて、その２なのですが・・・、字数がつきてしまいました。 

花山の沢では、色々な鉱石がとれます。その中では水晶（石英） 

が、子どもには大人気。また、葉っぱの化石もとれます。 

 それらは是非、花山の自然の家においでになってごらんくだ 

さい。喜んで、ご案内いたします！ 

ヘビトンボ 

ナミウズムシ（プラナリア） 

水晶（石英） 



８ 

平成 25 年度 第 38 回宮城県みどりの少年団大会を振り返って 

１３期 相馬 實 

 7 月 26 日（金）第 38 回みどりの少年団大会が多くの参加

者のもとで開催されました。 

あいにくの梅雨空で、雨が降らないよう祈りながら予定通り

実施することになりました。参加人数は、みどりの少年団 23

団体で団員 336 名と育成会 75 名の 411 名、主催者及び運

営側から 99 名（インストラクター協会関係 56 名）で、総勢

510 名に及ぶ年内最大イベントになりました。 

グランディ２１から最初に出発したのは飯野川第二小学校

みどりの少年団でしたが、植樹地に到着する頃から雨が・・・。

この後、雨足は止むことなく無情にも降り続ける中、みどりの

少年団員により３７０本を植樹することができました。 

楽しみの一つであった１０地点でのウォークラリーの解答

用紙も雨に濡れ、ゴール地点ではちぎれたり、紙粘土状になっ

たりしていました。ウォークラリーのゴールでは、正答数に応

じた宮城県森林インストラクター協会員手作りのお土産が待っていました。途中までは正答数に応

じてお土産を選んでもらったのですが、後半は５問正答以下のお土産も完売状態。無情にも雨は降

り続き、後半部隊のお土産は正答数に無関係に欲しいものをもらう状態にな

ってしまいました。とにかく少しでも早く雨に当たらない場所に移動して欲

しいとの想いでした。 

昼食後、大会式典を県民の森中央記念館２階で挙行しましたが、その後の

交流会は、ネイチャークラフト等を２０ブース用意したものの、

残念ながら雨天中止になってしまいました。 

お昼には、雨具を持たずわざわざ水たまりをバシャバシャと走

り、ずぶ濡れになってバスの駐車場から式典会場に移動するわん

ぱく集団もありました。こんなこともあり、恵まれない天候でし

か味わえない印象深い行事になったことは間違いないと思います。 

 

３月１４日（木）に、みどりの少年団、県緑化推進委員会と初

回打ち合わせを行い、開催に向けて一歩を踏み出した今回の大会。

さーて、大会開催までの私たちの準備状況はというと・・・。 

☆準備作業日数      １１日 

☆打ち合わせ会議（協会）  ２回 

☆作業動員数    延１９１名 

☆その他、県・みどりの少年団・看護師等との打ち合わせ会議 ３回 

☆ウォークラリー賞品 出品者 １７名 出品種 ２１種  

出品数 約４２０点 

（中には不良品あり。厳しくチェックしました。） 

☆商品値付け（値付け主＆値付け日時等 極秘） 

☆交流会 出店予定数 ２０ブース 



９ 

引率、植樹、式典担当の３班に分かれ、グランディ、

青少年の森、県民の森中央記念館にそれぞれ集合。引

率担当者は最終打ち合わせと会場下見をして子ども

達の到着を待ちました。さて、今年はどんな子たちに

出会えたのかな？  
 

 

 

 

 

到着順にインストラクター

に引率され、ウォークラリー

に出発。「全問正解者は出さ

ないぞ」と苦心のクイズ１０

問が待ち構えます。さて、勝

敗は！？ 

（全問正解者続出でした(-_-;)）  

   
 

 

植樹地に到着したら、植樹担当班に

バトンタッチ。ひとり１本、ヤマボ

ウシ、イロハモミジなど３７０本を

植えました。テレビ局の取材が入

り、夕方のニュースで植樹の様子が

流れました。 

 
 

  
 

式典は、中央記念館の２階で。白石市立深谷小学校の児童が活動の様子を報告してくれました。 

楽しみにしていた交流会は雨天中止、んー、とっても残念…。（会報委員 2 期 進藤恵美） 

みどりの少年団大会 
 タイムライン 



１０ 

開園後六ヶ月の県民の森 
             

 県民の森管理事務所 次長 １２期 蜂谷 仁 

昨年４月より管理事務所職員として、中央記念館を中心に勤務しましたが、暫定開園中で限られ

た来園者の対応が主でした。今年はまだ寒い中、陽だまりにあるマンサクが開花しはじめ、まもな

く早春の花々が次々と開花しはじめたころの 3 月 1 日全面開園以来、園内の状況の問い合わせやカ

タクリの開花状況等の問い合わせが日を追うごとに多くなりました。また寒さが続いていたにもか

かわらず、4 月に入ると週末毎に駐車場も満車状態が続き、交通整理が一番の気遣いでした。さら

に桜の咲く時期が近づくと状況の問い合わせ等も更に増加し、今年は３年ぶりに岩切城跡の観桜期

の交通規制が４月１４日～５月６日の土日祭日の９時～１７時の間、今市橋からの一方通行と、林

道県民の森利府線（通称２号幹線）下りの一方通行が実施されました。この時期は、交通誘導員の

方が張付いてくれるので一安心ですが、日没がだんだん遅くなり子供たちの声が遅くまで聞かれる

日々もしばしばです。岩切城跡と桜並木のソメイヨ

シノは、期待外れで来園者の落胆した姿や話も多々

ありました。それでも他の花々の情報提供をこまめ

に行い、再来園に結び付ける所員の姿が目に付きま

した。ウグイスの鳴きはじめからホトトギス、サン

コウチョウ、と鳥達の鳴き声でも季節を感じさせて

おります。他の動物達も命のバトンをつなごうと森

のあちこちで元気に動いております。 

もりもり教室は、従来通り青少年の森で（不定期日曜日）開催していますが、他の自主企画事業

は、季節を楽しむハイキング（毎月第３土曜日）、ノルディックウォーク＆ミニ観察会（毎月第２第

４水曜日）、森の癒し体験（毎月最終土曜日）、万葉植物観察会（偶数月第２土曜日）は、５月から

中央記念館前集合に変わりました。当初は参加者の方の戸惑いも少しありましたが、今ではすっか

り慣れていただき、参加者数も少しずつ増えてきている観察会も出てきております。 

７月２６日には、宮城県みどりの少年団大会が 411 名の参加を得て、植樹を企業の森で行いま

した。式典は音楽堂で行う予定でしたが、あいにくの悪天候で急遽中央記念館 2F ホールで手短に

行われ、体調不良者が少しでたものの回復が早く、他の仲間と一緒に帰宅しました。                    

３年ぶりに深見眞行さんの、夏休み「木の実のクラフト教室」（７月～８月の計 9 回）も開かれ、

大勢の家族連れの方々に楽しんで頂き盛況のうちに終わりました。相変わらず週末や祭日は、家族

連れの来園者で駐車場は午前中で満車になり、道路にあふれる時がしばしばです。それでも季節の

花々等を目当てに来園される方や、家族連れの方々はアスレチックで汗を流し芝生でくつろいで帰

られるなど、それぞれの楽しみ方を満喫しておられるようです。 

遅い梅雨の時期も終わり短い夏の最中ですが、花を咲かせたものは実を結び、卵や子供を産んだ

動物は自立の為の子育てを行い、種類も少なく色が濃い花が咲き始めると動植物達は着実に秋に向

かい歩み続けております。いよいよこれから、一年の中で一番色鮮やかに染まる最高の時期を迎え

ようとしており、天候不順でも着実に季節が変わって行くのが感じ取れる今日この頃です。 



１１ 

           ことりはうすに夏が来た 

宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター「ことりはうす」 

職員 １３期 佐藤 健 

ことしも暑～い夏がやってきたと言いたいところですが、８月に入っても肌寒い日が続いていま

す。そんな中、ことりはうすは今年も夏の恒例になった、「かぶとむしつかまえ隊」、「クワガタムシ

みっけ隊」、「沢遊び」などのイベントを開いており、定員を上回るたくさんの親子連れの皆さんが

来て、スタッフ一同大忙しの日々を送っています。そんな中、８月 3 日の梅雨が明けたらしい宣言

が出された日のできごとを綴ってみました。 

 本日のイベントは午前中に「沢遊び」と「かぶとむしつ

かまえ隊」の２つ。私は写真担当、まず沢遊びの写真を撮

りに、会場である建屋のすぐ下のつばの沢に行く。２０数

名の親子連れが久しぶりの陽射しの中、水遊びに興じてい

る。もうちょっと河原が広ければと思うがぜいたくは言っ

ていられない。みな元気で冷たい沢に足を入れて沢の中の

生き物を探している。そのうちニジマスの放流が始まる。

簡単に捕まえられる子どももいるが、大概は逃げられてし

まう。スタッフが捕り方を伝授、最後は網の出番と相成り、各自ニジマスを捕まえることができ、

沢遊びは無事終了。ピロティに行って、魚をさばいて焼き方に移る。 

 かぶとむしの一行が森から戻ってきたので、昆虫の森にて採取の模様を撮りに行く。野鳥の森内

での昆虫採集は原則禁止だから、ここではあらかじめ用意したかぶとむしを採取する前に所定の木

に放し、それを採る、いわば疑似体験である。その事を受付時にあらかじめお話しはするのだが、

それでも良いというお客さんで毎回いっぱいだ。昆虫の森に向かおうとしたら、急に受付を変わっ

てくれとの話があり、ここで撮影は終了。そのまま午前の勤務を終える。 

 午後、森林整備記録の草刈り前の写真を撮りに行く。コゲラからヤマガラを登ってカッコウへの

連絡路を往復、それからメジロ～オオルリと野鳥の森の最上部まで行く。まだヤマジノホトトギス

は咲いていないが、ウツボグサやオカトラノオ、ヤマユリ等の夏の花が咲いている。先ほどから頭

上をヘリが飛んでいてうるさい。そうか、今日は第一回蔵王トレイルラン、約４３ｋｍのコースを

１０時間内で駆け抜けるレースの日であった。ゲレンデ側に出ると、参加選手が次々と走って下り

てくる。ゴール地点に行って、走り終えたランナーに聞いてみた。「長～い登りがあり、ガレ場、木

道など変化に富んでいて、国内屈指のコース、お釜をみながら

走るのは気分が良い」と言っていた。これじゃ人気になって来

年はもっと参加者が増えるかな？そういえば１週間ほど前に、

コゲラコースでランしていたグループがいたが、これの練習だ

ったのかな？周りの雰囲気は、禁止されていないから良いんじ

ゃないという事だったが、観察者からクレームが来ないうちに

禁止すべきじゃないの？  

 以上、ことりはうすの夏の 1 日の様子を伝えてみました。 

つばの沢での水遊び 

先頭は 5 時間ほどで 
ゴールしたそうだ 
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              森林科学館の近況 

宮城県こもれびの森 森林科学館 

職員  ８期 山本 和雄 

 

窓の外は静かに雨が降っています。ここ数日降り続いて

いる雨で深緑の栗の木、柳、アカシデが艶やかに雨空にた

たずんでいます。 

おととい、森林科学館のビッグイベント『川遊び＆自然

観察とデイキャンプ』が大勢の参加者で盛大に行われまし

た。連日の雨で開催を問い合わせる電話が多数ある中、特

別な雨でもなければ予定通り行うことでスタッフ一同準備

を進めてきました。 

イベント前日も雨でしたがサポーターＨ氏の提案でソー

メン流し会場と、幼少児を対象としたイワナ掴み会場の小

川には雨除けのブルーシートが張られました。やっと張り終えたところに “閖前子供会”の一行

１８名が来館し、雨の中元気にソーメン流しを楽しんでいる様子を見て、明日のイベントの成功と

天気回復の兆しを予感しました。 

イベント当日は朝の内曇っていましたが次第に明るくなり、一時は陽が射す程にお天気が回復し

ました。ここ連日の雨の中、奇跡が起きたような思いです。草木川でのイワナ掴みは増水のため断

念しましたが、園内の小川の水位を上げ、参加した子供全員がイワナ掴みを楽しみ、その後イワナ

を捌きＳ氏が作ってくれた竹串に刺し、炭火でじっくり焼き上げます。焼きあがるまでの時間を使

いソーメン流しが始まります。Ｋさんの名調子な掛け声とともにソーメンは勿論のこと、ミニトマ

ト、キューリ、そしてグミやチョコレートまで流れ、子供たちは大興奮。おまちかねのイワナの塩

焼きをほおばり、仕上げはスイカ割りです。裏山の湧水で冷やしたスイカを、大勢のギャラリーが

見守る中、小さな子供から順番に竹の棒を振りかざし、スイカに打ちおろします。当たった瞬間拍

手喝采、子供は誇らしげに目隠しを外します。慌ただしいながら子供たちの歓声と笑顔に出会い充

実した思いに満たされます。 

４月『こもれびの森で野鳥観察』、５月『山野草観察会＆山

菜を味わう会』、６月『カブトムシの飼い方講座』そして特別

企画として『草木染』、『藍染』を行いましたが、カブトムシ

の飼い方講座では申し込みが殺到し、カブトムシの幼虫と廃

菌床を軽トラックで２回も近隣のきのこ農家より戴き準備し

た程です。また、草木染、藍染では草木川を始めこもれびの

森の恵まれた環境をあらためて感じいる思いがしました。 

今年ももう半年が過ぎましたが、いつもサポーターの惜し

みない協力を戴き楽しく活動できることに感謝する日々です。

会員のみなさまもぜひ“こもれびの森”に足を運んでくださ 

い。きっと気に入って戴けることと思います。 

 尚、森林科学館のビッグイベント『川遊び＆自然観察とデイキャンプ』は７月２８日に行いました。 

イワナ掴み  

藍染（草木川）  
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聞き手 10 期 若生 尚 

今回は、震災復興事業部所属の“ツボさん”こと壷井良和さんの出番です。 

えっ、壷井さんって１４期？？。ずいぶん以前からご一緒しているような？？？。実はインストラ

クター研修前の県民の森ボランティア時代から、ほとんどのイベントに参加しているツワモノです。 

 この Q&A をまとめるにあたっては、もちろん、ご本人からもいろいろと伺ったのですが、壷井

さんをよく知る同期の皆さんの傍証が面白いので、そちらを採用いたしました。 

（出席者 Ｎ田さん、Ｔ梨さん、Ｍ原さん） 

 

Q：いきなりですが、壷井さんのプライベートなことをご存知ですか？ 

Ａ：関西の出身ですね。兵庫県は尼崎市です。お歳は６０台半ばかな。確か 8 月生まれですね。 

   仕事は薬品関係だったようです。 

料理も得意ですね。研修中のキャンプでは、お好み焼きを作ってくれました。材料の買出し 

から調理まで、すべてひとりでやってくれました。絶品でしたね。冷えたビールにはバッチ 

リでした。 

 

Ｑ：森林インストラクターになろうとした動機やご趣味はどうでしょう？ 

Ａ：協会の剪定講習会がきっかけで、県民の森ボランティアになったようです。で、協会のイベ 

ントに参加していたら、Ｋ講師に養成講座の受講をすすめられたそうです。 

趣味は旅行や釣りと聞いていますが、震災後、釣りはあまり行っていないようですね。 

  あと、とにかく勉強好きですね。せんだい豊齢学園や老壮大学、宮城いきいき学園といろん 

な講座を受講・卒業しています。みんな時間もお金も必要な講座ですよね。すごいですよ！ 

   

Ｑ：森林インストラクターとしての、壷井さんはどんな人ですか？ 

Ａ：何と言っても存在感がありますね。森づくり作業全般に精通していますしね。遊歩道や階段 

作りはお手の物。井戸掘りも熟練の域ですし。 

機械には強いですね。同期では鬼に金棒ならぬ「壷に機械」と言われていましたね。そうそ 

う、特に刈払いは得意ですね。いつも率先して先頭に立っています。この前、チェンソーの 

講習も取ったよね。 

 

Ｑ：最後は、常に前向き・好奇心旺盛・いつも笑顔のツボさん 

ご本人に、今後の抱負などを伺います。 

Ａ：森林インストラクターの皆さまや同期のインストラクター 

は、いろいろな知識をもっていますが、私自身はあまり知 

識がないので、さらに木や鳥の勉強をしていきたいですね。 
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ネーミングのセンス 
          

               ７期 畠山 京子 
「お京」という通り名で呼ばれています。 

 じつは中学のときも「お京さん」と呼ばれていました。だから抵抗がないというか、なつかしい

ような親しみ深いような、さらに姐さん的な響きも気に入っています。本人は、姐御キャラとはほ

ど遠いのですが。 
 ネーミングと言えば、やはり衝撃的なのは「オオイヌノフグリ」ではない

でしょうか？ 
 一度は「え？」と思いましたよね？ その由来を聞いたとき、わたしは最

初、悪いジョークだと思いました。そして事実とわかってからは、「可愛い花

なのに」と不憫な気持ちでオオイヌノフグリを見ています。 
いったい、牧野富太郎先生はなにを考えてそんな名前をつけたのでしょ

う？ 犬が好きだったとか、ロマンチストではなくリアリストだったとか、

説はいろいろあるようですが・・・。 
 さて、植物業界のみならず、地質業界にも「え？」という名前があります。 
 化石の名前なんかは、まあ妥当だと思います。エジプトのアンモン神から「アンモナイト」、胴体

が三つに分かれているから「三葉虫」、双葉層の中で鈴木君が発見した

恐竜だから「フタバスズキリュウ」などなど。 
しかし問題は、軽石の地層の名前です。 

 なんと「三色アイス軽石層」というのがあります。 
「なんだ、バカにしてんのか？ 真面目にやれ！」 

と思いませんか？ でもこれ、真面目な名前です。東京近辺で見られ

る箱根火山起源の軽石層のことで、もちろん学会でも使われています。 
なぜ「三色アイス」なのかというと、おそらく黄色と青と白の三色の層だからでしょう。だけど、

黄色と茶色とピンクの三色アイスとは、黄色しか合っていませんよ！  
とはいえ、名づけた人の気持ちはわかります。地質調査で一日じゅう山を歩き回ると、のどは渇

くし甘いものも食べたくなるわけで、そんなとき目の前に三色の地層があれば「おおっ、三色アイ

スだ！」とかじりつきたくなるでしょう。美味しくはないですけどね。 
 きっと、そんなノリというか妄想の結果だと思います。ちなみに「ごま塩軽石層」「栗ようかん軽

石層」というのもあります。地質学者が食いしん坊であること、バレバレですよね。 
 と、人のネーミングセンスを揶揄しつつ、じつはわたしのセンスも貧弱なんです。 

先日ある出版社の編集者さんから、送った原稿に対して「題名見たときは、読む気がしませんで

した。他の題名にしてください」と言われてしまいました。それで結局、編集者さんが原稿の中か

ら見つけた題名に決まったのでした。 
う～ん、ネーミングって難しいです・・・。 

次回は 14 期の高梨 眞二さんにリレーします。 
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 安全のページ       「 備 え あ れ ば 」 

NO.１９ 安全委員会        

 

安全委員会 １０期 佐藤 和義 

大船渡市三陸町吉浜は吉浜
きっぴん

鮑の産地で知られた地区ですが、この地区を一躍有名にしたのは、

このたびの震災でした。ジャパンタイムズ紙に「ミラクルビレッジ（奇跡の集落）」と紹介された

そうです。行方不明者 1 名のみの犠牲と漁業施設や船舶、田畑等の被害はありましたが、他地区

に比べて極めて少ない被害で済んだ地域でした。 

しかし、この地域は過去の明治、昭和の三陸大津波で甚大な被害を受けた地区でもあったので

した。この経験から高台移転をいち早く実施した地区でした。また、地震が来るといち早く、さ

らに高い場所へ避難をする習慣がついていて、隣近所に声を掛けて避難をしているそうです。ま

たこの地域はやませによる冷害が度々あるため、食料の備蓄（簡易水道の設置やコメの備蓄等）

も各家庭で習慣的に行われているようです。これらのことにより、大震災直後の生活も、通信手

段が一時的に断たれはしたものの、普段とあまり変わらない生活が行われていたそうです。 

これらのことは、普段から災害への備えがとられていたからだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、私達協会での対応はどうでしょうか。皆様には多くの経験を生かして準備をしていただ

き、細心の注意を払いイベント等の対応をしていただいていますが、不特定多数の人を相手にす

ることもあり、難しいジャッジを迫られることもあるかと思います。 

事故は忘れた頃にやってきます。十分な知識をお持ちの方々ですが、たまには、協会で開催し

ているミニ安全講習会（今年度は熱中症対策、ハチ刺され対策、応急手当搬送を計画）に参加し

て、スキルアップを図っていただきたいと思います。 

また、是非とも「安全管理チェックリスト」の活用で十分な備えをし、楽しい協会活動にして

いただければと思っております。 

（安全管理チェック表） （津波の記憶＝津波石） 
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１９の夏、思い出岬 

９期 島貫 房雄 

 

 中学生の頃からどこか遠くへ一人旅をしたいと思っていた。１９歳の夏休み、ついにそのときが 

きた。女川から国道４５号線を北上、１日３０ｋｍを目標に行けるところまで行こうと計画した。

キスリングにテントや寝袋、コンロ、食料や衣類を一切合切詰め込み、一週間の一人旅だ。心配す

る母には毎日必ず電話をするからと約束した。 

ゆるやかな上り下りの続く真夏の国道は、照りかえしとギラギラ太陽、肩に食い込むキスリング、

蒸れ蒸れのキャラバンシューズ。初日からバテ気味だった。ときどき国道を離れ、岬を回った。白

い灯台、海はキラキラ輝いて海風も吹いて、とても気持ちが良く時が経つのも忘れた。 

 バス停の店先に湧き水を引いた桶の中に豆腐が冷やしてあった。注文すると、店のおばさんが醤

油と小皿、箸を持ってきてくれた。私はそのまま醤油をかけアイスクリームみたいにスプーンです 

くって食べた。よく冷えて実に美味しく２個も立て続けに食べた。やがてバスが来てあわてて用意 

をしていると、おばさんがバスを止めていてくれた。運転手さんはニコニコしながら私が乗ってく 

るのを待っていてくれた。 

主食はインスタントラーメンやアルファ米が多かったが、おかずは途中の商店で買った漬物やコ

ロッケ。煮炊きに使ったのはホワイトガソリン燃料のコンロ「ホエブス」。取扱いは面倒だが、火

力が強く相当の風でも炎が飛ばない。（オーストリア製で４５年経った今でも現役で使える。私の

自慢のお宝）。観光地の駐車場の端っこにテントを張り 夕食の

準備をしていると、パトカーがすっ飛んできた。肌寒い日だっ

たのでたき火をしていた。二人のおまわりさんは火のことだけ

を注意をすると立ち去っていった。後にも先にもここはダメ、

そこもダメと注意されたのはこのときだけだった。胡散臭い薄

汚れた若者にもまだ大らかな時代だった。 

部活帰りの良く日焼けした３人組の女子中学生に出会った。「どこから来たの？どこへ行くの？」

と、彼女らは大きなキスリングを担いだ私に興味しんしん。１時間も遠回りしてキャンプ場に案内

してくれ、ロープ張りも手伝ってくれた。小さめの私を同世代と思ったのか、家出を同情してくれ 

たのかとても親切だった。その中に南沙織似の子がいて、とても気になった。旅の終わりの電車の

中でもずぅっ―と思っていた。 

思い出岬・・・今でも、あの時の情景が鮮やかによみがえる。行く先々での

人たちは皆、親切で優しかった。あの人たちは今、どうしているのだろうか、

津波に流されたのではないだろうか、それを思うと涙があふれてくる。 

会員からの寄稿 
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♬ 会員の皆様、この夏をどのように過ごされたでしょうか。 

さあ、秋がやってきましたよ。 

秋に向けての情報をお届けいたします。 

    ちょっと遠方であったり、懐と相談しながらであったり、 

    でも、興味深いものがありましたら、のぞいてみてください。  

  ◎自然体験活動指導者のためのリスクマネジメント講習会[基礎編] 

    日時 : 10 月 5 日（土）１７：００～２０：００ 

会場：山形市市民活動支援センター 

    主催：(独)国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」助成事業 

目的：安心安全な自然体験活動を行うためのリスクマネジメントについて認識を高める 

募集対象：自然体験活動指導者及び自然体験活動に興味関心がある方(30 人) 

参加費：1,000 円  ( 問い合わせ先：NPO 法人 自然体験活動推進協議会(CONE) 

                                                                      03-6407-8240 ) 

   ◎ネイチャーゲームリーダー養成講座 

 日時：10 月２５(土)～２６(日) 1 泊 2 日                   

会場：エコキャンプみちのく 

主催：宮城県シェアリングネイチャー協会                 

参加費：20,000 円 ( 問い合わせ先：咲間 0223－22－3420 ) 

 

◎狩猟の魅力まるわかりフォーラム 

〈平成 25 年度鳥獣保護管理の担い手確保促進フォーラム事業〉 

日時：11 月 9 日(土) 

会場：夢メッセみやぎ 

主催：環境省 

目的：人と野生動物との適切な関係の構築や、自然の生態系のバランスの 

     維持へ向けて鳥獣保護の担い手(ハンター)を確保すること 

《編集後記》扇風機を背中にしょって首にタオル、蝉しぐれをバックミュ

ージックに、これぞ夏！！…を体感しながら、原稿を読ませていただきま

した。意欲的な皆さんの活動にいち早く触れることができ、編集会議も楽

しいものとなっています。また、私自身も皆さんの幅広い活動を知ること

で、森の誘いを感じています。多くの会員の皆様の情報・活動を集め、今

後も伝えていきたいと思います。       会報委員 9 期 小島恵子 

 

       

                      
 
 
 

ハンターとのフリートー

ク、ハンティングの模擬

体験、ジビエ(野生鳥獣の

お肉)料理試食などワー

クショップもあります！ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11viesl1o/EXP=1377399782;_ylt=A7dPdDxlIhhS8FkAySWU3uV7/*-http:/www.tomoji.net/animal/images/fox.jpg


活動写真館 ～残暑お見舞い申し上げます～ 

 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 

総会あれこれ ３大イベント（ぐりり・ENEOS・トヨタ紡織） 

西コミ春２回目 

MISAWAオーナーの森 イオン多賀城チアーズクラブ 

スミセイの森 

大人気！流しそーめん、うーめん 

熱中症対策会議 

雨の日メンテ 半ちゃんコーナー 

オオムラサキ命！ 

たえちゃん染物 

四季を楽しむハイキング 

森とのふれあい体験 

http://mifi.main.jp/
http://mifi.main.jp/
http://mifi.main.jp/
http://mifi.main.jp/
http://mifi.main.jp/
http://mifi.main.jp/
http://mifi.main.jp/
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