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森を守ること  
           会長 14 期 髙橋 孝紀 
 

今年のみどりの少年団大会は、南蔵王で開催されま

した。南蔵王は、平成９年に平成天皇・皇后両陛下が

植樹をされた会場であり、両陛下の植えられたブナと

オオヤマザクラがしっかりと大地に根づき、そよぐ風

に枝葉を揺らしておりました。平成天皇は、前年の歌

会始で「山荒れし戦の後の年々に苗木植えこし人のし

のばる」という御歌を詠まれております。戦後５０年

が過ぎ、戦後の荒廃した国内において、様々な人々が、

戦後の復興を願いつつ、全国各地で樹を植えてきたこ

とを、陛下が偲ばれ詠まれた御歌であります。 

実は、この御歌を彷彿させるような内容が、県民の

森にある愛林碑という石碑にも刻まれておりました。

そこには、「宮城県は伊達政宗の時代から、森林を大切

に育み守ってきた。その森林も戦中において一時荒廃 

 

した時代があったが、県民各位が森林保全に力を尽く

し、今日に至った。その中でも県民の森は県下随一の

模範となる森になっている」ということが記されてお

りました。藩政の時代から、人々は森を守る事業に関

わってきたことが伺われます。時代は更に遡り、令和

の出典とされる万葉集の中にも、柿本人麿が「古(いに

しえ)の人の植えけむ杉が枝に霞たなびく春は来ぬらし」

という歌を詠んでおります。あの万葉の時代において、

日本人は社(やしろ)の材木の供給の為か、杉の木を植え、

その森林を大切に守り育てたものと思われます。 

日本の森林が今日あるのは、多くの人々が森づくり

に関わり、たゆまぬ努力を積み重ね、幾多の困難をも

克服して、大切に守り育てられてきたという証であり

ます。私たちは、正に日本人の心・ＤＮＡを引継ぎ、

次世代につなぐ役割の一端を担っていることに、改め

て感慨を覚えます。 
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１期 木村 健太郎 

 

夏休み前半、今年も猛暑の中でのイベントが続きま

した。この猛暑期間中もたくさんの参加者を相手にす

るので、当然、イベント中に体調不良を訴える参加も

少なくありません。 

先日、子ども会でふれあい森林教室に参加した１年

生の男の子が、到着して間もなく体調不良を訴えまし

た。症状から熱中症が疑われたので、活動を中止させ

て前日からのことを確認すると、どうやら前日は夜中

まで起きていて、当日は朝ごはんも食べず、水筒に持

ってきた飲料はリンゴジュースだったようです。 

この「寝不足＋脱水症」は、炎天下に出たら３０分

ももたずにほぼ熱中症になります。「がんばれ」とか「休

め」とかいう以前の問題で、即重篤な状態に陥る危険

性をはらんでいます。 

引率の大人の方に、「野外活動に参加できる状態じゃ

ないから、家の方に迎えに来てもらったら」と提案し

ましたが、何とか参加させてほしいと頼まれ、水分と

電解質をとらせて少し冷房の中で休ませました。 

確かに、子どもが悪いのではなく、親や引率の方の

問題だと思うので、「帰れ」と言うのも可哀想です。心

配で頻繁に状態を確認しながらの活動になりましたが、

案の定というか、その子は昼食を食べたら嘘のように

元気になり、午後からはふざけまくっていました。 

近年はこのようなケースが増えていて、主催者から

「活動に無理があったのではないか」とこちらの計画

の落ち度を指摘されることもあるのですが、ちょっと

頭にきます。我々の森づくりは、木陰をつくり、風通

しを良くし、猛暑に対処できるフィールドに仕上げて

いるのです。さらに、万全な態勢でイベントに臨んで

いるので、普通に睡眠をとって、朝ごはんを食べて、

電解質の入った飲料を取りながら活動していれば、熱

中症になる危険性は極めて低いはずなのです。 

しかし、最近は寝不足気味の子や朝ごはんを食べな

い子が増えているようで、「朝ごはん食べてきた？」「食

べない」「いつも食べない」「パン１個だけ」などとい

う会話をしては、「この子たちの家庭はどうなっている

んだろう」と日本の将来が心配になってきたりします。 

水筒に入れる飲み物にしても、各家庭でもう少し知

識を持ってほしいなぁと感じています。 

そういえば、ウチの息子が通っている小学校も、最

近になってようやく水筒の中身がイオン飲料でもＯＫ

になりました。以前は、水筒には水かお茶のみとなっ

ていたので、いつも汗だくになっている息子は熱中症

が心配だったのですが、少し熱中症対策が教育現場で

も理解されつつあるようです。 

私自身も、最近は手作りイオン飲料にハマっていま

す。イオン飲料の粉末や塩やクエン酸やレモン原液な

どを組み合わせて作るのですが、特に計量せずに、な

んとなくブレンドしています。その日によって、「今日

はできがいいな」とか、「ちょっと甘かったな」とかい

ろいろですが、自分で作るようになったら、市販のイ

オン飲料が甘ったるくて飲めなくなってきました。 

先日、あまりにも暑い中の作業で、午前中だけで３

Ｌの飲み物を飲んでしまったことがありました。胃液

が薄まったのか、昼食もあまり食べられず、午後はイ

オン飲料も飲みたくない状態になりました。ちょっと

まずいかなぁと思いながら作業を再開しましたが、そ

の状況で唯一、快適においしく飲めたのが、塩を舐め

ながらの冷たい水でした。途中からは塩と氷を口の中

に入れたまま作業していましたが、これがなかなか快

適で、この日は特に疲れも感じませんでした。 

それにしても、夏は作業後のカップラーメンがやめ

られないので、一日いったいどれくらいの塩分を摂取

しているんだろうと心配になることもあります。日清

食品とか明星食品とかに企業の森づくりを勧めてみま

しょうか。カップラーメン型のモニュメントの前でカ

ップラーメン食べたいです。 

 

東京では、オリンピックの熱中症対策がいろいろ大

変そうで、猛暑のニュースと合わせて連日のように報

道されています。大型のミスト発生装置などがテレビ

に映っていましたが、根本的なところで無理があるよ

うに思います。太陽の直撃だけでなく、アスファルト

やコンクリートの輻射熱、エアコンの室外機、多すぎ

る人口など、暑くなる条件が多すぎて、そもそも真夏

に都会の屋外でスポーツをするのがどうかと思います。 

スポーツを楽しむなら、もっと緑地や池や木陰の多

い夏場でも快適なところがいいと思うのですが、そも

そも、電気の力で無理やり夏を涼しくしてしまうのも、

限界が来ているのかもしれません。 

 この先、夏の気温がまだまだ高くなるのなら、暑さ

を和らげる町づくりをするべきだと思います。暑さを

根本から和らげることができるのは、やはり自然の力

なのです。ＣＯ２の排出削減運動に何千億もかけるよ

り、そのほうが現実的です。もちろん、暑さに負けな

い身体と知識を備え持つことが最低の条件となるので、

子どもの夏の外遊びイベントはどんどん仕掛けていこ

うと思っています。 

～ 熱 中 症 が い ろ ん ～ 
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県民の森四季の森刈り払い作業を顧みる 

環境・森林事業部  ３期 原 恒夫 
県民の森の除草作業は通常の職員作業者によるも

のと外部業者発注によるもの、そして今回の三度の飯

よりも刈り払いが大好きという会員等有志による研

修を兼ねた刈り払い作業があります。刈り払い作業は

草木が繁茂する 5 月から秋口にかけて行いますが 7

月上旬が最も有効です。この協会員等有志による内製

化の試みは震災復興需要で業者から多忙を理由に断

りが入り、2015 年（平成 27 年）から刈り払い研修・

研鑽の実践の場として毎年7月初めから20日頃にか

けて実施することになりました。なお、事務局にはこ

の期間は協会の行事も春のイベントが一息をつき、7

月末の宮城県みどりの少年団大会イベントまでのこ

の時期を県民の森四季の森の刈り払いを優先して配

慮していただいております。 

四季の森の刈り払い作業もまる 5 年が経過し、今年

は 19 期生 1 名と 20 期生 2 名が新しく加わり、総

勢 21 名で仕上げることができました。7 月 1 日から

19 日までで雨で中止となった 2 日間を除き延べ日数

11 日・延べ人員８７名を要しました。 

今回の作業は効率を考えて平坦部分の多いみちの

く文化の道とうぐいすの道は県民の森管理事務所所

有の自走式草刈り機を使用しました。また、刈り払い

機の刈刃は使い捨てのチップソーの使用は控えて事

前に目立てをした笹刈刃を使用し、休憩時には丸やす

りで目立てを行い効率よく作業することができまし

た。しかし、作業の出来栄えを見た時、まだまだ改善

点が見られます。先ずは遊歩道の階段の除草ですが階

段材の多くが木製かプラ製のためチップソーや笹刈

刃では傷つける恐れがあり刈り残しが目立ちました。

来年からはナイロンコードの刈払い機を用意・使用し

てきれいに仕上げる予定です。また、熱中症対策とし

て冷たい飲み物は今まで５００ｍℓ入りペットボトル

を直接飲用していましたが今回は事務所からマイボ

トルを用意してもらい２ℓボトルから小分けして飲む

ようにしました。 

これからは省力化・省資源化を推し進めていっそう

散策し易いきれいな森づくりを目指していきます。

 

海辺の夏草刈り大作戦 

            海岸林再生事業部 14 期 水原 洋一 

今年の夏は梅雨明けが遅れ少年団大会の直前まで

不順な天候が続き、その後は一転熱中症警戒の暑さが

続きました。 

そんな中、7 月 10 日岩沼のジャパンクリーンさん

3 年分の植樹地で、7 月 15・16 日岩沼ネッツトヨタ

さん 3 年分植樹地とホーマックさん 2 年分植樹地並

びに 8 月 2 日荒浜北官林のクミアイ化学さん植樹地

で、7 月 27 日大日本印刷さんの震災復興支援で荒浜

北官林と東松島大曲での植樹・草刈り体験など、延べ

135 名（うち協会員 81 名参加）で夏の草刈りが行わ

れました。なおジャパンクリーンさん、大日本印刷さ

ん、クミアイ化学さんの活動は、みやぎ防災林パート

ナーシップ事業として県からの委託業務として行わ

れました。 

前半は天候不順、後半は高温が続きましたが、雑草

どもは天候不順や高温などを苦にせず憎らしいほど

順調に成長しており、場所によって種類が異なる面白

い現象が有りました。岩沼南は日本三大毒草で一郎兵

衛殺しの異名を持つドクウツギ、岩沼北は幼い頃はコ

スモスに似ているが成長に伴い木質化し刈払い機で

も大変なカワラヨモギ、田ノ神と北官林はダイズの原

種と言われ苗木などに絡みつき被圧するとともに小

さな種をばら撒くツルマメ、東松島大曲は北米原産の

帰化植物で秋に黄色の花を泡立つように点けるトキ

ワアワダチソウです。 

 ジャパンクリーンさんの活動では大きくなったク

ロマツの間を通る時の松葉のチクチクに「痛いっ❣❣」

と声を上げたり、15 日岩沼の作業では 21 期生や T

君がお父さんのお手伝いで参加し、鎌より手の方が役

立つとの感想を頂き、大日本印刷さんは体も頭も旺盛

に使って頂き、クミアイ化学さんからは苗木に絡んだ

ツルマメをシャツを脱がせるようにスポンッと取っ

て見たい❣などの感想を頂きました。 

 これからの草刈りは、あなたが頑張っただけ来年の

みんなの作業を楽ちんにしてくれます。熱中症に充分

注意しながらの会員の皆様のご支援ご協力をよろし

くお願い致します。 

みんなでやれば、しぶとい雑草も一網打尽！！ 
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    ７月７日(日)「生き物かい方教室」     20期 樋渡 悦子 

今回参加の生き物好きの親子は、森林インストラクターが事前に準備した、アメリカザリガニ、ヒメギス、アゲハの

幼虫、モツゴ、サンショウウオなどに、入館後すぐに見入って、開会式の前に色々と質問が、始まりました。 

その後、希望により、３グループ（①昆虫②爬虫類とその餌の昆虫③水辺の生き物の両生類・魚類）に分かれて、青

少年の森の探索、採集が始まりました。チョウチョウやバッタの他に、前日までの雨で、湿気があり、カナヘビ、カエ

ルなどあちこちに出没し、簡単に捕まえることができました。虫好

きは男の子と勝手に思い込んでいましたが、女の子も、楽しそうに

触れていました。 

学習館に戻り、それぞれの飼育法の説明の中、カナヘビは、大食

いなので虫をいっぱい捕まえなければいけないとの事に、親御さん

は、ちょっと悩ましい顔をしていました。 

事前アンケートで、人気のカブトムシ、クワガタの成虫は、今回

見られず残念そうでしたが、捕まえた生き物の飼育環境の整え方を

学び、興味関心の幅が広がったようです。家で飼いたいのは？との

問いかけに、全てに手を挙げる子もいました。身近な自然を考える

とても良い機会になったようです。 

 

   ７月２１日(日) 「ジャガイモ収穫」     16期 佐々木 厚 

青少年の森では、ヤマユリが見頃を迎えている中、ジャガイモの収穫と木についてのクイズをしました。梅雨の真っ

最中、もりもり常連組は元気良く集まって来ました。ジャガイモと言えば、もりもり生き物飼い方教室の時、虫取りを

しながら畑を通ったらジャガイモの葉にニジュウヤホシテントウが沢

山ついていました。後で調べてみるとジャガイモ（ナス科）の葉を食べ

る大害虫で、成長遅延や塊茎の肥大阻害などの被害が出ると書かれてあ

りました。 

インストラクターと親子が一緒になってジャガイモを掘り出し、持っ

てきたバケツが満杯になるほどの収穫でした。食害については、小さい

ジャガイモが目立ちましたがよく分かりませんでした。木についてのク

イズは観察を主体とした内容で、直に触れ、特徴や役割等を知る良い機

会となりました。最後に収穫したジャガイモは、女性スタッフが腕に縒

りをかけて料理しました。参加者全員で美味しくいただいたのは、言う

までもありません。 

 

７月２８日(日)「昆虫観察とウォーターシューター」15期 佐々木 健 

この日のイベントには親子50人近くが集まってくれました。台風の接近も心配されましたが、午後から陽も強くな

り暑い日になりました。スタートは皆で虫取り網と虫かごを持ってそれぞれ目当ての昆虫を探しに行きました。その最

中にアオダイショウが見つかり、歓声上がる半面その場から離れていくなど反応も様々でした。 

怖がらない子どもたちは触ったり首に巻いたり、大人はそれを写真に撮ったり等、普段では味わえない体験ができま

した。この後室内に入り、顔型に切り抜いた画用紙に沢山の葉を付けた

お面を作りました。長い葉を髪や髭に見立てたお面や、鼻を葉で円錐形

に造り立体的お面を作っている子どももいて、個性的なお面を沢山作る

ことが出来ました。 

お昼ご飯を食べた後、外に出て子どもと大人チームに離れて分かれ、

それぞれの陣地の上にお城の絵を書いた模造紙を張りました。これを標

的に水鉄砲の水で相手チームより先に模造紙を破るというルールでス

タートしました。しかし的はもとより、その場の流れで直接相手に水を

かける内容も加わり、全身水浸しになり走り回りました。夏休みに楽し

い体験ができたという感想も頂き、楽しい一日になりました。 
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むずかしいなあ・・・ 

11 期 鈴木 武 

「西コミ自然ふれあい学校」令和元年度夏第 1 回が８

月３日(土)・４日(日)の二回行われました。二日とも同

じメニューで自然観察・森づくり・箸とそば猪口づく

り・昼食(流しそーめん)・プール遊び・ネイチャークラ

フトでした。３日のグループは４日のグループと異な

りオリエンテーションからのりが悪く「何で開会式な

のに変な格好で出てくるの？」みたいな雰囲気で質問

にも一切答えてくれず、木村・篠沢コンビも大苦戦で

参加者の心をつかみ損ねてしまいました。ジャガイモ

収穫後に井戸水を汲んでいたところに来たケンタロ

スが水をかぶっておどけてみたのですがこれにも冷

たい視線が……。私にとってもこんなのりの悪い参加

者は初めてでした。我々森林インストラクターが参加

者にいかに興味を持たせるかを考えさせられた一日

でした。帰るときには笑顔が戻ってきていたのでまず

一安心しました。 

太陽の働きを調べています 

2 期 進藤 恵美 

7 月 14 日(土)、イオン利府チアーズがイオンの森

にやってきました。イオンチアーズは、小学校 1 年生

から中学 3 年生までの子どもたちが環境への興味・関

心を育む場として店舗ごとに設置されています。イオ

ンの森で活動しているチームは 11 店舗。 

2019 年度の活動テーマは、「太陽」です。日向と日

陰に植えたトマトやピーマンなどの成長の違いを観

察したりして太陽の恩恵を実感しました。当日はあい

にくの雨で野外活動が困難でしたが、切株の年齢当て

クイズで、太いから年数がたっているわけではないと

生育環境や樹種と年輪の関係について学習しました。 

活動の成果を発表する大会があり優秀なチームは

沖縄全国大会に招待されるとのこと。発表に向けた活

動はこれからもまだまだ続きます。 

 

ひよこインストラクターのよもやまばなし 

夏真っ盛りは過ぎましたがまだまだ暑い日が続きま

すが、外に目を向ければ虫や鳥・魚などの生き物は活

発に活動しています。輝かしいほどの姿や動きを見る

とついある妄想をしてしまいます。それは他の生き物

になる妄想です。皆さんなら共感してお付き合い頂け

ると信じて書きますね。 

では床に腹ばいになり胸の前で手を重ねてあごを乗

せて前を見てください。はい、これで猫の視点を手に

入れました。ほとんどは猫の目の高さより少し低いで

すがいつもの部屋が違って見えるはずです。次は仰向

けになり頭と目を頭頂方向に向けてキョロキョロしま

しょう。これは虫の視点です。植物の下で行うと効果

的です。生き物の目の高さになると世界が変わります。

実際は目の構造や脳の視覚システムが人間とは異なり

ますが、その大きさの動物の見え方が感じられたと思

います。例えばハエにはヒトの振り払う手はスロー再

生のように見えるはずです。こうすると「なるほど。あ

そこが通れそうだ。人間って大きいなぁ。」と思います

し、その高さの空気の匂いもわかります。しかしヒト

は動物のように敏感な嗅覚聴覚ではないのでそこで感

じたことを基に感覚の想像を膨らませ、その生き物の

生活を想像します。私は隣のマンションに登ってカラ

スやスズメなどの目を手に入れますし、飛行機の離陸

の時には眼下の街並みを見て渡り鳥になります。そし

て水泳部で下から水面を見上げた記憶を引っぱり出し

てコイになります。あるときは葉や花にぴったりと近

づいて「毛がある」「しっかりした枝だから多少の風な

ら問題ない」とそこに来る虫の足場を観察したり、石

の表面温度からナメクジは耐えられるだろうかと考え

ます。この妄想は生物の生活を理解するのにとても役

に立っています。まだ食糧や天敵を見つけた時はどう

感じるのかはわからず良い方法を考え中です。皆さん

も妄想してみませんか？ （18 期 阿部映美）



わくわく自然観察会 8月7日

大和町緑化推進委員会PR事業として、蛇石せせらぎ公園と七ツ森ふれ
あいの里を会場にデイキャンプをしました。せせらぎ公園では川遊びと
魚つかみ。協会員も川に入って一緒に生き物探しをしたり、泳いだり水

鉄砲で戦ったり。メインイベントは水槽に放したヤマメとニジマスのつ
かみ取り！追い回すだけでは捕まえられません。捕まえた子から水槽を
出られるとあって、ガンバレーのかけ声の中、全員めでたく捕獲。対岸
のふれあいの里に移動し、捕まえた魚を協会員指導の下におっかなびっ
くり捌きました。串刺しにして炭火焼きに。一匹まるごと骨付きの魚
（それも自分で捕まえたもの）を食べるのは初めての子どもも多く、刺
激的体験となった様子でした。

そらっこクラブ七つ森サマーキャンプ 8月10・11日

13家族が参加して七つ森ふれあいの里で一泊キャンプをしました。
当日は豪雨ありとの天気予報。コロコロと変わる予報に、晴雨なんでも
対応可能な準備に四苦八苦のスタッフ。まずは空をにらみながらふれあ
いの里とつながる「三菱電機の森」で自然散策。雨はなしと判断し、家
族それぞれのテントを設営。バーベキューとカレーの夕食後はライトト
ラップを作って虫を呼び寄せました。残念ながら大型昆虫は現れずじま

第44回宮城県みどりの少年団大会が7月26日（金）白石市の南蔵王野営場で開かれました。
式典には少年団、スタッフ等約400名が参加。協会員53名が運営に携わりました。宮城県緑
化運動70周年記念の青空グリーンコンサートや、平成9年全国植樹祭関連行事として埋設され
たタイムカプセルの開封式が行われました。当時「未来の森」として植えた木が今や立派に成
長し、今回は除伐体験、樹名板設置、沢遊び等を体験しました。子どもたちは、人の手によっ
て荒れ地が緑の森林に変わったことを体感してくれたかな。

散策の後は後藤優子さんの歌と菅野静香さんのシンセサイザーによる「青空グリーンコンサート」
後藤さんは、22年前にこのステージで、当時合唱団の一員として歌った
「ふるさと」を感慨深くソロで披露したのち、ジブリメドレーや映画ドラえ
もんの歌、アナと雪の女王の「ありのままで」などを演奏してさわやかな

歌声が響かせました。

散策

記念式典

ネイチャークラフトブースが23！
他に水遊びや昔遊びなど全部で30
ものコーナーを設置。会員は汗だ
くで子どもたちと格闘しました。
夏休みの楽しい思い出となったで

しょう。
浅野宮城県みどりの少年団連盟会長による

開会宣言、大森宮城県環境生活部長による主
催者代表あいさつ、山田白石市長による来賓
祝辞と、一連のセレモニーが続いたのち、

「みどりの夢カプセル」の掘り起こしに
入りました。掘り起こしには、メッ
セージを封入した平成9年当時の児童生
徒3名も立ち合いました。カプセルの中
からは、ほぼ当時の状態で封入品が出
土し、その中でメッセージを封入した
生徒本人による詩の朗読が行われ、会
場は感慨深く聞いておりました。次い
で、ブナの記念植樹が緑の少年団代表
により行われたのち、参加少年団全員
の記念撮影があり、記念式典の一切を
終了いたしました。

タイムカプセルには何が
入っているかな？

交流会

ヒノキさんはすべすべ

６ 7

い。子どもたちは4時起きしてク
ワガタを捕まえるぞと大張きりで
した。翌朝は竹でバットを作って
野球、蛇石せせらぎ公園での川遊
び、更にネイチャークラフトと目
一杯遊んだ2日間でした。

ｍｉｆｉｎｅｗｓ７１号
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研修報告 「海の環境も考えてみよう」 

2 期 進藤 恵美 

6 月 24 日（月）に会員向け研修会「ビーチコーミングと海岸のお花畑観察」を七ヶ浜町湊浜周辺で行いまし

た。震災後に再生した海浜植物を観察した後、砂浜で漂着物の種類を調べたりレジンペレットの確認をしました。 

震災後、砂浜が縮小していることが報告されていますが、浜がなくなると植物も消えてしまいます。ハマニン

ニク、ハマヒルガオ、メマツヨイグサ、ハマギクなどを見ることができました。 

プラスチックによる海洋汚染が問題となっている中、沖縄県で行われているマイクロプラスチックの簡易的な

回収調査法を体験しました。マイクロプラスチックとは一般に 5mm 以下の微少プラスチックのことです。漂着

物の多い場所（汀線）を基準として①汀線より海側、②汀線付近、③汀線より陸側、④植生帯付近の 4 カ所で

25cm×25cm×1cm の砂を採取。具体的には 100 円ショップで売っているちりとりを二つ用意し両側から

1cm 深さで挟み込む形で表層砂を採取し、水を張ったバ

ケツに入れて浮上したプラスチック等を回収し計数しま

した。マイクロプラスチックの漂着の現状がわかってい

ない今、このような簡易な方法でも、全国各地の浜辺で調

査を行えばプラスチック汚染の現状を簡単に把握できる

のではないかと注目されています。海岸によりマイクロ

プラスチックの量が大きく異なることがわかっているそ

うで、各地の海岸で実施すれば漂着物の量や漂着しやす

い場所等が明らかになると思われます。また簡単に手に

入る道具で誰もが参加できるので環境教育の場でも活用

できそうです。 

漂着物の中には、アマモもありました。海の森も少しず

つ回復している様子が窺えます。周辺は初期の植樹地で、

大きく背丈を超えるまでに成長したマツは、枝払いや間

伐の時期を迎えています。 

6 月の総会で役員になりました。 

 

経理･契約部長 17 期 福士實実さん        研修部長 19 期 田中道夫さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サラリーマン時代から健康のため、巨木巡り

など歩くことを趣味としていました。特に、自

然の中を森林浴をしながら歩くと体が活性化し

て生命力があふれるような気がします。今は年

なので、1000ｍ以下の低山を中心に月 1 回登

るようにしています。最近は胃潰瘍と貧血にな

り、体調を崩して治療に専念するため、残念な

がら登山は自粛しています。また、家庭菜園で

は EM 活性液を使用して花と少々の野菜とブラ

ックベリーを栽培しております。 

今回、経理担当部長を拝命しましたが、現役

時代では会計事務は管理職だけで、実務はほと

んどありませんでした。金額や規模は違います

が、同じような業務なので規定を遵守してミス

の無いよう領収書や帳簿類をチェックし、総会

で承認された予算をしっかり管理したいと思い

ます。また、随時、理事会便りなどで収支状況を

報告していきますのでよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

特に趣味もない私に出来るボランティアを探

していたところ、たまたま、大和町の森林イン

ストラクター養成講座募集を見たのがきっかけ

でした。大和町の件は、65 歳の年齢制限を過

ぎての応募でしたが、「今回は応募者多数でご要

望にはお答えできません」と返信があり、「みや

ぎ自然環境サポーター養成講座」を受講しボラ

ンティア活動をしていたところ、翌年の宮城県

森林インストラクター養成講座の年齢制限が緩

和されたことを知り応募し、受講、合格、現在

に至っております。 

イベントや整備作業へ参加される会員がもっ

と増えるように、特にインストラクターになっ

て日の浅い方々に参加して頂けるようスキルア

ップ研修を今後も計画実施していきたいと思っ

ております。女性会員方々も引率などで参加し

やすいようなスキルアップ研修も実施していき

たいと思います。 

 

漂着物回収、あったあったマイクロプラスチック 
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ことりはうす 

セミ・夏・絶好調 

所長 17 期 伊藤 正義 

 

６月７日に東北南部が梅雨入りしてからは、連日の

雨、雨、雨でした。今日（７月３０日）に梅雨明け宣

言が発表されましたが、今度は酷暑です。７月１３日

にヒグラシの初鳴きを観測しており、梅雨寒の中頑張

って鳴いておりました。ここ数日間は酷暑の中清涼感

を感じさせるヒグラシは最高ですね。しかし、昨日か

らアブラゼミが鳴き始めて、酷暑に上書きをするよう

に頑張って鳴いております。さすがに梅雨時期は雨が

続いたので来館者・入館者もかなり減ってしまいまし

た。しかし、夏休みに入ると毎日のように団体や個人

で元気な子どもたちがたくさん来てくれて、静かだっ

た館内がにぎやかになっております。孫に連れられて

来たおじいちゃん、おばあちゃんは大変、帰宅時には

ヘロヘロで帰宅する姿を見かけます。 

 

 

 

 

県民の森 

「県民の森まつり」8 月 11 日（日） 

2 期 進藤 恵美 

 

クラフトコーナーには、竹の水てっぽう、水笛、竹

馬、呼子笛、ブーブー笛、マツボックリツリー、すべ

すべストラップにひのきさん。他にもお祭り気分を盛

り上げるヨーヨー釣りや（にせ）金魚すくい、毎年大

人気のザリガニ釣り。開始の 10 時には駐車場がほぼ

満車という盛況ぶりでした。 

子どもたちが何に興味を示すのかは予測不可能で

す。野外では水てっぽうが大人気。担当の半田さんは、

雨天に備え竹とんぼも用意したそうです。水笛の涼や

かな音色は日下さんが毎年改良を重ねた成果、大勢の

人が集まっていました。大型クラフトは西巻さんの竹

馬。上手に乗りこなす女の子が竹馬作りに挑戦、My ス

ペシャルを完成させようと気合いが入りました。さす

がに県民の森に集まる子どもたちで、金魚すくいより

カブトムシすくいが人気。釣ったザリガニ同士を競争

させるレース用コースまでありました。 

中央記念館内では「宮城県の大型ヤンマトンボ」の

お話会が開かれ、今では捕まえることが難しくなった

トンボを手に、昆虫少年たちとのトンボ談義が繰り広

げられました。ペーパークラフト作家のヤマモトタイ

シさん本人が手ほどきして紙の動物を作るワークシ

ョップも開かれました。 

また今年は「芝生広場さんありがとうさようなら」

という特別イベントも実施されました。駐車場拡張 

こもれびの森「森林科学館」 

草木川で水遊び！！ 

所長 15 期 千葉 敬一 

 

 夏休みに入ってから、科学館では毎日のように子ど

もたちの歓声が聞こえてきます。連日３０度を超える

真夏日のなか、隠れた人気スポットは、草木川での川

遊びです。夏でも水温は低いうえ、水は限りなく透明

です。もちろんイワナやヤマメ釣りに訪れる渓流でも

あります。イベントでは、イワナのつかみ取りや、藍

染めの生地をさらす場所として利用していますが、渓

流そのものも楽しむことができます。幼稚園や子供会

は、初めから水着を着用してきて、到着するなり川遊

びを楽しみます。また、ソーメン流しの水は湧水で、

スイカ割りのスイカも湧水でキンキンに冷やすこと

ができます。都会では味わうことができないことに、

チョットだけ優越感を感じる季節です。 

 

 

工事のため無くなってしまう芝生広場に全長 40ｍ 

の樋を設置し流しそうめんや流しスイーツを企画。 

まつり当日は流しスイーツの日でした。小豆餡を器

に入れてもらい、じゃんけんで勝った順に場所取り。

白玉、スイカ、メロン、ブドウ、お菓子までが次々に

流れ「こんな楽しいの初めてー」という声があちこち

から聞こえました。子も親も祖父母世代からも歓声と

笑顔があふれ、芝生広場さんも最後に楽しい思い出と

なったことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｍｉｆｉｎｅｗｓ７１号 

10 

労働災害分析と森林整備活動の安全 

                                         14 期 富井 常雄  

 若いころ、工事現場の安全担当をしたことがあります。多発する労働災害

を無くすために、ＦＴＡ（フォルト ツリー アナリシス）による災害分析

を試みました。ＦＴＡは労働災害が発生した時、その要因がどこにあるのか

「なぜ、なぜ、なぜ」とトップダウンで木の枝がわかれるように分析します。

各要因の組み合わせを[and][or]の統計的手法により、災害発生確率を求め

ます。 

「斜面刈り払い作業中、怪我をした」事故を想定すると、まず物的要因と人

的要因に分けます。物的要因では、エンジンを切っても刃の回転が止まらな

かった→事前の整備不良、刃の取付金具が緩んでいた→ナットの損傷などのように分析します。人的管理要因で

は、作業時間が不明瞭、作業内容がわからない→責任者の説明不足などのように分析します。このように客観的

事実に基づいて分析しますが、問題はなぜ、その人が不安全行動をとったのか。技量不足→森林整備経験不足？

体調不良→前日の睡眠不足や二日酔い？気分不良→熱中症や疲労状態？うっかりミス→年齢による衰え？などな

ど、個人のプライバシーに関することは、他人が関知できるものではありません。また年配者の多い森林インス

トラクター協会員は、現役、現役引退者ともに、その道の専門家であり、プライドが高いともいえます。 

森林整備活動の安全確保は、事故発生後の要因分析よりも、危険を予知しヒヤリハットの段階で事故防止を図

ることが望ましい。安全対策部では、安全委員による安全パトロールを実施していますが、それだけでは不十分

です。現地における水際の「ヒヤリハット」、即時の「声掛け」が重要です。ベテランから新人への声掛け、また

その逆もしかり！！「声掛けは相手に対する思いやり」です。 

不安全行動を無くすには、各人の安全感覚を研ぎ澄まし危険予知する能力が重要です。安全講習会、技術研修

会に参加し、個人の資質を向上させることが大切です。 

 

リレー式 会員の広場      「ざっことり」       

17 期 佐々木 利彦  

地域で開催されている「ざっことり」について書きます。毎年 1 月末に農業

用水路で上川名活性化組合が主催して「ざっことり」が行われています。上川

名機関場の管理者が水が少なくなる冬に機関場のゴミの清掃をしていたのです

が、３０年ほど前に清掃に協力している地域の若菜会（青年団の名称）との親

睦を目的に清掃活動と一緒に越冬中の「ざっこ」を獲って食味会を開いたのが

このイベントの始まりとのことです。１０年前には地元の㈱サカモト（2017

年通常総会で大沼社長様が講演をされました）様の共催も頂き、子どもたちに

も体験をさせたいとの思いも加わり、限られた関係者の楽しみだった「ざっことり」が、今では子どもたちの自

然観察を兼ねた地域ぐるみの一大イベントとなりました。この機関場は低地排水を目的に五間堀の下を潜るサイ

ホン式になっていて、サイホンの底に溜まっている越冬中の「ざっこ」を獲ります。いい年をした大人たちが真

冬の寒気の中、水に入って夢中になって「ざっことり」をしている姿はまるで子どもに返ったようです。 

「ざっこ」はほとんどがナマズ、コイ、ミノゴイ、ヘラブナ、マブナで以前に比べて超大物は少なくなりまし

たが、３０㎝超えのコイ、ナマズが普通に獲れています。干上がった護岸ブロックのスキ間にはウナギもいて今

年は不肖私が６０㎝の大物を捕まえました。獲った「ざっこ」は水槽に放して参加者に観て、触ってもらえるよ

うにしています。以前はブラックバスやライギョも獲れたとのことですが、長年の清掃活動のおかげで今は姿を

消したようです。活動後の食味会では、ナマズのから揚げ、コイの旨煮・

あらい等々獲物を肴に大宴会と五感を使った活動となりました。 

「ざっことり」に参加している子どもたちは小学校低学年の児童がほと

んどですが、氷が張った川底でモズクガニや子ウナギを見つけて大はしゃ

ぎをしている姿を見ると、これからもできるだけ多くの子どもたちに地域

の淡水魚に親しんでもらえる機会を継続していけたらいいなと思いながら

辺り一面雪景色の２０１９年「ざっことり」を楽しみました。 

安全のページ            

次回は１８期の佐藤千春さんにリレーします。 
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６月４日の総会で役員が承認されました。 

前列左から、経理・契約部長福士實実さん（17 期） 

環境・森林事業部長兼海岸林再生事業部長原恒夫さん（３期） 

会長髙橋孝紀さん（１４期）、総務部長櫻井道子さん（１７期） 

中段左から、研修部長田中道夫さん（19 期） 

副会長大浪幸子さん（８期）、広報部長原田良一さん（１４期） 

後列左から監事渡辺淳さん（１２期） 

安全対策部長富井常雄さん（１４期）監事加藤宏さん（１２期） 

副会長兼施設管理事業部長及川信彦さん（１４期） 

事務局長太田厚さん（１５期） 

写っていませんが企画部長木村健太郎さん（１期） 

 

 

 

 

 

 

若生尚さん（１０期）が 4 月 23 日に逝去されました。いつも子どもた

ちと力一杯向き合っていた若生さん。子どもが何を面白がるのか常に追求

し、オジギソウを１００本も育てて少年団大会で配ったり、ユニークなク

ラフト作品を考案したり、専門知識を生かして事務所のネット

環境を整えたり、会報の効率的な進め方の段取りを整えたり

と活動を牽引してくれました。天体にも詳しく、皆勤賞を狙

う息子さんを休ませてキャンピングカーを走らせ関東の方ま

で日食を追いかけた話も聞きました。自家製ハバネロ処理過程

で目が腫れて開かなくなってしまったことを会報委員にメー

ルで注意喚起、そのハバネロを何度か持ってきてくれましたが

怖くて怖くていらないと逃げ回っていました。恐ろしいやらお

かしいやらの恐怖のハバネロ事件も忘れられない思い出です。あ

ちらでも先駆者として駆け回っていらっしゃることでしょう。ご

冥福をお祈りいたします。（会報委員） 

 

編集後記▶8 月中旬より東北放送ラジオ「ロジャー大葉のラジオな気分」にて 7 期畠山京子（野泉マヤ名義）

さんが作者の一人となっている「みちのく妖怪ツアー」の朗読が放送され、楽しませていただきました。東北

各地に伝承されている妖怪を学習しながらゆかりの地を巡る子ども限定のバスツアー。各地を訪ねるごとに一

人、また一人と子どもたちが消えていき．．．というミステリー仕立ての怪談です。原作本は新日本出版社から

出版されているそうです。原作本も探してみようと思いました。（8 期 石川似子）▶私ことですが、定年後は

将来の子どもたちが自然とふれあえるような場所や樹木の世話をするつもりでした。しかし、昨年孫が生まれ

多分にもれず親バカならぬ祖母バカになり、このたび孫のいる群馬県に住居を移すことにしました。養成講座

を一緒に受けた同期の人たち、卒業したくないほど楽しかったです。協会の活動を通じて知り合った人たち、

いろいろなことを教えていただきました。原稿の依頼等に苦労した広報委員会の人たち、大変お世話になりあ

りがとうございました。群馬県から協会の発展と会員の皆様の健康をお祈りいたしております。（12 期 阿部

郁子）▶20 期生の新米会報委員です。草刈りボランティアでは先輩のパワーに圧倒され、自然観察会では子

どもたちの超変化球の質問にオタオタしたり、なかなか鳴らない草笛に冷や汗をかいたりと失敗の連続です。

それでも童心に返って子どもたちとのびのび楽しい一時を過ごしています。帰りのバスから笑顔で手を振る子

どもたちを見送りながら、この子どもたちが自然の魅力を感じ、心豊かに成長してくれたらーー。そんな事を

思いつつ、活動の魅力や子どもたちの様子を伝えるお手伝いが出来ればと思っています。（20 期 高橋秀） 

☆会報紙の表紙 

表紙を飾る写真・イラスト・絵

を募集します。活動中に目に

する風景や自然をテーマにお

寄せください。 

☆紙上講座原稿 

皆さんが密かに隠し持ってい

る技術・得意技・情報を紙上で

披露してみませんか。 

    連絡先 事務局まで 

 

募集中  
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 7 月 26 日 第 44 回宮城県みどりの少年団大会 

８月 10 日 トヨタネッツ仙台 

そらっこクラブサマーキャンプ in 七ツ森  

8 月 11 日 県民の森 夏祭り 


