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海とプラ   会長 14 期 髙橋 孝紀  
 

現代はアウトソーシングの時代とも言われます。食

事のおかずはスーパーの総菜、洗濯はクリーニング店

で、子どもの勉強は塾で、コミュニケーションは携帯・

スマホで等々、便利だから、忙しいからと私たちの生

活そのものがアウトソーシングに浸っております。そ

んな今更戻れない便利を求める社会の中で、２００７

年に仙台市では有志のスーパーが買物ポリ袋の無料配

布を無くしました。その動きは宮城県全域、更に東北

の隣県に広まっていきました。 

当時は環境問題が叫ばれ、現在のパリ協定の前身と

なる京都議定書で、温暖化をどうするかが話題になっ

ていた時期でした。しかし、この動きはスーパー以外

には拡大せず今日に至りました。ところが、最近また

ポリ袋の有料化、ポリ容器の廃止の法制化の動きが出

てきました。理由は海洋汚染です。「太平洋ゴミベルト

地帯」といわれる海域には海に漂うプラゴミが集まり、 

 

 

 

 

 

 

 

 

それが、５ミリ以下に砕かれたマイクロプラスチック

になり、魚の体内に入り込み生態系に悪影響を与える

と懸念されております。 

プラゴミのほぼ半分が、ポリ袋や使い捨てのポリ容

器で、我が国の一人当たりの発生量は、残念ながら米

国に次ぐ量といわれております。海の中では声を出せ

ない魚が苦しんでおります。ボウガンで刺されたカモ

メに怒りや悲しみを覚える私たちが、遠く見えないか

らと言って無頓着・無関心であってはならない筈です。

法制化以前に、私たち一人一人の心配りがあれば、海

底の魚の悲しい涙を少しでも無くすことが出来るので

はないでしょうか。 

さらに、忍び寄る気候変動に対しても無関心であっ

てはなりません。台風１９号通過後、学び舎の前の崖

の崩落を初めとして、遊歩道等に甚大な被害が出てい

ます。この秋の未曽有の降水量は私たちへの警鐘なの

かも知れません。 
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１期 木村 健太郎 

 

ショックです。 

青少年の森や「ＥＳＤ学びの森」に子どもたちが植

えて、１１月の収穫を楽しみにしていたサツマイモが、

イノシシに食べられて全滅してしまいました。 

あわせて、イベントでいつも大活躍してくれるカブ

トムシ幼虫たちも、忽然と姿を消してしまいました。 

イノシシから見れば、我々の活動フィールドは、ホ

テルのバイキングみたいなものでしょう。栄養バラン

スもとてもいいです。 

これまで、痕跡はありながらも大きな被害は無かっ

たのですが、台風１９号の被害のあと、極端に人の通

行が減ってしまったため、イノシシも遠慮が無くなっ

てきたようです。 

確かに、丁寧に手入れをしている「ぐりりの森」や

「ＥＳＤ学びの森」でも、人の気配がないと、暗く荒

廃しているような雰囲気になってしまいます。改めて、

散策者のパワーとありがたさを痛感しました。 

遊歩道は、「～があって危険だから」という理由で簡

単に閉鎖してしまいますが、閉鎖することによる弊害

やリスクというのも考えなければなりません。 

少なくとも、県民の森の遊歩道は、閉鎖が長期に渡

れば渡るほど弊害が大きくなるので、多少おカネが掛

かろうが、疲れようが、我々の力でできることはどん

どんやっていかなければならないと思います。 

 

台風１９号では、森づくりイベントを中止する企業

も相次ぎました。１０月は４社が立て続けにイベント

中止を決定したほか、しつこく開催の可否を尋ねてく

る企業もありました。 

今回ばかりは私も頭を悩ませました。特に慌てたの

は、グランディ２１第１駐車場南から「ＥＳＤ学びの

森」までの階段が閉鎖されたことです。まさにこの「大

動脈」を使うイベントが数件迫っており、あまり考え

る余裕はありませんでした。 

何より、主催者を「安心」させなければなりません。

行政的な感覚だったら「イベント中止」になりそうで

すが、私は、意地でも中止しないことを前提に、他の

メンバーから聞かれても「全然余裕だよ」とウソぶい

ておりました。 

そもそも、我々が活動している目的のひとつは、災

害に負けない人間を育てることです。我々が災害に負

けるわけにはいかないのです。 

凄惨な崩落現場を睨み付けては、「怯むと思っている

のか、この程度のことで」が再び口癖（独り言）にな

りました。東日本大震災以来です。 

結局、みんなの力を結集して強引に別のルートを整

備し、事なきを得ました。 

 

我々の活動では、「心」と「力」の両方を育むことを

心がけています。「心」は「自然愛」「思いやり」「花鳥

風月を愛でる余裕」など。「力」は、「体力」「精神力」

はもちろん、「判断力」「物事の洞察力」「自己肯定力」

「環境感性」など多岐に渡りますが、最近特に重視し

ているのが「減災力」です。 

「減災力」の定義は難しく、調べても分かりません。

ただ、具体的には下記のようなことです。 

台風明けの朝、みんなが歩く歩道で、コンクリート

がめくれてしまい、穴ができていました。 

最も減災力のない人は、この穴につまずいて転んで

怪我までしてしまい、さらに頭にきて役場に抗議の電

話をする人でしょうか。 

他に、穴をうまくかわす人、つまずいて転んだけれ

ど怪我をしない人、役場に報告する人など、いろいろ

な人がいると思いますが、最も減災力がある人は、自

ら最低限の補修をして穴を埋めてしまい、あわせて管

理者に連絡できる人でしょう。 

「危険を認知する能力に長けている上に、危険をそ

のまま放置せず、補修する技術とコミュニケーション

能力をも兼ね備えている人」とでも定義しましょうか。 

この能力は、小さな頃から友達と自然遊びをしてい

るだけで自然と身につくものなのですが、わざわざフ

ィールドと機会を準備して「訓練」するような、非日

常的なものになってしまいました。 

行政やマスコミも、「子どもたちが外で遊ばなくなっ

たのは問題だ」と言いながら、どんどん遊び場所を奪

っていく社会に誘導しています。 

自然には危険も怖さもいっぱいです。転んだり手を

切ったりハチに刺されたりしたら痛くて怖くなるけれ

ど、危険や痛みを身をもって知らずに、闘う力を持た

ずに大人になるほうがはるかに怖いということを社会

が認識しなければなりません。自然相手の危険や痛み

と闘う回数が多いほど、逆境や困難に打ち勝つ精神力

や知恵が身につくのです。 

当協会のイベントのコンセプトのひとつは、「危険な

ことを安全に体験させる」です。もっと奇抜で新しい

「減災プログラム」を、これからも考えていきます。 

～ 減 災 が い ろ ん ～ 
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台風１９号水害被害対応に想う  環境・森林事業部 ３期 原 恒夫 

この秋は日本列島にふたつの大きな台風が襲来し

て大きな災害をもたらしました。先の台風１５号は関

東、特に千葉房総半島で強風による被害が甚大でした。

また、後の台風１９号は短時間大雨でがけ崩れや河川

堤防決壊など、東日本一帯にさらに大きな被害をもた

らしました。 

ここ県民の森も１０月１２日夜襲来した台風１９

号で大きな被害を受けました。写真は青少年の森学び

舎南側杉林崩落で、学び舎の大ガラスが破損しました。

幸か不幸か前の駐車場に止めていた代車（協会車修理

のため）が倒れた杉やケヤキの大木を受け止め、学び

舎の身代わりとなりました。１３日は青少年の森で午

前中は「もりもり教室」が予定されていましたが、１

６日まで臨時閉園となりました。その間県民の森管理

事務所では総出で園内すべての管理道や遊歩道を確

認し、安全を確認できない箇所については通行止の措

置を取りました。 

 協会でも１３、１４日は大勢の会員およびボランテ

ィアの方々のおかげで学び舎前の片付けを終わらせ、

他に早急に復旧必要箇所を管理事務所に確認しまし

た。すると菅野沢溜池から林間広場にかけての崩落土

砂および散乱丸太の撤去と橋の補修の要請があり、 

１６日は１２名の参加で土砂および散乱丸太の撤去

と橋の補修を、２１日は１１名参加で１号管理車道に

ずり落ちたアカマツ大木の処理と土砂の撤去作業を

行いました。日頃の森の整備作業で手馴れた方がほと

んどでしたので手際よくでき、さすが森林インストラ

クターでした。 

 これからも協会として必要に応じて、特に人気の少

なくなる冬場に枯損木処理に合わせて根返りした倒

木処理など復旧作業のお手伝いをしていきたいと思

います。 

 

あきもくさかったよ  海岸林再生事業部 14 期 水原 洋一 

前回会報（71 号）でご報告した以降も、残暑と台

風接近の中で海岸林植樹地の草刈りなどを皆さんの

ご協力のもと引き続き行って来ました。 

 8 月 20 日山元町（クミアイ化学さん、ゴルフ緑化

さん）、8 月 22 日仙台市荒浜田ノ神（カワイさん、ゴ

ルフ緑化さん）、9 月 19 日同北官林南（ネッツトヨタ

さん）で草刈りを、8 月 8 日荒浜社会貢献の森（ホー

マックさん）で枝打ちを、更に 9 月 25 日北官林南

（六郷小）でＡＰＳJapan さん（医療器具の消毒装置

を販売）がクロマツ補植と草刈りを、10 月 11 日北

官林北でクミアイ化学さんがコナラの補植を行いま

した。加えて 11 月 4 日荒浜北山でナイスさんがクロ

マツ植樹を行い、延べ約 100 人（うち協会員約 80

人）が活動しました。更に更に 8 月 24・25 日は多

賀城市公民館の環境フェスに出展し、約 200 人の来

場者に海岸林の説明やネイチャークラフトを紹介し

ました。ご参加頂いた方々大変ご苦労様でした。 

今年度残りの活動は、12 月に東京ビッグサイトで

の 3 日間の出展と 2 月にワークショップ（2 日間）が

予定されていますが、皆さんお楽しみのニセアカシア

バスターズも行う計画とのことです。なお、クミアイ

化学さん、多賀城市の環境フェス、東京ビッグサイト、

ワークショップは、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なります。 

 来年度は海岸防災林造成の最終年となり少年団大

会を含め数件の植樹が見込まれますが、その後は草刈

りや枝打ちに加えサンザンイチバツ※などの育樹に活

動が移行して行きます。（現在、国・県が手法や手続き

などを検討中らしい） 

 老若男女が集い・楽しむ海岸林を次の世代に引き継

ぐよう、松林が順調に成長するまで皆さんのご協力と

ご参加をお願いいたします。 

＜サンザンイチバツ：三残一伐 ３列を残し、１列を伐採す

る造林手法。同様に二残一伐という方法も有ります＞ 

森の学び舎前の杉林崩落 

APSJapan の皆さんと補植・草刈り 
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紙上講座 宮城県森林インストラクター養成講座の一部を紹介します。 

 昔遊びやジャグリングをする意義を「減災」という観点で考えてみましょう 

 

宮城県森林インストラクター協会の「減災」 

「災害に強い」とは 

日本は自然災害の多い国ですが、近年はその勢いも

規模も大きくなる傾向にあります。東日本大震災後に

強く感じたことは、日常的に自然体験をしていた家族

は「生きる力」に満ち溢れ、震災後の混乱にたくまし

く立ち向えたということです。逆に、都市型の生活体

験しかもたない家族は、被害が小さくても弱く脆かっ

たように思います。また、さまざまな道具を使える人

は災害時にとても強く頼りになるということです。そ

して、普段からコミュニケーションが密で、暗黙の協

力体制ができている地域（家族）は強いということで

す。 

 

「減災」という考え方 

環境に対する感性を研ぎ澄まし、自分で感じ、考え、

判断することが緊急時には大切になります。その感覚

をどう育むのかが、実は災害被害を小さくするうえで

大事になってきます。災害を未然に防げるように準備

することが防災ですが、災害の被害を小さくするよう

に努力することが減災という考え方です。減災のため

には、災害にあってもあわてず、考えなくても的確に

体が動き、周囲を励まし前向きにさせる人材を育てる

ことが大切になります。 

 

活動の留意点 

 活動では 3 つのことに留意しています。 

① 「環境教育防災林」を全国に広め、「学校の森」

と「減災プログラム」を整備すること 

② 普段の活動に減災プログラムを取り入れること 

③ 森にこだわらない外遊びのプログラム（昔遊び）

を充実し、体の動かし方を会得させること 

 

かつては、自然の中での遊びとか体をフルに使った

遊びとかを体験しながら当たり前に身に付けていたこ

とを、活動の中で身に付けてもらうことを目指します。

具体的な減災プログラムの内容としては、とことん便

利な暮らしが普及する中、忘れてはならない里山の知

恵や技術を伝承する内容を組み入れます。 

 

減災プログラム 

例えば、薪を割る、かまどを使う、いろいろな方法

でご飯を炊く、ロープを使う、などなどの体験です。

昔遊び体験としては、独楽廻し、ポイ、スピニングプ

レート、中国ごまなどいろいろなオプションをくみこ

めます。親子で頭も身体もフルに使って健全に遊ぶ機

会が減っている中で、やれば誰でも熱中できる遊びを

見つけて徹底的に楽しめる内容を組み込みます。 

 

遊びの大切さ 

遊びを通じて、「緊張」や「不確実」、「やってみなけ

ればわからない」といった感覚を身に着けること、そ

こから向上心を培いコミュニケーション能力を育むこ

と、体感を鍛え、たくましく感性豊かな人間を育てる

ことができます。遊びの中で培い身に付いたものが、

「生きる力」につながるということを信じて、遊びを

積極的に取り入れているのです。（文責 会報委員会）
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森を一緒に育てよう！ 
 

鈴木工業株式会社みんなの森 森づくり活動 2 期 進藤 恵美 

 

10 月 5 日（土）に利府町森郷

にある「鈴木工業（株）みんなの森」

で森づくり活動を行いました。創

立 45 周年の記念事業として平成

23 年 10 月に開所した森です。当

初は深い藪でしたが植樹した木々

が大きく成長し、だんだん森の形

になってきました。近隣の保育園

を招待し、8 年前から園児と一緒

に活動を続けています。森でのサ

バイバル体験を楽しみにしてきた

という元気な24人の園児を加え、

利府の街を一望できる「みんなの

森」で秋の 1 日を楽しみました。 

大人班は成長した木々の除伐や

枝打ち、遊歩道の整備をしました。

社員の皆さんは仕事が早い！！あ

っという間に片付けてしまい頼も

しい限りです。園児達は、協力しあ

いながら長―い丸太を運んだり、

崖登りをしたり、自然の中でのび

のびと遊びました。年長の子はサ

バイバル度が足りないと生意気も

言います。 

お昼は、炊き出し訓練を兼ねて

の炊きたてご飯に骨ごと煮込んだ

レトルトチキンカレー。カレーは

障害者施設で作っている商品です。

おなかがいっぱいになった後はネ

イチャークラフト。会員もブンブ

ンごまの回し方を手ほどきしたり

童心に返りました。練習の成果を

得意気にブンブンとならす園児達

でした。 

取引先の企業に協力をお願いし

てお土産を用意したとの事で、大

きなお土産袋に園児達は大喜び。

なぜか銀行提供の貯金箱が人気で

した。多種多様な所を巻き込んで

地域振興にも貢献したいという会

社の心意気も感じた活動でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そらっぱ笑顔の森 ふれあい森林教室  17 期 持田 立子 

  

10 月 6 日（土） かなり怪しい

曇天でのそらっ子クラブが始まり

ました。参加は 21 家族の親子 76

人、主催者スタッフとインストラ

クターで総勢 100 名ほどの大所

帯でした。自然観察、森作り、いろ

いろ遊び、お昼の芋煮にネイチャ

ークラフトと盛り沢山です。 

私は引率担当で家族 4 人、お母

さんと小さい弟、元気が有り余っ

てるお兄ちゃん、そして妹です。妹

は森が怖い、カブトムシ怖い、蝶々

イヤでその度に半べそで、あら

ら･･･自然観察は空回り状態。でも

森作りエリアにたどり着けば、担

当の方たちの有無を言わせない巧

みな誘導で色んな事を体験。竹で

笛を作ってもらってチャレンジ、

弟は竹の打楽器を打ち鳴らして超

ご機嫌。階段や道を作ったりであ

っという間に午前中も終盤です。

お腹が空いたとの声に「お昼は山

形芋煮だよ」と言うと妹は牛肉嫌

いと言ってまた泣く。それでも手

を引いてご飯の場所までたどり着

き、様子を見ていると、芋煮が美味

しかったのか妹もお替りの列に並

んでいて微笑ましかったです。午

後のネイチャークラフトもワイワ

イと楽しそうにいろいろ挑戦して

くれました。空も味方して終わる

時間まで雨が来なかったのは皆の

日頃の行いのおかげかしら？ 

今回は森や虫が怖いと言う子ど

もさんに「自然が楽しいことを少

しでも感じてもらうにはどう接す

るか？」を考えるきっかけになっ

た貴重な体験でした。 
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イオンの森   

イオンチアーズクラブ 
１４期 原田 良一 

当日の天候は晴れ。数日前から一気に気温が下がり、

晩秋の趣きが感じられる中での活動でした。先月の台風

の影響でグランディ２１からの階段遊歩道が通行止めの

ため、ESD学びの森を通る新ルートからのアプローチと

なりました。新ルートは急勾配のためロープが設置され

て、これを伝っての通行となります。 

グランディ２１から出発。新ルート入口までは葉っぱ

の鉄砲づくり、濃紫の実の試食などを楽しみながらのプ

ロムナード。道のところどころには、クマが出たとのこ

とで小さな鐘が備え付けられており、めいめい思い思い

に鳴らしておりました。新ルートの昇りでは子どもたち

が辟易するのではと心配していましたが、それは杞憂に

終わりました。子どもたちは、とにかく元気です。 

きぼうの森での活動では、各自手際よく鍬での遊歩道

拡幅・整地、落ち葉集め・袋詰め・温床への運搬、道路脇、

温床を丸太止めし、整備をすることができました。活動

の合間にはコーディネーターによる「森のなかの光の入

り具合」と「植物相」などのコメントもありましたが、聞

いていたかは？です。この後、お土産用のカブトムシの

幼虫持ち帰り活動があったのですが、すでに猪に食べ尽

くされてしまったとのことで残念な結果になってしまい

ました。 

昼食時には山形系の芋煮汁。大変好評で完売となりま

した。小さな男の子がおかわりのお椀を持ってきました

が、「なくなってしまったの、ごめんね」と言われてガッ

クリ。でも、事務局留守番用の分をコッソリ分けてもら

い大喜び。その後ろ姿を見てホッコリしました。その後、

私は、別任務のため場を離れましたが、午後のネイチャ

ークラフトの後、元気に新ルートを下り帰路についたと

のことでした。 

東京エレクトロンの森 

第3回植樹活動 

２期 進藤 恵美 

大和町宮床の東京エレクトロンの森で社員家族 84 名

が参加して植樹活動をしました。開会式会場のクリの木

には熊だなが！！身近な場所に熊の存在を感じて一同ビ

ックリでした。 

7 班に分かれ、ちびっ子を含む親子チームは引率イン

ストラクターと森に出発。引率に課されたのは、植生豊

かな木々の中から、タニウツギ、マンサク、ガマズミ、ヤ

マハンノキ、リョウブを見つけ出して樹名板をつけるこ

と、ケヤキ、ミズキ、オニグルミ、エノキを植えること、

巣箱をみんなで作って取付けること。枝打ち、間伐、遊歩

道作りや崖登りにも挑戦しました。1、2歳児が多く、転

ぶ子続出、泣く子もいましたが果敢に森歩きに挑戦して

いました。国際色豊かで韓国班と中国班もあり子どもは

流ちょうな日本語、大人同士は母国語での会話でした。 

屈強な大人チームは遊歩道の補修と倒した木の集積と

いう重労働を課せられ、嬉しい悲鳴。体力を使い果たし

ながらもきれいに集積を終え、大きな広場ができあがり

ました。 

昼食は立輪水辺公園に移動して伊豆沼農産のケータリ

ング。大きなソーセージと分厚いスペアリブと豚汁に舌

鼓。食後は広場でクラフトや様々な遊びに興じました。

晴天にも恵まれ色付く雑木

林の中で、郷土を守ることに

もなる充実した活動ができ

ました。昨年に引き続き参加

した家族が多く、楽しいイベ

ントと認めてもらえたかな。 

例年イベントラッシュに見舞われる秋ですが、１０月は企業イベントが４件も中止になりました。 

そんな中、１１月１０日は３つの事業が重なり、会員約５０名が３カ所で大奮闘した１日となりました。 
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    ９月８日（日） 「初秋の昆虫観察」１８期 阿部 映美 

 

まだまだ暑さの残る 9 月上旬のもりもり教室は、バッタやトンボなどの昆虫観察とその昆虫たちをテーマにしたク

ラフトを行いました。参加者は夏休みだけでは遊び足りなかった様なやる気溢れる親子さんたち。昆虫探しに出かける

子どもたちの手には“指令書”なる難易度別のハントしたい生物が書かれた紙が配られ、インストラクターと作戦を立

てながら出発していきます。暑さも日差しも何のその、お目当ての生き物がいそうなポイントで網をふって捕まえます。

もりもり教室では見慣れた光景でも、自然の中で子どもたちが遊ぶ機会が減った近年では頼もしい姿に見えますね。 

もりもりの活動に初参加だった筆者が中でも驚いたのは、虫網を持ち少年に戻ったお父さん方でした。ある班のお目 

当てはニホントカゲで、隠れ家になりそうな資材置き場や伐採木を丹念に探し、逃げられること数回…、あきらめてカ

ブトムシの幼虫を探し始めました。すると、「いたぞー！息子！そっち！」 

「右！下！」「あれ、逃げられたか？……ゲットー！！」と全員の連携プレイ 

で捕まえました。子どもたちより興奮して目をキラキラさせているお父さん 

たちの興奮が伝わり、親子での活動がよりイキイキとした体験に変わってい 

くようです。「親子」ではなく「親友」のような関係で楽しんでいることに、 

親子での参加の素晴らしさを感じ 

られました。帰る時には自慢のク 

ラフトやお土産とハンティング体 

験でご満悦な後ろ姿でした。 

 

 

 

１１月３日（日） 「サツマイモ収穫」９期 鈴木 武 

 

スタッフの打ち合わせ前、ハッチャンが元気ありません。それもそのはずハッチャンが大切に育てていたサツ

マイモがイノシシの食害にあって全滅したのです。そこで急遽計画変更です。 

初めにサツマイモの蔓を片付けてサツマイモが残っているかどうかスコップで掘って確認する、ヤーコン・大

根を収穫して昼は計画通りサツマイモを料理しておいしく食べる、とい

うことになりました。参加者にこのことを伝えるとがっかりした様子で

したが、計画通り班編成の後、畑へ。途中芝生広場の一部がイノシシに

掘り返されているのを見て、改めて被害を体感した様子でした。畑では

芋づるを取り去って掘ってみてもサツマイモは出てこず食害のひどさ

に驚いていました。ヤーコンは根元にロープを結び子どもたちが綱引き

のようにして掘り起こしました。大根はじゃんけん大会で勝った人から

収穫するルールで始まり、どの大根にするか親子の声が飛び交い子ども

たちは太い大根を探すために大根

畑を行ったり来たりして大盛り上

がりでした。森林学習館ではサツマ

イモの天ぷら・大学芋・味噌煮・ス

イーツ、ヤーコンのサラダなどなど

多彩なメニューが待っていました。

これらに舌つづみをうち、ヤーコン

や大根をお土産に大満足のもりも

り教室でした。 
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7 種類のサクラを植えました 

10 人の森の妖精（？？？！）によるサクラ記念植樹 

環境学習 ふれあい森林教室「尚英中の森」 

２期 進藤 恵美 

９月１０日（火）、福島県新地町

立尚英中学校の１年生７５名が自

然体験学習にやってきました。作

業実習を通じて環境保全について

考えてもらうことが目的です。い

つもは写真を撮るだけの私がなん

と１グループを任せられ、森林の

手入れをする意義や、林業の大切

さについて考えさせるようにとい

う指令です。集合場所のグランデ

ィ２１から「ESD 学びの森」まで

引率する間に森林環境について生

徒達に興味を持ってもらわなけれ

ばなりません。植物なんかよりも

整備された公園のローラーコース

ターに興味津々の生徒達、朝露で

濡れていたので滑る事は諦めさせ、

とにかく誰よりも早く作業場に着

く事を目指しました。 

周りのインストラクターはと見

るとそれぞれが用意したネタで生

徒達を引きつけています。見かね

た教授が葉っぱ遊びで助け船を出

してくれました。おかげで生徒た

ちと少し距離が近づき、先輩たち

が整備してきた尚英の森を案内。

「俺んちの杉林もこんな感じ」と

いう生徒に「？？？新地町ってど

んなとこなの」とリサーチ不足を

悔いる・・・。 

虫取り網を空中でひらひらと回

すだけでトンボを捕る天才昆虫採

集少年もいれば小さな虫も怖いと

叫ぶ女子生徒も。森に虫がいなく

なるとはどんな意味かを考えても

らいました。ゴキブリはいなくて

もいいんじゃないかという問いに

は、「んー」と絶句。皆さんどう答

えますか？ 

 

企業の森イベント「宮城県 ENEOS」の森植樹活動と 20期生の記念植樹 

20 期 鎌田 佐知子 

11 月 16 日（土）の一段と冷え

込んだ朝。JXTG エネルギー㈱の

皆さんは「元気いっぱい」という印

象。子どもたちも何回も森林ボラ

ンティアに参加している様で意識

の高さを感じました。 

グランディ２１駐車場内で受付

後、ENEOSの森まで徒歩約15分。

台風 19 号崩落被害で立入が制限

された為、整備したてのホヤホヤ

の連絡路は急勾配、杭にロープが

つないであります。まるでアスレ

チックです。ロープをつたい息を

切らしながら登りました。坂の途

中くじけない様励ましの言葉を掛

ける私達（苦笑）。「帰りもここな

の？」という声もチラホラ。 

開会式後は班毎に別れ活動開始。

①自然観察３班（子ども連れ）②植

樹４班③整備２班。私は①の担当。 

紅葉の時期、植物の不思議を学

び、綺麗な景色を堪能。諸先輩方の

話術と技術で子どもたちはみるみ

る笑顔に。竹の除伐活動でも意欲

的でした。竹が笛やコップに変身。 

子どもたちは目をまん丸にして興

味津々。私は、さすがッと感心しき

り。巣箱も取り付け、「小鳥が住ん

でくれるといいね」と願いを込め

て活動終了。 

意欲を導く方法を学び、同期の

仲間達が植樹指導をする姿に頼も

しさを感じました。笑顔と自然の

大切さを啓蒙できる活動、なんて

素晴らしい！ 

午前中のみの活動でしたが閉会

式では労いの言葉を頂き、笑顔で

閉会しました。 

 

活動終了後、20 期生の記念植樹

をさせて頂き、この樹木と共に仲

間達と少しずつ成長できたなら◎。 
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 森林科学館 秋の四大イベント  

               ９期 小林 妙子 

                                

①お茶会は、科学館周辺の自然観察をしながら、野の花を摘み竹製の花生けにそれぞれが思い思いに飾り付けます。

飾り付けの完成したテラス前で、琴の生演奏が開始されます。童謡中心の優しい音色が耳に心地よく響き始めたこ

ろに、新藤社中による呈茶が始まります。お菓子は科学館専属進藤菓子店の手作りです。これが科学館の「お・も・

て・な・し」。 

②キノコのイベントは科学館人気イベントの第３位です。今回は台風１９号の接近で中止となりました。各地の被

害は、東日本大震災を思い出させるものでした。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますと共に被災された

方々が一日も早く復興されますことをお祈りいたします。自然の驚異を何度も目の当たりにし、改めて自分なりに

再考すべきことが増えました。 

③花山一桧山の紅葉は穴場スポットです。国見峠から自然観察をしながらこもれびの道を２時間半ほど歩きます。

尾根筋の歩きがほとんどで小さい子の参加もあり、春の「一桧山を歩きましょう」も好評です。クマだなを見つけ

たり、大木の熊の爪痕を見たり、秋には山の恵みも見つかります。山の恵みは一時紅葉を楽しむことを忘れさせる

ほど参加者を興奮状態にするようです。 

④キノコのイベントと肩を並べるくらいの人気イベン

トです。今年度最後のこのイベントは職員総出でクズ

のツル集めに奔走します。前期高齢者集団の職員には

荷の思い労働です。しかし、思いもよらないほど素敵な

あるいは独創的なかごが仕上がると何ともうれしいも

のです。それぞれが世界に一つだけの MY かごです。

かご編みの難しい小さい子どもたちにはクリスマスリ

ース作りも準備し楽しんでいただいています。 

この他にも特番イベントも企画実施しています。協

会員の皆様のサポーターとしてのご参加お待ちしてお

ります。よろしくお願いいたします。 

 

ことりはうすの秋景色 
所長 17期 伊藤 正義 

前庭にあるカエデ系の樹木がきれいに紅葉している

季節になりました。１０月は台風の影響で木橋が流さ

れたり、ことりはうすの一番の名所であるワサビ沢の、

昨年新しくなった階段が土砂崩れで倒木したカエデに

直撃されて損壊してしまい、現在（１１月１０日）も通

行止めが継続しております。 

１０月はさらにカメムシが大発生。館内外に多数の

カメムシがゴソゴソ、「ことりはうす」ではなく「かめ

はうす」状態でした。その様な１０月を過ごし１１月に

入ると森の中に点在する「メグスリノキ」が太陽の光を

浴びて感動するくらいの景色をもたらしてくれます。

特にコゲラコースの奥付近の場所は、カエデ系の樹木

が多いため勤務する職員でさえ見とれるくらいの素晴

らしい紅葉です。蔵王の山頂も雪景色模様となり間も

なく除雪の季節を迎えます。 

科学館の秋の四大イベントです。 

① ９月２９日 初秋の自然観察とお茶会 

② １０月１３日 秋を満喫 キノコ観察とキノコ鍋 

③ １０月２９日 紅葉の一桧山を歩きましょう 

④ １１月１７日 クズのツルでかご編みに挑戦 

台風 19号による園内の被害 
所長 12期 蜂谷 仁 

                              

台風 19 号のことは数日前からテレビやラジオ等

の報道を耳にし、強い風雨や至近距離での通過を予

想していましたが、自然保護課よりこれまでにない

「台風通過予定の 12 日、13 日は閉園してくださ

い。」との指示連絡があり、飛散防止対策を行い閉園

としました。 

通過後の 13日に被害状況を確認すると、『もりの

学び舎』の建物被害と通称『2号幹線』の各所崩落し

か確認出来ませんでした。一日の調査で被害の全貌

が掴めず、16日まで調査と復旧工事の為『閉園の延

長』を自然保護課へ依頼しました。翌日から動ける職

員総出で、全ての遊歩道の確認に乗り出し判明した

のは、40数本ある遊歩道関係で軽傷だったのが、片

手で数えられる程の処しかない事でした。 

感傷に浸る間もなく協会事務局と相談し、優先順

位をつけ協会行事の合い間をぬって有志の方々の応

援をいただき一路々改善に努め、安全を確保できな

いところは『通行止め』の処置をとり 17日に開園出

来る事になりました。尚、11月 20日現在での通行

止めは、12ヶ所と回復して来ております。 

被害箇所は広範囲に及び、全面復旧までしばらく

掛かりますが、職員は、毎日復旧工事に全力で取り組

んでおりますので、ご協力とご理解をお願い致しま

す。 

お茶席を彩る野の花たち 
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リレー式 会員の広場    興味が繋がる「マイ不思議を見つけに」       

1８期 佐藤 千春  

森林インストラクター養成講座試験を受ける前に

提出した作文の文面。「一人でも多くの方々に、森の楽

しさや、大切さなど伝えることを、身近なところから

やっていきたいです」  

（インストラクターとして、活動４年目。今、私は、

ことりはうすに勤務しています。森の楽しさ、大切さ

など伝えられているのかしら・・・。）以前博物館で学

芸員をされている方から、「知識や情報を伝える時代

は終った。来場者の興味を少しでも引き出すことがと

ても大事です。人それぞれの経験が、今目の前にある

ものと繋がった時に興味関心は起きやすいのです」と。

（確かに、知識や情報は相手の興味関心が向いていな

いときには、反応は薄い気はするな・・・） 

“エビフライ”と俗に言われている、リスが松ぼっ

くりを食べた食痕。森の案内の時に必ず携帯するツー

ルですが、地

面に落ちてい

る状態で見つ

けてもらい、

何 の 木 の 実

か？誰の仕業

でこうなった

か？を聞いて

みます。松ぼ

っくりということまでは周りの状況から推測できま

すが、その後、いろんな動物の名が出てきて推理が始

まります。「タヌキ！！クマ、イノシシー！」との声が

あがり「この大きさに仕上げるということは出っ歯で、

口が小さくないとこの形は無理かな？」と私。「んじゃ

ーリスだ！！」と答えを言ったお客さんに「当たりで

す」と答えると、「松ぼっくりがなっている木の下にエ

ビフライがあれば、そこにリスが来ると思っていい

の？」と勘の良い一言を発しました。「木の下には、そ

の木の実や葉っぱが落ちているんだよね・・・。当た

り前だけど気づかないで歩いているよね」と言い、そ

の後、ミズナラのどんぐりやトチの実など地面に落ち

ているのを見つけては顔を大きく上げて木の実のあ

りかを探して、楽しそうに森を歩いて過ごしました。

何気ない発見ではありましたが、地面に落ちている木

の実や木の葉の繋がりが、頭の上に拡がっているとい

うことに気付いたようでした。 

幼い頃に田んぼや小川で過ごした経験が、今の私の

興味や関心と繋がっているように、「これから出会う

方の身近な自然の繋がりと楽しさを実感できるきっ

かけになれたら嬉しいな・・・」とその素材やヒント

を探すことが今の活動の原動力になっています。森や

田んぼに入ってマイ不思議をみつけては、ニヤニヤし

ている私です。 

🍁次回は１８期の長正時信さんにリレーします。🍁 

 

ひよこインストラクターのよもやまばなし 

「SDGｓ(エスディージーズ)」ご存じでしょうか？持続可能な開発目標の英頭文字をと

った言葉で、2015 年の国連サミットで採択された 2030 年までの国際目標です。持続可

能な世界を実現するための 17 ゴール・169 ターゲットから構成され、地球上の誰一人と

して取り残さないことを誓っています。これは先進国・発展途上国の区別なく普遍的に取り組んでいく目標で

す。昨年東北大学でシンポジウムがあり、当時の河野外務大臣やクローズアップ現代でキャスターをされていた

国谷裕子さんらの話を聴いてきました。SDGs は気候変動や貧困、保健、雇用、都市、海洋、陸上資源など世

界のあらゆることについての問題への取り組みです。私が先進国日本で特に問題と感じているのは、大量消費・

大量廃棄の社会構造と子供を脅かす貧困の問題です。世界では 2015 年まで飢餓人口は減少していましたが、

翌年以降は増加に転じ 8 億 400 万人となりました。これには実は貧困の為に十分な栄養を摂れない日本の子供

たちも含まれています。一方で小売店や外食産業では食品廃棄が、社会全体でも物の大量廃棄が普通となってい

ます。今までの日本の歴史上、人が作った物質がこんなに溢れた時代はありません。政府だけでなく民間での取

り組みも盛んになってきた SDGｓですが、東北での動きは遅れ気味です。首都圏や大企業では SDGｓを事業

の中核として考えなければ社会で生き残れないとされているそうです。多くの人の意識を変えて行動していくの

は難しいことです。しかし講演では「教育を主に、子供たちへ何ができるかを考えると、様々な関係・背景・利

害の人々をつなげて一緒に長い時間軸で協力して携わることができる。」という言葉がありました。私は大きな

ヒントを得た気がしたのでした。ぜひ 1 度「SDGｓ」を眺めてみてください。  18 期 阿部 映美 

まるでエビフライ 

https://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sustainable-development-goals/background.html
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編集後記▶５、６年前にツマグロヒョウモンを家の庭で始めて見ました。図鑑で

調べてみると南方系の蝶で野生のスミレ・パンジー・ビオラが食草で関東から北

上中と記載されていました。この本の初版は２００７年だったので我が家まで

約６年で北上してきたことになります。計算してみると１年間に約５０㎞～７

０㎞北上していることになります。花壇のパンジー・ビオラを食べて今年あたり

は青森県まで行って津軽海峡を越えるのでしょうか。（11期鈴木武）▶春に道の

駅で購入した５匹のメダカが、夏にはたくさんの卵を産んでくれました。別の水

鉢に移して孵る事を楽しみにしていましたが、卵は白く濁って孵る事はありま

せんでした。もしかしたらこのメダカたちは女子？・・・そこで男の子を 2匹仲

間に加えてみたところ、たくさんの子メダカが誕生しました。ところが、その子

メダカの数があっという間に２匹となってしまいました。悲しみに震え、じっと

原因を探っていると、水草と同化した緑色の枝のような虫を発見！なんと６匹

も。何だー・・？と１匹を室内で観察したところ、ミドリイトトンボに変身。ヤ

ゴだったんだーと納得した顛末でした。（９期小島恵子） 

☆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  

 
南極の石、見てみませんか？ 

 

協会事務所前に南極の石が暫定的に置かれてい

ます。会員に寄贈された物で、展示場所が決まるま

で仮置きしています。活動の際にでもぜひご覧くだ

さい。ロマンを感じるかも。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「エコプロ 2019」に出展します。 

東京ビッグサイトで、持続可能な社会の実現に向

けてエコプロ 2019 が開催されます。（12/5.6.7）

当協会も「森林からはじまるエコライフ展」に出展

します。事務局に、詳しいパンフレット、招待券が

ありますので興味のある方お出かけください。 

   2 期 進藤 恵美 

宮城県緑化運動 70 周年記念事業として尾木ママこと教育評論家の尾木直樹さんの講演会が 10 月 28 日

に宮城学院女子大学で開催されました。当協会も運営のお手伝いをしました。 

まず附属幼稚園の園児達と園庭で植樹、「尾木ママァ」と大人気。園舎は森に隣接し、豊かな自然の中で伸

び伸びと遊ぶ子どもたちの様子はうらやましい限りでした。 

尾木ママは講演会の会場後方から登場、聴衆の握手攻めに遭いながら登壇しました。 

出演しているテレビ番組の裏話を交えながらママとなってしまった顛末を語り、会

場は爆笑の渦に巻き込まれました。ママデビューは 62 歳の時だそうで、人生何が起

こるかわからないとおっしゃいます。私たちインストラクターも人生まだまだこれ

からですね。 

講演タイトルは「広げよう！森が育む豊かな心と学びの力」子どもたちにとって自

然体験が、いかに脳や心身の発達に大きな役割を果たすか、健やかに成長するために

大切かを力説されました。自然体験を重ねる事で、人間が本来持っている柔軟な思考

力や危険を察知する判断力が鍛えられていきます。早期教育より自然教育、人間力・

生きる力を育みます。協会が取り組む減災プログラムとも通じる考えで、幼稚園の先

生方も自分たちの指導方針は間違っていないと自信を深めた講演会でした。 

役得でツーショット♡ 
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台風１９号被害からの 

 

 

 

 

 

 

令和元年１０月１２日から１３日にかけて日本に上陸した台風 19 号は、宮城県県民の森にも大きな

被害をもたらしました。各所で地滑りが発生し森の学び舎にも倒木が直撃、遊歩道も至る所で寸断さ

れ一時閉園を余儀なくされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大勢の協会員が駆けつけ復旧にあたり、１０月１７日より一般利用が再開。少しずつ元の姿を取り戻

しつつあります。 
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