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新型コロナウイルス 
会長 14 期 髙橋 孝紀  

 年明けから私たちは、武漢発の新型コロナウイルス

に翻弄されております。世界はウイルスとの戦いの中

で、今まで築き上げた文化やシステムの脆弱さを感じ

ざるをえませんでした。我が国においても、グローバ

ル化の下、効率優先で他国に生産を頼ったマスクなど

にみられる生産体制や、観光に軸足を傾けた矢先に海 

外旅行者の入国を止めざるをえなくなり打撃を受けた

観光業界、核家族化が進む中、共稼ぎ世帯に訪れた突

然の休校・休園措置、それに対する育児支援への戸惑

い、感染者を確認する検査が、医療崩壊を恐れるあま

り潜在的感染者を見逃してしまう防疫対策等々。そこ

には「持続可能な成長」という言葉が空々しくも感じ

られました。目に見えない敵の狡猾さより、内部崩壊

にも似たもどかしい状況が多々ありました。  

 首都圏の感染者の増加は、宮城県においてもひたひ 

 

 

 

たと波が押し寄せてくるような不安を感じる状況であ

ります。協会では２２期生養成講座の見送り、各種イ

ベントも当面凍結。県民の森ではアスレチックや建物

施設利用が使用禁止になり、更に予定していた定時総

会も急遽書類による議決集約にせざるを得なくなりま

した。「今まで日常に隠されていた日々の大切さ・便利

さは無くなってはじめて分かる」という言葉がありま

すが、改めて有難みを感じる今日この頃でもあります。  

危機という言葉は、危険（リスク）と機会（チャン

ス）を表します。「持続可能な成長」に向けて、私たち

はいま一度、根本からこの危機に向き合い、私たちの

物差しの尺度を見直す、貴重な機会を与えられている

のではないでしょうか。ポスト新型コロナウイルスに

おける、私たち一人一人のパラダイムの転換が求めら

れている気がしてなりません。  
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冬の森も嫌いではありませんが、草刈りが大変でも、

やはり緑があふれているほうがいいですね。キビタキ

やオオルリの囀りが緑に反響して、毎日幸せです。し

かし、ここのところ、キビタキの鳴き真似をするガビ

チョウが居ついてしまって、苦笑いの毎日です。あま

り幸せを感じない野鳥ですが、笑えるのでいいです。 

さて、震災以降「減災力」の大切さを訴え続けてき

ましたが、もうひとつ大切な「力」について考えます。 

人間が幸せに生きていくためには「力」が必要です。 

しかしそれは、「財力」や「知力」や「権力」ではあ

りません。そんなものは失言ひとつ、ウイルスひとつ

で簡単に失われてしまう儚い力です。 

最も大切な力は、「幸せに気づく」「幸せを感じる」

力です。「感幸力」と勝手に呼んでいます。 

東日本大震災のあと、「減災力」とともに重視してき

たのですが、復興とともに薄れてしまって、今回の新

型コロナウイルス騒動の中で蘇りました。 

経済発展しなくても、地球温暖化がどうにもならな

くても、消費税が何％だろうと、いつもどおりに働い

て、買い物をして、病院に行って、そんな普通の暮ら

しの中にいくらでも「幸せ」があるのだということに

気付ける人が「幸せ」（感幸力が強い）ということです。 

感幸力が高い人は、自然と「怒り」の感情を避けて

暮らしています。ニュースや報道番組なんか好んでは

見ないでしょう。最近は、テレビもインターネットも

「ネガティブ」「他人攻撃」「被害妄想」ばかり目立ち

ます。これらの情報があふれているということは、「怒

り」の感情を心地よいと感じる人が増えているという

ことで、感幸力の高い人は減っているのでしょう。 

私は子どもにも、「ニュースや報道は見るな」と教え

ています。いじめっ子や、他人を批評することで快感

を覚える情けない大人になって欲しくないからです。 

 感幸力を高める方法は子どもなら簡単です。自然を

感じる感性を高め、気づき考える機会を増やせばいい

のです。大人になってからはちょっと難しいです。 

 

社会全体自粛ムードのおかげで、家族で過ごす時間

が増えてしまいました。これはこれで幸せなのですが、

仲間と一緒に活動できないのはつらいものです。 

ちなみに私が特に幸せを感じるのは、やはり仲間と

一緒に何かをやり遂げたときですが、他にも、 

〇子どもを（自分の子も他人の子も）笑顔にしたとき 

〇遊びで新しい技をマスターしたとき 

〇いわゆる初物（今年初めて～が咲いた・～が鳴いた） 

〇ＢＳで好きなアニメ番組が始まったとき 他 

何の変哲もないことばかりなので、自粛中も結構幸

せでした。実はほとんど自粛していませんでしたが。

家族で遊びに行く時も、狙って誰もいないところに行

くので、自粛する必要がないのです。 

５月初旬、家族で花川のほとりに遊びに行きました。

私が最も好きな川です。息子と一緒にサンダルで川に

ジャブジャブ入ってみると、ぬるくてビックリしまし

た。「雪解けひんやり」を感じたかったのですが、上流

部にすでに溶ける雪が無いのでしょうか。 

美しい花川の流れと心地よい川の流れる音に小さく

幸せを感じていると、新型コロナウイルスのことなど

忘れていました。そもそも、雄大な自然の中で暮らし

ている人々が、なぜ大都市に合わせて「自粛」しなけ

ればならないのか。そろそろ、東京・大阪が日本の「標

準」なのだという勘違いに気づくリーダーが出てこな

いかなぁと思っています。 

個人的には新型コロナウイルスなど別に怖いと思い

ませんし、感染症の騒動は必然だと思っているので、

ただ推移を見守るだけですが、やはりのんびり過ごせ

る「何でもない空間」の大切さを痛感します。 

ただ草花の香りが漂うだけの、野鳥のさえずりや小

川のせせらぎが聞こえるだけの、そんな「何でもない

空間」でただ紫外線を浴びるのが大好きです。ウイル

スなど気になりません。もちろんスマホなど必要あり

ません。そんな空間が近くにあるでしょうか。 

もしもそんな空間がなかったら、常に「密」がつき

まとい、競い合い牽制し合う社会の中で豊かな感性が

育まれることはないでしょう。いずれ「贅沢」と「楽」

ばかり追い求める都市型社会に飲み込まれてしまいま

す。ウイルスなどにとても弱い世界です。感染を広げ

るだけでなく、互いに精神を殺しあいます。 

 今後しばらくは、暮らしにくい社会の中で、オンラ

インによる交流を中心に生活していくことになるでし

ょう。個人的には、オンライン交流社会に反対ではあ

りません。ひたすらにカネと肩書きと安心をかき集め

て、ただ老いていくだけの人が牽引する無駄の多い社

会を変えていくチャンスでもあるからです。 

 しかし、どんな社会になっても、豊かな人間をつく

るのは自然体験です。誰が何を言おうと気にとめず、

子どもたちが感幸力を養えるように、素敵なフィール

ドと自然体験の機会をたくさん作っていこうと考えて

います。未来に希望をつなぐとしたら、それはキビタ

キやオオルリの囀りに自然と目を閉じてしまうような

快適な空間をたくさん残すことです。ガビチョウでも、

まあ仕方ないですが。 

～ しあわせ空間がいろん・感幸力 考～ 



                    ｍｉｆｉｎｅｗｓ７4 号                事業部 

3 

事業部より 昨年度の振返りとこれから 

やりがいのある協会活動をめざして       環境・森林事業部  ３期  原 恒夫 

昨年前半の９月までは、新しく誕生した県民の森四

季の森内の「ゴルファー桜の森」や県民の森に隣接し

た企業の森を利用しての子ども主体の各種森林教室や

木育教室を行い、事前準備作業を含めて非常に盛況で

した。 

しかし、１０月半ばの台風１９号襲来でいたるとこ

ろ土砂崩れ・倒木被害で多くのイベントは中止せざる

を得ませんでした。前会報でも報告しましたが、多く

の県民の森ボランティア・会員の方々の尽力で県民の

森での水害復旧作業を行い早期開園に漕ぎ着けること

ができました。 

また、年明け後の２月頃からは世界的な新型コロナ

ウイルス感染拡大でほとんどの作業・イベントは中止

せざるを得ず、これから先も見通しがつかない状態で

す。しかし、そうは言っても企業の森などの最低限の

維持管理は必要で協会事務局と連携して感染リスクに

は十分気をつけながら慎重に推し進めていきます。 

 コロナ禍が収束したあかつきには古い期・新しい期

の方々も活動に参加し易い態勢を構築して誰もがやり

がいのある協会活動にしていきます。それまでは自分

の技に磨きをかけて備えておいてください。 

植樹から育樹への変り目の年です        海岸林再生事業部 14 期 水原 洋一 

昨年度は 4 月荒浜北官林の「そらっぱクロマツ防災

林」の植樹準備作業で始まり、3 月七ヶ浜町湊浜の「海

岸防災林研修会」まで、約 40 日の活動に約 500 名

の会員ほかにご協力頂き約 2,000 名の参加者と植樹

や補植・除草・研修会・啓発活動やその準備作業を行

って来ました。年度終盤には新型コロナウイルスの感

染が広がった影響で活動中止が有りましたが、ご参加・

ご支援頂いた皆様に感謝申し上げます。植樹地の状況

や手入れの多少などに応じて植樹木はそれなりに育っ

ており、成長の良い植樹地では樹高約３ｍに達しよう

としています。間もなく本数調整伐の対象です。 

 今年度は新型コロナウイルス禍で先行きが見えない

中で始まりましたが、現時点での計画概要についてお

知らせします。今年度は海岸林植樹の最終年度となり、

東松島市で予定される第 45 回みどりの少年団大会が

最大行事ですが、開催は未定です。昨年度に引き続く

植樹は仙台市荒浜北官林・七ヶ浜町代ヶ崎で、新規の

植樹は仙台市岡田・岩沼市相の釜と寺島で計画されて

います。除草など保育活動は山元町から東松島市まで

の各植樹地で計画されています。また、海岸防災林再

生の啓発活動としてワークショップや東京での環境イ

ベントへの出展なども行われます。更に植樹木の成長

に伴う本数調整伐など、海岸防災林の完成の姿に繋げ

るためのガイドライン等による作業方法などの習得も

始める時期になります。 

体力低下体重増加に注意して、コロナが終息したら

また会いましょう💛 

 

研修部のこの１年                研修部 １９期 田中 道夫 

研修部の年間スケジュール、元年度は次の 4 件。 

①「宮城県森林インストラクター養成講座」は企画部

と連携しながら、前年度中に企画。提案書を作成し、

新年度に入ってから県との打ち合わせをして実施。認

定試験に 20 名が受験し 19 名合格。内 12 名が当協

会にインストラクター登録。  

②「みやぎ自然環境サポーター養成講座」は同じく企

画部と連携し、企画提案書を作成し、県との打ち合わ

せをして実施。9 月から 11 月までに 4 回開催し３２

名が受講。内４名が県民の森ボランティアとして登録。 

③「会員向け研修会」は年間の様々な活動の閑散期に

集中して開催するように計画。令和元年は 6 月に 3 回

３３名。7 月～１２月はイベント・整備事業・台風 19

号の後始末などで未実施。１月 1 回１６名、2 月 4 回

105 名 3 月 2 回 34 名、年間 10 回開催し 188 名

の参加。 

④「利府町キャリアシップ事業」利府町内の中学 2 年

生 9 名の職場体験の受け入れ。11 月 11 日～15 日

までの 5 日間。最終日にはふれあい森林教室のイベン

トスタッフとして引率・植樹活動・子どもたちの森林

活動の補佐など、様々な事業体験をさせることが出来

た。 

 初めて研修部に参加して一年。研修部としてはほぼ

計画通りに終えられた一年でした。

H27 年少年団大会植樹地（３ｍに近い） 
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研修部 14 期 森山 稔也 

 

新型コロナウィルス感染拡大で不急不要の外出をひ

かえての巣ごもり生活がしばらく続きました。これか

ら先どうなるのか見当もつきませんが、巣ごもり生活

が続いたときインドアと息抜きのアウトドアの過ごし

方をそれぞれ考えておきたいと思います。 

まずインドアでは、自分の苦手な分野に向き合って

行こうと考えています。あるベテラン森林インストラ

クターが会員にもっと林業について学んでほしいとい

う思いから、「森林・林業用語の基礎知識（増補版）」

（発行：宮城県林業振興協会）という本のオーダーが

ありました。その本が最近事務局に届いたので、ちょ

っとめくって目次を見ると、宮城県森林インストラク

ター養成講座の資料に出てくる重要なキーワードがい

っぱい出てくるではないですか。発刊の挨拶によると、

この本は林業に携わる自治体の職員や林業関係の団体

職員の入門書として多く読まれているそうです。森林

インストラクターの参考書としても大変役に立つこと

がいっぱい書かれています。“森林インストラクター”

を引いてみると、「森林を利用する一般の人々に対して、

森林や林業に関する知識を教え、森林の案内や野外活

動の指導を行う人。」と説明されています。ということ

は、最初に書かれている森林や林業に関する知識を教

えることが、この資格で最も重要な部分なのでしょう。

普段の活動を振り返ってみると、林業的な作業はする

けど、林業の知識を教えるとなると？？？ちゃんとで

きているかどうか途端に怪しくなってしまいます。宮

城県森林インストラクター養成講座を受講中の頃を思

い出すと、林業関係の講座は、専門用語が多くとっつ

きにくい印象がありました。この用語集では、難しい

専門用語も初心者でもわかるように分かり易く説明さ

れています。受講中は聞いたこともないような新しい

用語も掲載されています。巣ごもりの間インドアでは

苦手な「林業」について、まずは用語をしっかり理解

し、一般の人々に分かり易く説明できるようこの本を

活用する。巣ごもり中のインドアライフはこれで行き

たいと思います。 

巣ごもり中アウトドアではスマートフォンのカメラ

駆使し、対象を限定せずに写真を撮りまくろうと考え

ています。最近齢のせいか、草や木の名前がなかなか

出てこないことがあります。この機会に物忘れ対策も

兼ね、撮りためた写真で何か図鑑作りに挑戦してみよ

うと思います。図鑑といえば文一総合出版のハンドブ

ックシリーズにいつもお世話になっています。100 ペ

ージ前後でポケットにも無理なく入り、1 冊 1400 円

前後なので気軽に買えますが、扱う対象の多さに圧倒

されます。文一総合出版のホームページによるとハン

ドブックシリーズは９９種類出ていました。その内容

は「冬芽」や「樹皮」などおなじみの物から、何これ

（あくまで個人の感想です。）というものまで実に様々

です。「日本の豆ハンドブック」「身近な雑草の芽生え

ハンドブック」「土の中の小さな生き物ハンドブック」

など、どんな人が手にとるのか想像もつかないような

ものもあります。逆に何でこれが無いのだろうという

ものもあります。無ければ作ってしまおう、というこ

とで、ハンドブックシリーズに無い My 図鑑作ってみ

ようと思います。さて、何の図鑑を作ろうか。 

～ 巣ごもり生活 何しよう ～ 

【海岸林を育てていくことに関連する林業用語】 

育林： 樹木を育てて森林を作ること。造林と同義だが特に森林の更新や保育の面を強調するときに使われ

ている。 

保育： 幼齢林を目的とする林に仕立てるために行う手入れ作業（下刈、つる切り、除伐、枝打、間伐など）

をいう。 

植栽： 山に木を植えること。山などに苗木を植えて材木を育てることを植林という。 

下刈： 更新した幼～稚樹を成長させるために雑草やかん木を除くことをいい、刈払方によって全刈、筋刈、

坪刈に分けられる。 

除伐： 下刈作業をやめた後、林がうっ閉に近づく頃に行う保育作業で、雑木など造林の目的以外の樹種を

除くこと、また生長の見込みがなくほかのものの生育のための支障になるものなどを除くこと。 

文一総合出版ハンドブックシリーズから 
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21 期生です 不安の中での発進 

21 期  伊藤 恵  

何でこうなってしまったの？というのが正直、今の気持ちです。２１期生の伊藤と申し

ます。昨年５月、森林インストラクター養成講座の開講式に臨み、１８回の講習を経て、

しだいに同期生の名前と顔が一致し、認定試験終了後には懇親会もしました。合格の連絡

を頂き、認定証授与式は同期で喜び合い、これからを話す楽しい機会になると思っていた

のに。 

 認定式典が中止になり、インストラクター協会の行事も自粛となり、この文を書いてい

る時点では２１期生２０名、誰がインストラクター協会に入会したのかもわかりません。

（２１期生認定証授与式の記念写真撮りたかったな） 

 そんな状態で入会の申し込みをしましたが、ふと昨年の養成講座受講初日のことを思い

出しました。自分がそうだったからの勝手な思いですが、同期生みんな、森林インストラ

クターの活動は、きっとこんなだろうと想像し、ワクワクした気持ちで受講日初日を向か

えたのではと。そして、わずか９か月ではありますが、いろんな事を教わり、経験し、考

える中で、その想いも進化してきたような気がします。その進化し醸成された想いを持っ

て、これから森林インストラクターとして活動していこうと思いたった仲間は、機先をそ

がれた形でのスタートではありますが、強い意志で森林インストラクターとして活動して

いくと思います。令和第一号の会員は活動に欠かせない、頼りになるメンバーだと言われ

るよう頑張ろう！・・・とは言っても、ひと通りの講習を受け、やっとここまで来ただけ

なのに、気持ちだけが先走っています。諸先輩も経験してきた道だと思いますが、まだま

だ経験不足でしばらくは足手まといとなりますが、ご指導宜しくお願いします。 

 

救急搬送と新型コロナ禍考 
安全委員会 14 期 富井 常雄  

 

４月末のニュースから：八ヶ岳で単独登山者が滑落

し、救急搬送された。新型コロナ感染の疑いがあった

ため、救助隊員１０名ほどが、一時自宅待機となっ

た・・・登山自粛。各種イベントの中止。全面休校。

移動自粛。テレワーク、スティホーム等々。 

三密を避けるため行政の様々な行動制限は、現状や

むを得ない。しかし感染症は新型コロナだけではない

し、感染リスクはゼロではない。命の次に大切な個人

の生き甲斐が、一刻も早く取り戻せることを願う。 

新型コロナ禍前の２月１５日、森林整備中の事故を

想定して、救急搬送講習が実施された。応急手当の講

師は２０期伊藤弘子さん。足・手・頭と部位別に、出

血、骨折対処法をわかりやすく解説した。出血：消毒

薬は使わずきれいな水でよく洗い、感染症を予防する。

次に大きめなガーゼで強く抑え、圧迫止血を行う。骨

折：三角巾、タオルなどを使い、血流可能な強さで適

切な長さの添木を使い関節固定する。 

搬送担架は救急バッグの中にある布製担架と竹竿

を使い、組立および固定方法、人員配置などをチェッ

クした。また、ブルーシート製簡易担架も作成した。 

救急搬送訓練は 2 班に分かれ、リーダー、負傷者な

ど役割分担を決め実施した。事故現場で応急手当し、

協会本部へ緊急通報した。担架を組み立て、負傷者を

乗せ、リーダーの号令と皆で負傷者に声掛けながら、

苗畑倉庫まで人力搬送した。 

 

人を助ける緊急時の救急搬送は、濃厚接触が必然で

あり、social distance は 100％無理。新型コロナ禍

後の世界は、三密 OK な社会活動・文化活動・経済活

動と自由な個人生活であることを強く願う。 

 

「震度 4 コロナ忘れて 跳び起きる」 

「逝く春や ビルの谷間に コロナ風（かぜ）」 
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所長 17期 伊藤 正義  

平成６年４月２９日宮城県蔵王野鳥の森自然観察センターが開館しました。さすがに名称が

堅苦しいと判断したのでしょうか、愛称を募集した結果、当時塩釜市在住の澁谷玲奈さんの「こ

とりはうす」が最優秀賞作品に選ばれて愛称が決まりました。 
 昨年の話ですが、来館者の方が「ことりはうすは私の教え子が付けた名前です。私にとって

も非常に関係の深い施設です。」とのことでした。当時は中学生でしたので今は何歳になった

のでしょうか？ 
 昨年で開館２５周年を迎えることが出来ました。レンガ作り、2 階は切り株を並べた床張り

のことりはうすもさすがに経年劣化は避けられません。神経痛や腰痛や動脈硬化らが出てきて

施設を維持するのが結構大変になってきております。お客さんの中には施設の立派さに驚いて

いかれる方もいるくらいです。昭和の時代に基本計画があり、平成に開館しましたが今は令和

の時代となりました。この素晴らしい施設を今後も次の世代に引き継ぐためには、現在勤務を

している職員一同半世紀後のことりはうすを想像しながら県民にしたわれ、自然を学べる場所

を目指して一丸となって頑張って行きます。考えてみて下さい。人間の一生は平均８０数年、

数十年先を想像しながら館や森林を整備しておりますが、自分の孫子の世代がことりはうすに

来た時に、「なんだ。」と思われる施設ではなく「すごい。」と思われる施設を目指しており

ます。 
 今年２月を丸々休館として1階の常設展示「春の蒲生干潟」「冬の伊豆沼内沼」が蔵王に特

化した展示に代わりました。詳しくは是非来館の上ご覧ください。昭和の雰囲気が漂うことり

はうすですが、実は最新のプロジェクションマッピングも導入されており、今後も県民に愛さ

れ続ける施設でありたいと思っております。 

新しくなったことりはう

すも素敵ですが、以前からの

ことりはうすも年々パワー

アップしております。 

入館料を払って是非入館を。 

入り口を入ると難しい漢字がお迎え。 

さていくつ読めますか？ 

蔵王の成り立ちをお勉強 

プロジェクションマッピングで蔵王の四季を 

色鮮やかに映し出します。 
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＝ 管理施設の運営を担う会員にその地の魅力を語ってもらう新企画スタート ＝ 

県民の森の魅力（散歩のお誘い） 

１３期 駒野 健吾  

協会員が最初に出会い、当協会の活動などで最も親

しんでいる里山が宮城県県民の森です。総面積

481ha（東京ドームの約 100 倍）の自然公園でほと

んど手つかずの自然が残され、約 30 ㎞にわたる遊歩

道には山野草が豊富です。 

巡回ではいろいろな方と出会います。健康のため歩

いておられる方、山野草を愛でる方、野鳥観察の方、

団体の方、山岳登山のウォーミングアップの方々など

です。散策者から森を歩くと体調がよくなるとの話を

よく聞きます。そうなんです。森は私たちの心を穏や

かにし、元気にしてくれるところです。1 年を通して

楽しめるところで、春は芽吹きの時期、次に行くと花

をつけ、さらに次は実を結んでいる。そんな植物の成

長や季節の変化を楽しみながら歩くと、名前も自然に

覚えることができます。そして、異なる環境ごとに、

適した植物が住み分けていることに気づきます。さら

に、その植物をよりどころとした昆虫や鳥類、ほ乳類

などの生き物へと興味が広がっていくと思います。 

つぎに、初夏から夏の時期に見られる花と名前の由

来を数例紹介します。ウツボグサ：花の枯れた花穂を、

弓矢の矢を入れる空穂（うつぼ）に見立ててウツボで

す。オカトラノオ：虎の尾に似た花穂をつけ、身近な

丘に自生してるのでオカです。キツネノカミソリ：炎

のような花を狐火に見立て、葉は日本剃刀に見立てま

した。ただし、全草有毒ですのでご注意を。ツリフネ

ソウ：花柄の先に釣り下がって咲く花の姿を花器の釣

舟に例えたものです。 

最後に、園内で見られる約 253 種の草本を春･夏･

秋に分け “花ごよみ”の名称で、植物図鑑にしたため

県民の森管理事務所と青少年の森管理事務所で閲覧

できるようにしております。ご活用ください。なお、

樹木編は現在作成中（約 170 種ほど）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こもれびの森等で出会った生き物 

18 期 二瓶 芳徳  

こもれびの森・森林科学館は大崎市鳴子町と栗原市

の境にある。200～300 年経たブナ林等があり多く

の生き物に出会う。 

イベントの川遊びで残ったイワナを森林科学館の

横の池に入れておいた。餌を与え大きく育てて来年も

使おうと考えた。ところが約 30 匹いたはずのイワナ

が日々数を減らしていた。ある日、此処にはいない筈

の青鷺が 1 羽、池の傍に。「ご馳走さま」と言いなが

ら山の彼方へ。あれ以来、青鷺はこない。 

去年、園内の施設が県の協力により新しくなった。

湿性園の傍に新しく作られたベンチ、よく見ると熊の

つめ痕、「ここは私のテリトリー、変な臭いはダメ」と

言わんげにベンチを破壊した。「熊出入り禁止」と掲示、

効果はいずこに。 

昨年から猪の鼻跡が目だってきた。湿性園、さらに

は薬草園の杉林の中、湿った所にいるミミズや昆虫の

餌さがし？刈りとった草や落枝・落葉等は早めに片付

けろと暗示しているらしい。 

自然が保たれている証として建物の後の小川には、

サワガニ、トウホクサンショウウオ等、池から流れて

いる小川にはカジカ等、湿性園ではモリアオガエルの

卵塊が発見できる。さらに建物の前の草木川にはトワ

ダカワゲラやイワナ、ヤマメが泳いでいる。川釣りの

大会場、ツールド栗原のコースにもなっている。今ま

でに、観察された野鳥数は約 120 種。最近、園内の

上空をクマタカが旋回しているのが観察された。 

施設付近は、冬期は閉鎖され手つかずの自然に戻り

ます。このことが自然を守る大切さを暗示している気

がします。ウィルスの影響が収まったら是非お出でく

ださい。鳴子温泉・花山温泉まで車で 30 分です。
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安全委員となって 1 年 

                       1９期 伊藤 晃  

 私が あまり覚悟もなしに安全委員を引き受けから早くも一年が経過した。この間、

協会活動への参加状況はあまり芳しくなかったものの、安全委員としては 安全委員会

に出席し、安全パトロールも行い、なんとか一年を過ごすことができた。ただ、先輩

委員の言われるとおりに動き、先輩についてきただけであり、安全委員としての自覚

がどこまであったのか、はなはだ疑問の一年であった。 

 そこで今回、「安全のページ」から原稿依頼を受けて、『安全』とは何かについて、

むかし建設現場で覚えたことを思い返してみることにした。事故や災害が起きるとは

どういうことか。それは多分に「人」と「物」が接触して起き、そしてその多くは、

人の面からの「不安全行動」と、物の面からの「不安全状態」によるものに起因する。 

 人の不安全行動とは、「ついウッカリ」というような作業の基本動作からの逸脱や、

保護具の未装着など、決められたことを守れない行動であり、機械類のスイッチの入

れ間違いやヘルメットの顎ヒモの締め忘れなど単純なウッカリであることが多い。これは知識不足による場合も

あるが、家庭・職場での心配ごとや二日酔いなどの体調不良に伴う集中力不足によることも多い。 

 物の不安全状態とは、倉庫や作業場の整理整頓ができていないことや、機械設備の欠陥や整備不良などである。 

 ところで、「ついウッカリ」は人間の不安全行動であることは論を待たないが、「物の不安全状態」である整理

整頓不足や機械設備の整備不良も、行きつくところは「人間」の行う不備である。わたしたち人間が自分の体調

に気を配り、身の周りのものごとにも気配り・心配りを怠らなければ、不安全な状態を極力少なくすることがで

きるのである。『安全』は、人間の行動がその全てのカギを握っている。 

 さあ明日からも、二日酔いなどはもってのほかで、体調を整えて活動に参加しよう。 

 

リレー式 会員の広場      「 密かな楽しみと共に、森へ 」    

１８期 元木 純子  

私は協会員となり４年になります。活動の中で、刈払い・集

草作業、子どもたちとの自然体験を経験しました。それまで関

心がなかった植物や生物にも目が向くようになると、その生活

や進化は多様で、私には未知の世界だと知りました。秋にジャ

ノメチョウの卵を横取りし、幼虫にはなったもののサナギにま

で育てられず失敗したのも、未知ゆえと反省しました。 

 植物園で働く機会を得、植物の名前を来園者に聞かれること 

が多く、植物の名前を覚えることに日々一生懸命になっていま

す。以前よりも名前を知る植物が増えたと安心し始めた頃、ふと

自分はなぜ、植物の名前を覚えたかったのだろう？と自問自答し

ました。以前、協会の同期生に「なぜ名前を覚えるのか」と尋ねたとき「綺麗だから」と答えてくれたことが心

に残っています。最近では、協会誌 73 号の巻頭言「初心」を目にし、そういえば、私が植物の名前を覚えるの

は、相手がどんな植物かをより深く知り、何度も会って知り合いになりたいから、そして、自然の中で何かを発

見した時の嬉しさや驚きを誰かと共有したい、そんな気持ちからでした。自分の行動の源が「心が動かされるか

ら」だったことを思い出しました。来園者が植物の名前を聞くのは、その植物を見て心が動かされ、より知りた

くなったからであり、単に名前を知りたいだけではないのだと「ハッ」としました。自分がやるべきは名前だけ

を伝えることではなかったのだと気づきました。 

 一人で森を歩き、気になる植物の替え歌を作り、周りに人がいないことを確認して大声で歌うという、私なり

の森林の楽しみを持ち続けることが、これからも自分の「初心」への感性を保つことに繋がればと思います。 

 以下は「針葉樹」のタイトルで作った、短い替え歌です。宜しければ皆さんも、「夕焼け小焼け」の節で歌って

みてください。 

♪ヒノキとサワラとアスナロの/ 葉っぱの裏には文字がある 

/抗菌作用もあるんだよ/フィトンチッドでリフレッシュ♪  

 今後ともどうぞよろしくお願いします。          

安全のページ            

ジャノメチョウの幼虫 

[ここに出典を記載します。] 

次回は 19 期の茂木広志さんにリレーします。 
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   1．森林環境税・森林環境譲与税を知ろう シリーズ：森林環境税の有効な使い道を探る
 

【森林環境税がすでに各県で使われていることを知っていますか？】    会報委員 2 期 進藤 恵美 

森林による地球温暖化防止や災害防止のための活動の財源として国が 2024 年から森林環境税を導入します。

2024 年度から 1 人当たり年 1,000 円を徴収することになっています。これは徴収が終了する復興特別税をそ

のままスライドすることで新たな国民負担を生じさせないためです。税の徴収はまだ先ですが、大きな災害が相

次いだことから森林整備が喫緊の課題となり、「森林環境譲与税」として特別会計から地方自治体に既に配分され

活用されています。2019 年度は 200 億円、2020 年度には 400 億円、将来的には約 600 億円に増額され

る予定です。ちなみに 2019 年度宮城県には 7 千万円、県内市町村に 2 億 8 千万円が配分されました。 

【森林環境税とは】 

森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。納

められた税金は森林面積や林業従業者数に応じて市町村や都道府県に分配され、森林整備をはじめ間伐や林業に

携わる人の人材育成や、木材の活用推進などに活用されることになっています。 

【県内ではどのように使われているのか】 

2019 年 4 月から「森林経営管理制度」がスタートしました。管理ができていない荒廃した森林を持ち主に代

わって市町村が長期的に管理していく仕組みです。将来における森林経営をどのように考えているのか、まず所

有者への意向調査が行われています。県は管理の主体となる市町村を支援するためにサポートセンターを設置し

たり技術支援を行っています。 

【みやぎ環境税との違いは何か】 

各県においても既に同じような目的で環境税が導入されています。2011 年度から宮城県でも「みやぎ環境税」

が導入され、４つの視点（①低酸素社会の推進②森林の保全・機能強化③生物多様性・自然環境の保全④環境共

生型社会構築のための人材の充実）から様々な事業に活用されています。協会活動に関連する分野では管理施設

の改修や森づくり事業などに使われています。私の住む大崎市では温暖化防止の観点からグリーンカーテン推進

事業として希望家庭にゴーヤの苗が配られたりしています。みやぎ環境税は温暖化防止、森林環境税は荒廃森林

の整備が主目的と、棲み分けられるそうです。 

【活用次第の可能性】 

会報で取り上げたのは、この税が森林の管理運営だけではなく、アイディア次第で市民活動にも活用できる可

能性があるからです。例えば森を使った生涯学習。森林そのものを学習の場としてワークショップや間伐体験を

市民向けに発信する財源にあてることができるかも。森林管理にきちんとお金を掛けることができれば、もしも

の災害に備えることもでき、新たな雇用が生まれる可能性もあります。ホームページ上へ使途の公開を義務づけ

ていることも大きな特徴で、近所の森や林業とは何かを知るチャンスでもあります。今後の展開に注目していき

ましょう。 
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１１期 鈴木 武  

自然観察会などで役立ちそうな本「ご近所のムシが

おもしろい！」（岩波ジュニア新書）を紹介します。著

者は「プチ生物研究家」を名乗る新聞記者の谷本雄治

さんです。本のタイトルの中のムシが虫でないのは虫

は主に昆虫というイメージなので、ここでのムシは昆

虫を含めて蛙・蛇・蜘蛛・蚯蚓等虫偏の付く生き物と

いう意味で使っています。私が読んで感心したこと、

えっ知らなかった、これは面白いなどと思った記述か

ら「イモリ」「カタツムリとナメクジ」「ダンゴムシ」

の三つについて紹介します。 

イモリですが雌雄の区別が付きますか？以前このこ

とを聞かれて明確に答えられませんでした。「ナイフの

ようにすーと伸びたしっぽはメス。エンドウ豆みたい

な形はオス。」と書いてあり納得でした。オタマジャク

シの時、前あしと後ろあしの出方は後ろあしの方が早

いと思っていたのですが、カエルと逆でイモリやサン

ショウウオは前あしからでるそうです。両生類すべて

が同じだと思っていたのでびっくりでした。 

カタツムリにキュウリやニンジンを食べさせるとそ

れぞれ緑や赤いうんちをするのは知っていたのですが、

腹足の下に排泄孔があると思っていました。両方とも

体の横から排泄するそうです。カタツムリはビール好

きで捕獲するには皿にビールを入れて置き集まったと

ころを捕まえるといいそうですが、酔って溺れ死ぬの

もいるようです。私はカタツムリやナメクジの卵を見

て著者のように「ホワイトキャビア」のように美しい

とは思いませんでした。まだムシ愛が足りませんね。 

ダンゴムシはよく我が家の庭でも見かけますがてっ

きり卵を産んで増えているのだと思っていました。し

かし卵ではなくメスが子虫を出産、脱皮の際には後ろ

半分を脱いでしばらくしてから前半分を脱ぐ、四角な

うんちをするなど知らないことだらけでした。 

やはりどこにどんなムシがいるか探してみる・よく

観察する・飼育してみるなどがムシを知ることのうえ

で大切なことを再認識しました。でも私は長虫だけは

好きになれません。紹介したのはこの本のごく一部で

す。ご一読をお勧めします。 

 

 

【編集後記】▶ 5 月 8 日の河北新報に「気仙沼大島（亀山）で、黄緑色の花をした八重桜の一種「御衣黄」

が満開になった」との記事が出ていたので、このところ外出制限で遠のいていた近くの榴岡公園の御衣黄の様

子を見に出かけました。沿路入口では白ツツジ、（白い）ハナミズキがほぼ満開と言った様子。さて、お目当

ての御衣黄はというと、ほぼ満開の様子でしたが、「どうも何かもの足りない。」と思ってよく見たら、今年は、

花びらの黄緑色がごく少なく、白色が多くをしめており、御衣黄らしさが薄れておりました。もしかして、こ

れはコロナのせいなのかな。（１４期 原田良一）▶「新型コロナの影響で、職場（保育士養成の短大）のオー

プンキャンパスもリモートでということになりました。本学は自然環境が豊かなところにあるので、それをア

ピールしようと思い学内を歩き回ったら、改めて紹介できそうな自然やそれを使ってできそうな遊びを発見！

新緑の季節、植物も鳥も昆虫も命が溢れています。高校生だけでなく、未だ登校できないで家にいる学生にも

伝えたいなあと思いました。彼らが自宅でも季節を感じていることを願っています。」（１９期 横山美喜子） 

▶この機会に家の片付け、この機会に読書、この機会に今までできなかったことを、等々の意気込みも長続き

せずに気分は落ち込むばかり。増えたのは体重とアルコール消費量。気晴らしに家の周辺を歩き回りました。

河川敷でコゴミの群落を発見、気をよくして食べられる野草を探し回りました。今の時期にしか食べられない

ものをいただくのは最高の贅沢と思います。コロナ禍で編集会議が開けず、メールで連絡を取りながらそれぞ

れ自宅で作業を進め、74 号が完成しました。世の中は在宅での仕事が今後広がるだろうとの予測ですが、み

んなで集まって議論をしながらの作業がいいなあ。活動再開が待ち遠しいです。（２期 進藤恵美） 

閉じこもりの日々、身近な生き物に新たな発見や

親しみを感じたのではないでしょうか。 

「こんな時期だからこの１冊！」をご紹介します。 
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森林インストラクター心の川柳 

２０期生バージョン 

毎年大人気のチェンソー研修 

まっすぐよ、まっすぐ！ 

来年は花見しような！ 


