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(指定管理者)特定非営利活動法人 宮城県森林インストラクター協会

無料

県民の森の管理作業の中でも

とても重要な外作業のメンバー

は恐るべきパワーの持ち主たち

です。危ない枝や古くなつた木

の処理、壊れた道や階段の補

修・・・ えっ 1'こんなことま

でつつやつちゃうのです。

(通称)中の道の遊歩道と階段

落ち業の片づけ !

■

■冬季期間中、古林林道 (2
号幹線道路 :サクラ見本園駐

車場～青麻神社方面への道

路)が 通行止めとなります。
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早春から、コロナ禍の影響で利用制限がでてイベント (自主企画)が大半が中止となり、待ち焦がれてお

られた方々には残念な思いをさせてしまいました。制限が緩和された後は、幸いに台風の接近もなく好天に

恵まれ昨年以上|こ沢山の方々に楽しんで頂き職員―同大変感謝しております。

一年間のご利用有難う御座いました。                     (所 長 :蜂谷仁 )

この構はどこにあるか

みつけられるかなあ? 鞣鰊鼈鰊鼈珀瞼餃兆鰈軋

(通称)6号進歩道のかけ替えた新しい橋

遊歩道の刈払い !
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細しヽ道は本材や土嚢などの

材料を運び込むのも一苦労 !

土が固いと杭を打ち込むのも

大変だそうです。

ある日のサツキ園、ロボットの

ように熊手を振り続ける姿に悪わず目

が釘付けに・・・サツキの上に降り積もっ

たケヤキの落ち葉を振い落すのだそう

です。恐るべし、そのパワー・・・
去年の台風で破損した『モミジの道』の補修 来年もされいに咲きますようにO
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10月号で紹介した共生
'「

ニレにサクラ」に続き

今回は「サクラにイロハモミジ」を紹介します。

桜の根本付近の比較的深い幹肌の溝に着生した幼

木です。10 cm程の大きさですが、溝にしっかりと根

を這わせ元気に成長しているようです。

ただ、大きく成長するためには非常 |こ厳 しい場所で

す。この先々どの様に成長するか心配しながらも見

守り続けたいと思います。

岩切城址本丸の下の広場の東側―画にあります。

小さくて見にくしヽですが探し当ててください。(工藤)
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■お知らせ■
■県民の森は 12月 29日
(火)～ 1月 3日 (日 )の間

年末年始休園となります。

お間違えのないようによろ

しくお願いいたします。
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芝生の

手入れ

校の剪定 !

スズメバチ退治 1



タラヨウ (モチノキ科)

多薇彙     植栽

名前の由来は葉の裏を細い棒で

ひつかくと、そこが黒く変色して

浮き上がり、文字を書くことがで

きるからです。葉裏を傷つけると

茶色くなるので、字が書ける郵便

局の本として有名です。

スイカズラ (スイカズラ科)  この時期橙色の果実がたわわに モズ百舌鳥 (写真:秀 文iもち)

吸菫。ニンドウ (忍冬)   実つています。  (駒野)    「小さな猛禽」茶色の大きな頭
別名キンギンカ

名前は子供達が花の奥にある蜜

を吸ったことによります。又中国

名の忍冬は冬にも葉が緑色を保つ

ことによります。冬枯れの枯れ枝

に 2個ずつ付いている黒い果実が

見られます。

この植物は果実より甘い汚香を

発する花の頃が目立ちます。
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で鋭く曲がった太いクチバシ、自

・ しヽ眉と黒い過眼線、長しヽ尾が特徴
、 の留烏です。スズメより少し大き

め (約 20cm)。 秋になると山間.  
部から平地や河原に降りてきて、
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ギチギチギチと高鳴きをして縄

張りを争います。

猛禽類のように高い所から獲物

(トカゲ、昆虫類、カエルなど)

向かつて急降下し一撃で捕らえ

す。獲物は枝などに突き刺し保

存する「ハヤニエ」という習性

があります。

求愛の歌は、他の鳥の鳴き声

真似てアピール !漢字で『百舌

』と表す所以ですね。
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冬の間お休みのイベン

トがありますのでご注意

ください。

日もりの案内■

12～ 2月 はお休み

次回は 3/9、 23
日県民の森ハイクロ

1～ 3月 はお休み

12/19が今年度の最後

■ノルディックウォーキンク
・■

12/9(水 )1回のみ

■野鳥クラフ■

12月から再開 !

お間違えないようよろ

しくお願しヽいたします。
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小鳥さんたちの巣をみ
つけたら、できるだけt

そっとしておいてあげて

下さい 1人の気配がある

と栄を放棄してしまうこ

とがあります。『横目で

チラ見』で見守ってあげ

てください 1

お願いします !   _

麟ス :

|■ |:11:::::黒諾自をと,つ1ずましお11■ li■ :|二11:|::|:||||

||イ:li:1角 :あ軒1蔦じうしわ1'うラ|卜|:|:r豪藉づく:り』||:か蔀1合によ|

り■■Eになちて:しまし:∫ました1.・楽しみになきぅてしヽた方には|

本当111■|しまありません走したよ:■■
'|||■

:||:|■:|■|■ |
:|:書鳥1夢う|シそ|は薬箱老おヽlkちがまう:付けました11:“

'I肩

あ:|

探島会のとき|も0とう(1:取り■|けようと患
'う

ています:1・ |||
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を置く予定です;1木々の葉もなくなり、1鳥たち|が身近に
見える妻節です1見ま|1観察してみて下さし`111111 ‐

※イベントのスケジュールは別紙となりました。
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ユキムシ
別名 :綿虫 ユキンコ しろばんは など

『ユキムシ』とは虫の名前ではありません。アプラムシのうち、『白
腺物質・ ′申い綿に見えるもの)を分泌する腺をもつものの総称。

ご存じの方も多いと思いますが冬が近くなると

.    白い綿がふわりふわりと飛んでいるように見えま

い`●_   す。春からメスだけで繁殖 (単性生殖)を続けま

・―・  すが、この時期、木から木へ移動 しオスとメスの

1    卵を産卵 し、そのオスとメスはすぐに交尾して越

冬するための卵を産みます。(写真 :片岡 文 :田沢)


