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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 11月～3月 /9時～16時

明けましておめでとうございます。

昨年は、春からコロす禍の影響でこねまでに無い体験のなか、沢山の方々にご利用いただき感

謝申し上げます。今年も利用者の方々に『安全 。安心』を念頭に置いた管理に職員一同努めて参

ります。安全安心を提供出来る施設として皆様のご利用をお待ちしております。(所長 :蜂谷仁)
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冬爾闇遷巫闘八
冬期間中の道路安全確保のため、右記点線箇

所が 2020年 12月 15日より通行止となつ

ております(解除は 2021年 3月 31日予定)。

皆様方のご理解・ ご協力のほどよろし<お願い

致 します。

褥麒洟聰熙 0痒鶉蠅トイ鋏輻曖
冬期間中、青少年の森・ 森林学習館隣の トイ

レは、凍結の恐れがあるため閉鎖させて頂きま

すのでご了承下さい。森の学び舎側の トイレは

日本の正月は境内を埋め尽<すほど

の老若男女が神社に参拝し、一年の無

病息災などを願い神様に手を合わせる

風習は新年の風物詩です。我が国では、

様々な物に神が宿るという信仰があ

り、また様々な神事が四季折々営まれ

ますが、おおかた神事の祭壇にはサカ

キは欠かせないアイテムのひとつで

す。何故なのでしょうか?
古来日本では、先端が尖つた

よ りしろ

植物の枝先は神が降りる依り代

と信 じられ、マツやオガタマノ

キなど様々な常緑植物を神事に

用いる風習がありましたが、し

だいに葉が艶やかで見た目がよ

<、 玉串として用いるのにもほ

どよい形と大きさのサカキが主

流になつたようです。因みに、玉串として神棚に捧

|ずる木としては、九州を中心とした暖地ではオガタ

マノキ、それより北ではサカキ、サカキが育たない

地域ではヒサカキが用いられました。現在では、手

に入りやすい (安価でもある)ことからヒサカキを

憮眩楼～YO:15 サカキ 榊～
もら し<喧伝されます

が、私はこの説は後付で

はないかと思います。「サ

カキ」は本来「葉が常に

緑で栄える木」を意味し、

古<は常緑樹の総称で固

有の植物名ではありませ

んでした。他の常緑樹に、

その見た目や特徴から固

有の名前が付けられてゆ<中で、最後まで固有名が

付かないまま残つたのがサカキではないかと推測 し

ています。樹高は数メー トルの小木で、花は直径

1.5 cmと 小さ<葉陰に隠れて下を向いて咲き、よ

ほど注意 して見ないと気が付かないほどです。実も

晩秋に黒熟しますが、よほどお腹の空いた野鳥以外

気に止める者もなさそうです。このように、これと

言った魅力もな<(?)
名 前 の 付 けよ うもな

かつたようなサカキが

最後の最後、神事に用

いられることにより名

誉を挽回 しま した !?

攘蒻躙

用いることが多<なりました。           桁申という字は神事に用

サカキの名前の由来は、神事に用いることから「人 いることから作られたさかいき           ~~~~~… ~・ ~~
と神様の境にある木」を意味する境木とする説が尤  国字です。 (片岡)
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県民の森だより初登場、水彩画によるもりの案内

のスタートです。新春にふさわしい『アカマツの道』

のスケッチです。

鶴が丘団地方面から最短距離で県民の森へ通じる

手軽な遊歩道となつています。春秋には鶴が丘保育

園の園児が遠足でかけ上る道であり、歓声がこだま

する道でもあります。

県民の森をいつまでも身近に感じていただける思

い出の道であればと願っています。

(スケッチ :千葉 文 :森谷)

大掃除で窓がピカピカ

になつたせいでしょう

か ?小鳥さんたちの窓ガラス

への激突事故が多発しております (>○ <)
クロジのメスはしばしぼんやりしてから に返 っ

て飛び立ちましたが、 トラツグミ

は冷た<なつておりました。

ヽ鷲 ‡`弩1`小烏さんだけではな<
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来園者の方々も

ガラスのドアには

激突注意ですよ !

フオキ (7鎌キ料)書本

名前は青木の意味で、枝が緑色

のためです。葉は光沢があり、大

き<鋸歯は深<対生し、枝も緑色

で見分けやすい。一般的に日陰の

葉は日向の葉に比べ少ない太陽の

光を一杯受けるため大き<してい

るようです。1780年ころ、ヨー

ロッパに渡り好評を博したが、雌

株のみで実が付かなかったよう

た逸話があるようです。雌雄異株。

花期 3～ 4月    (駒 野)
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名前はウメモ ドキに似ていて、

つる性だからです。10月～12月に

黄色に熟します。熟すと 3つに割

れ、経秀題 の仮種皮に包ま機:存
種

子が顔を出します。これを朔果と

いいます。

仮種皮に包まれた種子は絶妙で

豪華。行<人の足を止めるほどで

す。生け花やクラフ トの人気材料

です。雌雄巽株。

花期 5～ 6月     (駒 野)

工すガ 柄長

長い尾羽が柄杓の柄のよう
に見 える 工 す ガ (柄 長 )、

綿をふんわり丸めたような体に小

さなクチバシとつ′3ヽ らな黒い眼が

愛らしい人気者。体長13～ 1 4cm
体重約 8gと 日本では 2番目に小

さい烏です。

留鳥で主な鳴き声 は「ジュリ

ジュリジュリリ、チチチ ッ」。秋

冬にはカラ類と混群を作ることも

あり、少しも休むことな<木々を

動き回ります。枝先の小さい虫や

毘虫の卵などを食べ、樹液なども

を澄ませて工すガの群を探 してみ

てはいかがでしょう。

(写真 :秀 文 :もち)

で、その 80_年後、雄株が英国に ツルウメモトキ くニシキ機  好物。

送られ赤い実を付けるようになつ 甕梅擬              冬枯れの林は導遇率アップ、耳
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