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猛暑と長雨の夏の時期もようや<過ぎましたが、コロす禍の歯止めが効かず2度目の「緊急事態宣言」が8月
27日から9月 12日まで発令中です。

この時期の遊歩道では、数少ない革本が足を止めさせて<れ、又、セミの鳴き声も静かになり他の毘虫の鳴き

声が日増しに賑やかになつています。花の時期が終わつた種子は成熟期の最終段階に入り、気の早い木長は色付

き始めています。「緊急事態宣言」が解除されましたら、心のリフレッシュで静かな園内の散策は如何でしょうか。

(所長 :蜂谷仁 )

これから、ますます、
ハチが活動的になります。

今年はた<さんの巣を処

理しました。

8月 27 ～ 9月 12 日 まで閉館となります。
『力エンダケ』も発生

アスレジックは膨用で議畿せん ‡
しました。触る

鮭験はけりま量ん だけでもとても
各種イベントはすべて中止となります。 危険な猛毒の
◆中央記念館◆駐車場・ 外 トイレ・ 館内 トイレ 0自動販 キノコです。
売機が利用できます。

絶対にさわら
◆青少年の森◆駐車場 0外 トイレが利用できます。 ないで<ださい !

再開に関しましては、各種広報にてお知らせいたします。 見かけたら、嚢鱚悦、
お間合せはお電話にて承ります。 管理事務所までご連絡

中央言己念館 022-255-8801 <ださい !

格的に トンボ採りを始めたのは翌年の7月
からです。晴れた日 は学校が終わると、必ず

県民の森に行き汗だ <で泥だらけになりながら トン

ボを追いかけました。採取して、真剣に観察し沢山の事をトン

ボに学びました。私が出逢ったトンボたちはほとんどがこの森

に生息していたものです。

1番好きなトンボは

クロスジギンヤンマ。

発 宮 城 県 県 民 の 森 管 理 事 務 所 TEL&FAX 022-255-8801
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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

入園料

利用時間

無料

4月 ～10月 /9時～16時 30分

11月～3月 /9時～16時

‰

私とトンボの初めての出逢いは、県

民の森を訪れた小学校3年生の8月。

今でも鮮明に覚えています。

日本一大きいトンボ、オニヤンマとの

衝撃の出逢い !その大きさと眼

(複眼)の輝<緑色の美しさに

夏休みの早朝、池の

周りを俊敏に飛び回

る緑と青色の体色を

した大型 トンボを捕虫

網を振り回し無

我夢中で採取に成功 !

感動と興菫で手の震えが止まり

ませんでした。以来、私が一番

好きなトンボはずっと変わらず

クロスジギンヤンマです。

県民の森は私とた<さん遊んで<れました。そして トンボ

だけではな<たくさんのことを遊びながら私に教えて<れまし

た。さまざまな動植物が生息している美しいこの森は私の大先

生です。      (勝 ち虫フアミリー :田代)

驚き心ときめきました。
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すすめスポット～ NO.4～
ここは早春には工

‐
ンレイソウ ◆シ∃ウジ∃ウバカマ 。

カタクリ・トウゴクサイシンなどが咲き乱れ、春の妖精 (ス

プリング 。エフェメラル)たちの隠れた穴場となつてい

ます。

平成の 併 で 市 町 村 クロマ3◆唐桑町・歌津町・石巻市。な 町・山元町

「市町村の森」は県民の森北側、青麻神社向か

い側に位置しています。

青麻神社丼戸の隣りに「市町村の森」建設の

ご案内の古い蕎板があります。昭和 60年 10
月、国際森林年記念事業の一環として県内74
市町村から「市町村の本」と「労力」

のご提供をいただき、「市町村の森」

が誕生しました。

コサメビタキ
(スズメロヒタキ科)

小鮫鶴

サメ色と呼ばれるグレーの

シックな装いに白いお腹、つ

バヽらな黒い日と<り っと白い

アイリング、可愛い要素が盛

り沢山なコサメビタキ。

スズメより少し小さい約1 3cm尋

南方から渡って来る夏鳥で、低山

の森林で営巣します。夏は毘虫が

主食で空中で見事にキャッチ !

さえずりも小さ<複雑で夏の森

ではなかなか見つけに<いのです

が、渡りの季節の前にはミズキな

どの本の実も食べに来ます。いい

タイミングで観察できると嬉しい

ですね。   (絵 :秀・文 :もち)

至利府町内
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町村の森

ニホンカナヘピ (カナヘビ科)

全長 18～ 25 cm。 尾は全体

の 3分の 2。 ヘビのように身体が

長 <、 金属のような色をしている

ことから『力すヘビ』

園内はもちろん、庭

や公園にもよ<いる普

通に見られるトカゲ。

子どもたちの人気者 !

チョロチョロと散策路

に顔を出すのはとても

かわいらしいものです。見つけて

みてね !(写真 :千葉 0文 :田沢)

名は変わりました。枯れ

てなくなつている木もあ

りますが立派な大木に

なつている木もありま

す。一度見て回ってはい

かがですか? (原 )

七ヶ浜町・桃生町・岩沼市。名取市。大郷町。南方町・

富谷町・河南町・矢本町・亘理町・ ―迫町 。松山

町 アカマツ◆東和町 。本吉町 。大衡村・宮崎町・

村田町 サクラ◆大河原町 。若柳町・色麻町・瀬

峰町 。塩竃市 ウメ◆登米町・中田町 。志波姫町 。

鴬沢町 。田尻町 カシ◆角田町・米山町・河北町・

利府町 スギ◆丸森町 。涌谷町・津山町・女川町・

鹿島台[E『 イチョウ◆古川市・豊里町・築館町・

迫町 ブナ◆白石市・小野田町・花Ш村 ケヤキ

◆仙台市・金成町 モミ◆岩出山町・柴田町 ク

リ◆栗駒町 エノキ◆三本木町 タプ◆志津川町

ゴ∃ウマツ◆蔵王町 ヒマラヤスギ◆小牛田町

ヒメコマヅ◆北上町 サザンカ◆多賀城市 ド

ウダンツツジ◆川崎町 モミジ◆大和町 ミズキ

◆鳴子町 コプシ◆七ヶ宿町 カツラ◆高清水町

ガガイモ (キョウチクトウ科)

(:日 :ガガイモ科)

日当たりのよい野原に、毛深

いヒトデのような lcmほどの

可憐な薄紫の花を咲かせます。

古名は「加々美」。果実は芋に

葉の形はヤマイモに似ているので

「カガミイモ」となり「ガガイモ」

に転じたとされています。

日本書紀では、国造りの神の一

人スクすヒコす神がガガイモの船

(中 の種子が飛んで実が半分に割

れたもの)に乗って出雲国にやっ

てきたと記離 ています。

種子には種髪と呼ばれる、自<
長い綿毛が付いていて、風に乗つ

て運ばれます。都市伝説 (?)で
一時大ブームになつたケサランパ

サラン (桐の箱の中で、おしろい

を饂にして育つ)という謎の生物

の正体は、実はガガイモの種子の

綿毛だといわれています。

誰期 :7～ 9月 (片岡)


