みんなのギャラリー

「それぞれの春のイメージ」
丸山 柚月ちゃん 鈴木 りんかちゃん

「新しいはじまり」
ようやく空気がやわらいで春らしくなってきました。あたたかくなると、体のコンディションが
上がり、寒いときにはあちこち痛かったのも治まって、新しく何かを始めたくなるような、うず
うずした感覚になります。
春の陽気に誘われてお散歩に出かけてみるのはいかがでしょうか。青葉の森は、森を彩る多くの
花が次々と咲きだし、緑が濃くなる 5 月中旬までは、いつでも気持ちよく歩くことができます。
きっと、発見いっぱいの新しい楽しみがはじまります。
ただし、花粉症の方はマスクをお忘れなくご持参ください。

表紙「みんなのギャラリー」コーナーではみなさんからの写真・イラストなど作品をお待ちしております。

せせらぎ広場 手すり更新
2 月にせせらぎ広場の手すりの補修工
事が行われました。これまで、グラグ
ラして危険でしたが、これからは触っ
ても大丈夫です。けど、のり出したり
はしないでくださいね。

初めて見ましたフクロウ
１月末の雪の舞う午後、管理センターの窓
の外にふうわりと大きな鳥が見えて、枝に
とまったその背中を双
眼鏡でのぞいたら、
フクロウサさんで
した。もっと近く
で見たかったなぁ。

森の花園入口を整備しました
雨水による浸食で歩きにくくなっていた
森の花園入口の
散策路を整備し
ました。今後は
安心して歩ける
と思います。

3/6 マンサク開花
マンサクの花が 3 月になってようやく咲
きました。スタッフや来園者の皆様の「ま
だかなぁ」と気にされる声を聞いて、急
いでくれたのか、無視していたか。
とにかく、春の訪れを感じて幸せな気持
ちにしてくれる花です。

雪の中を大冒険
2 月 7、8 日、秋に続いて広瀬小学校の
1 年生が来てくれました。雪が多かった
ので、みんなすべって転ぶよりも先に座
ってしまって、お尻ですべりながら散策
路をすすみました。足跡ならぬ尻跡をた
くさんつくりました

寒かったけど、冬の森も楽しいことがい
っぱい見つかりました。また遊びに来て
ください。

お便り大募集
青葉の森を歩いたご感想や身近な自然についての情報、また今号へのご意見・ご感
想など、編集部までどしどし送ってください！ お送りいただいた方には、青葉の森にちな
んだステキなプレゼントを差し上げます。
あて先：〒980‐0845 仙台市青葉区荒巻字青葉 260 青葉の森管理センター 情報誌
編集部

出前授業でお邪魔している木町通小学校の 3 年生
が研究発表会を開催するとの情報を聞きつけ、何を
研究したのか気になる我々青葉の森スタッフは潜
入取材することにしました。
今年 1 年間、一緒に公園を探検した彼ら彼女らは何
を研究発表してくれるのでしょうか。とても楽しみ
です。
みんなの発表内容は、一緒に行った授業の枠を超え
て、自分の興味のあることを追求したものでした。
１０月に校外学習
で青葉の森に来て
いるので、青葉の森
で体験したことを
テーマにしている
生徒が思いのほか
多く、
印象深い良い
時間だったことが
分かりうれしく感
クモと昆虫の違
じました。
いをわかりや
すく表にした

春になると、様々な植物が地面から顔を出し花を咲
かせ、まだ冬枯れの森を彩ります。４月３〜１５日
まで青葉の森は「春のお花見ガイド週間」を行いま
す。ガイド週間は、お客様のお好きな時間に自然解

私達との公園探検では体験が中心になるので、図鑑
に載っている内容を解説したり、一緒に確認すると
いった時間は少な
くなりますが、
発表
内容をまとめる過
程で、
改めていろい
ろなことを確認し
理解したことが伝
わってきました。
みんなこの１年間
に学んだことを来
年度の１年生に教
える計画だそうで
す。
立派な発表でし
たから、
きっとうま
くいくと思います。

紅葉のしくみにつ

活発な意見交換の

説員スタッフが一緒に歩いて見どころをご案内す
るというイベント週間です（詳細はイベント案内を
参照）
。ここでは、４月に見られるお花をいくつか
紹介します。

青葉の森全域で見られるお花

「シュンラン」今年は中央入
口が多く見れそう

「カタクリ」三居沢は
例年 3 月末に咲き出します

「ショウジョウバカマ」群生し
た斜面は見ごたえあり

「イワウチワ」青葉の森の名品
です。場所：森の花園
「エイザンスミレ」葉に
切れ込みのあるスミレです
場所：せせらぎ広場

この他にもたくさんの花が咲く春は青葉の森のベストシーズンです。ぜひお越しください

青葉の森よりもう少し山深いところへ行くと、青葉の森にいるサンショウウオよりも大きい
クロサンショウウオがいます。いったいどれくらい大きいのでしょうか。産卵のために池に
入っているところを探しに行ってみました。

ポイント１
膝まで雪に埋もれながら、
なんとかたどり着きました
が見つからず。

ポイント２
池がまるまる雪に覆われた
ままで探せません。

ポイント３
水面が見えるのはわずか。
ここにもいませんでした。

この冬は雪が多かったため、まだ雪に覆われているところが多く、
この日は残念ながらクロサンショウウオに会うことができませんで
した。でも、カモシカに会えたのでラッキーと思って、もう少しし
てから、再チャレンジしてみようと思います。
カモシカが出てきました

スタッフの佐藤と立花が、3 月末日で退職することになり、4 月からは、新たにガイド業務を
担当するレンジャー2 名が加わります（新しいスタッフの登場は次号までお待ちください）
。

夏場の草刈りや、この冬の雪かきなど大変
なこともありましたが、みなさまのおかげ
で4年間楽しく仕事をすることができまし
た。どうもありがとうございました。これ
からも、青葉の森をよろしくお願いいたし
ます。
佐藤

３年間、貴重な経験を積ませていただき、大
変感謝しています。ここでの時間は一生忘れ
ることのない素敵な思い出です。
青葉の森に訪れてくれたみなさま、本当にあ
りがとうございました。
立花

対象／小学生以下の子供と保護者１５名〔先着〕
親子で自然に親しみます。詳しくは市政だよりをご覧ください。

日 時：４月８日（日） 午前１０時〜１１時半
対 象：一般２０名〔先着〕
持ち物：あたたかく歩きやすい格好で

期 間：４月３日（火）〜１５日（日）まで
時 間：９:００〜１５:００の間の１〜２時間
対 象：どなたでも
持ち物：あたたかく歩きやすい格好で

日 時：４月２８日（土） 午前１０時〜１１時半
対 象：一般女性２０名〔先着〕
持ち物：歩きやすい格好で
女子だけで楽しく森をお散歩しましょう

各イベントの申し込みは、
毎月 6 日 午前 9 時から 電話 022-263-2101 で受付いたします。
“市政だより”またはインターネットでも詳しい情報をご確認いただけます。
杜のひろば：http://www.sendai-park.or.jp/

お友達同士で、サークルや地域のイベントで、四季折々の自然を感じながら青葉の森を散策しません
か。青葉の森のレンジャーが森をご案内いたします。少人数（3〜5 名）からお引き受けいたします
（最大６0 名まで）
。
人数や参加される方々の年齢および趣向等に応じた散策コースやガイドプランを提案させていただ
きます。また、学校の環境教育、野外活動に関する授業のお手伝いもいたします。青葉の森管理セン
ター（電話：022-263-2101）までお気軽にお問い合せください。

まだ、朝の最低気温が氷点下の寒い 3 月上旬、常緑
の葉っぱの下の白いものにふと目に止まりました。
シロダモという常緑
樹は、葉の裏や、芽吹
くときの葉の色が白
いためにその名前が
付けられていますが、
シロダモではありま
せんし、
同じように葉
の裏が白いにしては、
位置的に変な感じが
します。
風でクモの巣
やゴミがくっついて
いるのでしょうか。

です。この色の違いがチラチラと目立つため、夏に
飛んでいるところに出会うとすぐにそれとわかり
ます。
メスはオレンジのところが淡い水色（または白）で
す。この写真のウラギンシジミはオスかメスかちょ
っと羽を開いてみたら簡単に分かります。
さっそくちょっと失礼・・・
なんてことはせずにそっとしておきました。分かっ
たところでそれだけのことです。
会えただけで十分楽しませてもらいました。

何処かわかりますか？

近づいてよく見てみると、葉の裏でもゴミでもなく
て、蝶がくっついているではありませんか。
蝶の名前はウラギンシジミ、もともと南の地方に住
んでいる蝶でしたが、1５年程前から宮城県でも生
息が記録されるようになったようです。確かに、子
供の頃にウラギンシジミを見た記憶はありません。
モンシロチョウと同じくらいの大きさ、羽の裏は白
ですが、表面は茶色地に中心部がオレンジ（オス）

数日後に再び様子を見に行くと、少し移動して、向
きが変わっていました。早くあたたかくなって、蝶
も人間ももっと楽に動けるといいですね。

青葉台行き
中央入り口・管理センター
宮教大行き

青葉台行き

宮教大前

青葉台下

はこちらで下車

こもれび広場はこちらで
下車

交通公園循環

交通公園前
三居沢入り口は

交通公園行き

川内営業所前

こちらで下車
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