サラサヤンマ

佐々木剛さん（泉区）

毎年、夏の青葉の森に来た子どもたちに「カブトムシいますか？」とか「クワガタどこに行けばみつかりま
すか？」って聞かれます。
テレビなどではクヌギの樹液に集まるようなことを言っていますが、青葉の森にクヌギはありません。
青葉の森でカブトムシやクワガタムシが好きな樹液を出す木は、コナラやミズナラです。
カブトムシを飼ったことがある人は分かると思いますが、いるところに近づくとカブトムシのにおいがしま
す。また、近づいたときにカナブンやハエ、チョウなどが飛び立って樹液の出ている場所を教えてくれること
もあります。
テレビで見たり聞いたりしたことではなく、自分の鼻や目で探し当てたときはすごくうれしいです。（半）

夏が来たよ！
夏休みはお祭り、花火、旅行…など、楽しいことがいっぱい！なんだかドキドキ・ワクワクしてくるよね！
夏の森も楽しいことがいっぱい。探検にでかけよう！

ハートマークのカメムシ

まるで宝石みたい！

不気味なあわを発見！

スズメバチには、くれぐ

中に何かいるのかな？

れも気をつけて…。

朝早く起きられたら、
羽化したてのセミやト
ンボに会えるかも!?

さあ、夏の森へ出かけ
てみよう！
きっといつもとは違う
一日に会えるよ。 (新)

ふと視線を感じたら…
ヘビがいた～！

セミ展示はじめました！
セミはいつ出るか、夏でしょう！
いよいよ冷やし中華…ではなくて、セミの時期がやってきました。
今年もニイニイゼミやヒグラシの声がにぎやかです。
青葉の森では 8 種類のセミが確認されています。
種類ごとに発生する時期が異なり、セミの鳴き声で季節の移り変わ
りを感じることができます。
また、種類によって抜けがらの大きさや形にちがいがあって、見れ
ばそのちがいが分かります。
昨年、みんなが見つけた抜けがらをグラフに貼ってどのセミが多い
のかを調べる展示を作りました。
今年も始めましたので、ぜひ参加してください!

(新)

シジュウカラ親子とニホンカモシカ親子に出会いました！
青葉の森緑地内でシジュウカラとニホンカモシカ、2 組の親子と出会いました。
シジュウカラ親子は、5 月 28 日に青葉の森緑地駐車場で発見しました。
雛は３羽で、目はまだまともに開けることができていないのに、口を大きく開けて親鳥を
待っている姿が愛らしかったです。驚かせてはかわいそうだと思い、写真は撮りませんでし
た。
ニホンカモシカ親子は 5 月 30 日に管理センター前の中央散策路を横切っていくのを見か
けました。一瞬で散策路を横切り、森の中に消えていきましたので、こちらも写真を撮ること
ができませんでした。
来園者の方々から「ニホンカモシカはシカですよね？」と聞かれますが、実はウシの仲間
です。なので、雌雄ともに短い角を持ち、胃袋も四つあるんですよ。個体数の減少による近親
交配が進み、なかなか元気な子を産むことが難しくなってきているのではないかという話
もありましたので、元気な子を見ることができて嬉しく思いました。
私はどちらの親子にも初めて会いましたので、大変感激しました。どちらの子たちにも、す
くすく育って立派に成長してくれることを祈っています。皆さんも見かけた際には、優しく
見守ってあげてくださいね。(佐) ※写真は親子とは関係のない者たちです(^^ゞ

クローバーは、日本には明治時代以降に家畜の飼料用として導入されたものが野生化した
といわれている外国産の植物(帰化植物)です。青葉の森緑地の林縁部でも普通に見ることが
できますが、本来は森の植物ではなく、荒野や野原、高原などに出現します． 青葉の森緑地に
は、戦時中に人の手が加えられた経緯がありますので、その際に人に付着してきた種が落ち
たのか、意図的に植えられたかして繁殖したのかもしれません。
さて、皆さんがよくご存じのようにクローバーは通常、三枚葉ですが、注意深く探すと四枚
葉のものが見つかりますね。
では、三枚や四枚以外の枚数の葉をつけるものも存在することはご存知でしたか？実は、
一枚や二枚など通常よりも少ない枚数の葉を付けるものや、五枚以上の葉をつけるものも存
在するのです。
四つ葉のクローバーなら見つけたことあるよという人は、それ以外の枚数をつけるクロー
バーを探してみてはいかがですか？四つ葉のクローバー以上のご利益があるかも!?(佐)

対象／小学生以下の子どもと保護者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。

月
日 時：7 月 15 日（海の日） 午前１０時～１1 時半
内 容：幼児～小学生のナチュラリストたちがガイドをします☆
対 象：一般３０名〔先着〕
持ち物：雨具など、歩きやすい格好で

日 時：7 月 20 日（土） 午前９時半～１２時
講 師：藪 雨紀子氏（仙台キノコ同好会）
対 象：20～30 代の女性 15 名〔先着〕
キノコウォッチングしながら森をおさんぽします☆
おさんぽの後は tea time ♪ ヴィーガン sweet’s
をいただきながら girls ┻ talk を楽しみましょう！

月

参加費：300 円（お菓子、お茶代など）
持ち物：帽子、タオル、雨具など森の散策がしやすい服装や靴
虫よけ・虫さされの薬、飲み物、マイカップ

日 時：8 月 24 日（土） 午前１0 時～11 時半
内 容：ハガキに草花の汁などで絵を描いて手紙を出します。
対 象：小学生以下の子どもと保護者 １５名〔先着〕
持ち物：50 円切手、帽子、雨具、飲み物、虫よけ・虫さされの薬
歩きやすい服装

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頂けます。
杜のひろば：http://www.sendai-park.or.jp/

☆ 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、編集部までお送りください☆
宛先：〒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

みどりの情報ステーション－青葉の森緑地スタッフブロｸﾞ

青葉の森のレンジャーが四季折々の自然をご案内します。少人数（3～5 名）からお引き受けいたしますので、お友だち
同士、サークル、地域のイベント等でご利用ください。
活動の内容は参加される方々の年齢、人数、ねらい等ご要望に応じて準備させていただきます。参加費は無料です。
また、生活科、総合的な学習の時間などの自然体験学習に関する授業作りのご依頼も承っていますので、お気軽に
お問い合わせください。
【 青葉の森管理センター
022-263-2101 】

ある日、森の中を歩いていると黒いかたまりが落ちて
いました。なんだろうと思い近づいてみると、動物のウン
チでした。
だれのものなのか、この大きさと形から考えると…。
じぇじぇぇ！もしかしてだけど♪もしかしてだけど♪
これってクマのウンコなんじゃないの!?♪

『これはもしかしてクマのウンコ！？』
何日かあとに、もしかしたらクマに会えるかも…と思っ

て、ウンコがあった場所に行ってみました。
この間見たときとは様子が変わって、ウンコからたくさ
んのトゲのようなものが出ていました。ルーペで見ると、小
さなキノコのような形をしています。

『何かこの間とは様子が違うぞ？』

キ！キモイ！
いったいこれってなんだべ！？

これは糞生菌という動物の糞に発生する独特なカビや
キノコの仲間で、動物が消化・吸収できなかった養分を分
解して土に返しているんだそうです。
ほかの動物のウンコにも生えてるのかな～？と思って、
カモシカのウンコがある場所に行ってみました。

『よく見るとキノコみたいだ…。』

すると、やはり白い小さなキノコが生えていました。
これらの小さなキノコから出た胞子は草の上に落ちて、その草を
動物が食べたときに体の中に入り込んでまたウンコから生えると
いう暮らしを繰り返している、動物の糞にだけ生える独特のキノ
コなのだそうです。
クマやカモシカのウンコから生えた小さなキノコから、“ない

『かわいいキノコが生えてる～！』

ものばかりを欲しがっていないで、自分に与えられた役割を全う
することが大事だヨ”って教えられたような気がしました。 (新)

よ うい

☆あそびかた☆

☆用意するもの☆
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【材 料】

みず

① わりばしの先と糸を水でぬらす。
しん なが

えん

・サランラップの芯(長さ４～６cm くらい)

② わりばしをもって、円をえがくようにま

いと

おと

・糸(50cm くらい)

な

わすと、音が鳴るよ♪

き

ぽん

・木のわりばし(半分にわったもの１本)
かみ

・紙のガムテープ(６cm くらい１枚)
※布のガムテープではうまくいかないんだ！
しん

かたがみ

ぶん

セミの型紙

ぶん

・ビニールテープ(芯にまく分とわりばしにまく分)
・つまようじ(１本)
どうぐ

【道具】
・カッター(またはノコギリ)
・カッターマット
・ハサミ
・サランラップの芯を、竹やフィルムケース、
・のり
おと
な
トイレットペーパーにしても音が鳴るよ！
・コップと水(少し)
しん

みず

か
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じょうぶ

たけ

な

おと

まつ

・水の代わりに松やにをつけても音が鳴るよ！
ほう

き

・糸は丈夫な方が切れにくいよ！(リリアンの
い とな ど

糸等)
いろいろくふうしてみてね☆
め

はね

いろ

目や羽に色をぬってね♪

こんかい

つか

おとな

ひと

つく

※ 今回は、カッターやノコギリを使うので、大人の人と作ってね☆
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むす
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ちゅうしん

さ

こ

み

④ 糸を結びつけたつまようじを紙テープの中 心 に差し込み、
いと

しん

①

サランラップの芯を４～６cm に切る。

なが

ほう

おも

おと

で

とお

いと

にじゅう

糸を通す (糸は二重にしたほうがよい)。つまようじを 1.5cm

き

き

ちい

( 長い方が重くなって音が出やすいが、小さいおとも
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② 紙テープを切り、サランラップの芯の片方
あな

かど

き

の穴をふさいで、角を切る。

かみ

き

い

お

かみ

かく

ま
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ほう

さき

けず

かど

き

みじか

なが

先3cm くらいを削って角をとる。切った 短 いのと長いの
をビニールテープでぐるぐるまいてとめる。

しん
しん

はりつける。
そして、
紙テープを隠すように芯の
周りにビ二ールテープを巻きつける。

き

⑤カッターでわりばしの先1.5cm くらいを切り、長い方の

③ 紙テープのふちに切りこみを入れ、折って芯に
まわ

しん

に出ている糸の先に輪を作る。

まわ

だちは回しにくい。)

かみ

こ てい
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くらいに切って芯の中で紙テープに張って固定する。芯の外

いと

わ

とお

かたがみ

き

⑥ ⑤のわりばしに、④の糸の輪を通して、セミの型紙を切
しん

って芯にのりではりつけたらできあがり♪。

