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合同研修会 城ケ島馬の背洞門 

 

 

 

■会報を公開します 

 今まで、この会報は会員専用としてきました。今回

の会報第 109号より公開として一般の方にも見ていた

だくようにしました。是非、皆様に見ていただき我々

の活動を知っていただければと希望いたします。 

また、ご覧いただいた方には感想などをいただけれ

ば、反映させていただきより良いものにしていきます

のでよろしくお願い申し上げます。 

■3月の活動のお知らせ 

 通常以外の催しは次のようなものでした。詳細は後

述の報告をご覧ください。 

 

 

・合同研修会 

 森林インストラクターの千葉会、東京会、神奈川会

の合同研修会を神奈川県の城ケ島・小網代の森で実施

しました。 

・関野吉晴氏の講演会 

 かながわ県民センターホールで、「森から人間社会

を考える」と題して実施しました。満員御礼！ 
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草木が茂り、生き物が蠢き、人が活動する。皆で守ろう、この地球！ 

ＮＰＯ法人全国森林インストラクター神奈川会  http://www.jfik.org/ 
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冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

★■神奈川の身近な自然を訪ねて  

「高尾山のブナの新緑と春の花を楽しむ」 

 

＜下見＞  

日 時：4月 10日（月）  

集 合：京王線 高尾山口駅 改札口前 10:00（改札口

は一箇所） 

＜本番＞ 

日 時：4月 15日（土）・19日（水） 

集 合：京王線 高尾山口駅 改札口前 9:10（改札口は

一箇所）（詳細は別途連絡） 

 会員の「神奈川の身近な自然を訪ねて」シリーズの

下見だけのご参加は、他の野外研修会等と同様に 500

円の参加費を負担してもらいます。 

（下見時の CONE保険は適用しませんので、各自で何

らかの傷害保険・賠償責任保険にお入りください。） 

 本番だけのご参加に関して参加費及び保険料の負担

はありませんが、一般参加者に関するお手伝い等をお

願い致します。 

 是非、本番にはご家族やご友人をお誘い下さい 

（昆野記） 

 

★■四季の森公園「自然を訪ねて～樹に咲く花」 

いよいよ百花繚乱の季節となります。四季の森公園

でも、様々な花たちが出迎えてくれると思います。 

皆様の参加をお待ちしております。特に、28期の皆

さんの参加を期待しております。 

 ＜下見＞ 

日 時：4月9日（日）10：00～12：00 

＜直前下見＞ 

日 時：4月16日（日）10：00～12：00 

＜本番＞ 

日 時：4月16（日）13：00～15：00 

  

集合場所：四季の森公園・北口管理事務所前 

リーダー：小池 

サブリーダー：日比野、片山   （小池記） 

 

■山こい倶楽部企画31回「畦ヶ丸」 

里の山では日に日に春の彩りが増してきています。 

4月中旬ともなれば畦ヶ丸にも春の兆しが・・・と期

待しているところです。西丹沢自然教室から本棚のコ

ースは山北町の森林セラピーロードになっており、本

棚は70ｍもの圧巻の滝です。 

善六ノタワから畦ヶ丸へはブナ林が続く緩やかな稜

線歩きです。下ってきてから樹齢2000年と言われる箒

杉へも立ち寄りたいと、ちょっと欲張っています。 

 

日時：4月16日（日）7：55～17：30（雨天中止） 

集合：新松田駅7：55（8：10西丹沢自然教室行のバス

に乗ります。） 

コース：西丹沢自然教室（標高540ｍ）→本棚→善六

ノタワ→畦ヶ丸（標高1292ｍ）→大滝峠上→大滝橋→

箒杉→箒杉バス停から新松田行きのバスに乗ります。 

歩行時間：登り約3時間、下り約2時間半 

装備品：雨具、防寒着、飲み物、昼食、軽登山靴など  

 

リーダー：久保、サブリーダー：境 

※申し込みは4月14日（金）までに久保へ。 

メール：nrk40054oio@yahoo.co.jp  

電 話：090-5311-1281        （久保記） 

 

★■鎌倉風致保存会 

○みどりのボランティア 

 4月 15日（土）回春院 

 4月 22日（土）御谷 

 5月 6日（土）浄光明寺 

 5月 13日（土）泣き塔 

 5月 20日（土）十二所果樹園 

 5月 27日（土）光則寺 

○覚園寺 

 4月 27日（木） 

活動予定 
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○その他のイベント 

 4月 8日（土）大佛茶亭公開 

 4月 15日（土）緑と歴史探訪 

 5月 27日（土）お話サロン 

（廣瀬記） 

 

■ヤビツの森 

日 時：4月 15日（土）10：00～15：00 

作業概要：植樹点検。トリカルネット取り外し 3月に

植えた苗が活着しているか、点検をします。すでに大

きくなった木を保護していた黒いネットを取り外しま

す。現地の小屋にあるペンチを使います。 

参加ご希望の方は吉井宛メール

（yoshiit@green.ocn.ne.jp）でお知らせください。 

（吉井記） 

 

★■湘南の森 

日 時：4月 14日（金）、22日（土） 

活動日は原則として毎月第 2金曜日と第 4土曜日 

集 合：平塚市湘南平上部パーキング付近 10:00、ま

たは大磯駅 9：30 

参加ご希望の方はメールで吉井までお知らせくださ

い。メール：yoshiit@green.ocn.ne.jp  （吉井記） 

 

★■緑のダム北相模の定例活動 

（１）若柳嵐山の森・定例活動日： 

4月 16日（毎月第 3日曜日） 

（２）小原本陣の森・定例活動日： 

4月 2日（毎月第 1日曜日） 

集 合：当日 9:15、JR中央線「相模湖駅」改札口 

申込み：HPの表紙の申し込みからお願いいたします。 

「緑のダム北相模」：http://midorinodam.jp/ 

（内野記） 

 

★■フォレスト21「さがみの森」 

4月 8日（土）、23日（日）定例作業 

5月 13 日（土）、28日（日）定例作業 

森林保全作業実践の場として活用ください。6 日前

までに申し込んでください。 

JR橋本駅南口に集合して車での送迎になります。 

(菅原記) 

申込先：「さがみの森事務局」 

電 話：03-3868-9535 

ＦＡＸ：03-3868-9536 

メール：sagami@moridukuri.jp 

 

★■名瀬谷戸の会 

4 月の名瀬谷戸の会の作業は下記の通りですので、

参加希望の方はメール又は電話で田中（真）まで事前

にお知らせ下さい。 

メール：m.tanaka@feel.ocn.ne.jp 

電 話：090-1542-2154  

4月 1日（土）、8日（土）、17日（月）10:00～14:30  

集合場所：久右衛門邸チャペル  （田中（真）記） 

 

 

 

 

■合同研修会（千葉、東京、神奈川） 

日 時：3月 11日（土）、12日（日） 

場 所：城ヶ島、小網代の森／神奈川県三浦市 

天 気：11日晴、12 日曇り後晴 

幹 事：松井（全体）、佐藤（地質）、吉原（植物）、

久野（植物）、中澤（野鳥）、廣川（小網代の森） 

参加者：20人： 

千葉会 7名、東京会 1名、神奈川会 12名  

概 要：天気は 2日間とも晴、穏やかで暖かく、三浦

半島南端の観察会、そしておいしい海鮮料理を味わう

懇親会を楽しんだ。合同研修は 4回目で、幹事の松井

さんは下見を 4 回重ね「これだけくると愛着がわく。

下見は大事とつくづく思う」。小網代の森を案内して

くれた廣川さんも「どこに何があるのか、全部わかる」

まで下見を重ねた。 

1 日目：3 月 11 日（土）京急三崎口駅 10 時集合、バ

ス→城ヶ島→民宿長津呂荘→城ヶ島灯台→ウミウ展望

台→城ヶ島公園→馬の背洞門→長津呂荘泊 

 早春の今、咲いている花は海浜植物のハマダイコン

とハマエンドウ。塩がきいて美味しいツルナやハマユ

ウ、ハマカンゾウ…植物担当の吉原さんが次々と説明

してくれる。地層が露出したところでは佐藤さんが三

崎層と初声（はっせ）層の成り立ちや地質調査の手法

などを説明。菅原さんは初声の名の由来について、奈

良と鎌倉の長谷寺と関係があり、8 世紀に奈良の徳道

上人が大和の初瀬（長谷）で見つけたクスノキの霊木

から造らせた 2 体の十一面観世音菩薩像のうち、1 体

活動報告 
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を奈良の長谷寺に、もう1体を縁地の衆生救済を願い、

海に流したところ、横須賀市長井のはつせ（初声）に

流れ着き、その後、鎌倉の長谷寺に安置された、と教

えてくれた。 

ウミウ展望台では中澤さん、松井さんがウミウとカ

ワウ、ヒメウの見分け方をわかりやすく説明。馬の背

洞門では角田さんが焼夷弾の約 1センチ角の導火板を

約 50 年ぶりに発見。福田さんがライターで火をつけ

ると、勢いよく燃え上がった。角田さんは子どもの頃、

三崎町に住み、城ケ島にはよく遊びにきて、クマゼミ

やヒメハルゼミをつかまえた。導火板も海辺の砂をさ

らって拾ったが、まさかまだあるとは思っていなかっ

た。翌朝も探したが、見つからず、「最後の奇跡の１

枚だった」（角田さん）。 

夕方、宿で佐藤さんの「なぜそこに山があるのか」

と題した講義。プレート・テクトニクス理論による大

陸移動から神奈川の地形と地質まで幅広い内容を 30

分にまとめ、懇親会に突入。夕食をはさんで日付が変

わる頃まで楽しく話が弾んだ。 

 

城ケ島では佐藤さんの地質講義を実地と机上で聴いた 

 

2日目：3月 12日（日）バス→引橋→小網代の森→小

網代漁港→新井城址→胴網浜→荒井浜→油壺バス停

→三崎口駅 14時 30分ころ解散 

廣川さんの案内で、引橋から小網代の森を散策。ア

スカイノデが生い茂る明るい谷を、やなぎテラス、え

のきテラスへ、ジャヤナギ、クサギ、ミズキなどを観

察しながら歩く。アカテガニ広場ではチゴガニが。管

理する NPOの人が 2月にアライグマを捕獲するわなを

仕掛けたら 10 匹捕まったという。三浦半島は全国に

生息域を広げるアライグマの最初の上陸地といわれ、

さすがの捕獲数だ。油壺では三浦氏の墓を訪ね海浜の

ハイキングコースを散策した。解散は油壺のバス停。

千葉会、東京会の皆さんは楽しんでくれただろうか。

合同研修会は長くいつまでも続けていきたい。幹事の

松井さんは計画づくりから案内、会計までフルアテン

ドで本当にお疲れ様でした。     （鈴木記） 

 

  小網代の森では地元 NPOの人の話を聞いた 

 

■神奈川の身近な自然を訪ねて 

「春の草花を求めて四十八瀬川の里山を歩く」 

日 時：3 月 22 日（水）10:00〜15:00 晴れ 

3 月 25 日（土）10:00〜15:00 晴れ 

場 所：秦野市 

参加者：90 名（3 月 22 日 51 名、3 月 25 日 39 名） 

スタッフ：15 名 

概 要:渋沢駅から、四十八瀬川に向かい住宅街を歩

いて行くと正面に真っ白な富士が、その先右手に丹沢

の山々が目に入ってきます。ここ秦野盆地は、秦野断

層と渋沢断層の活動により形成された盆地で、水無川、

金目川などの扇状地からなり、とくに四十八瀬川の辺

りや上地区には里山風景が残っています。のどかな四

十八瀬川の土手道を春の気配を感じながら歩き、上地

区に向かう馬場坂（ばんばざか）を上がっていきます。

この地区の山の中腹の平地で、農家の馬の草競馬が行

われていたことから馬場坂となったそうです。坂の途

中には、ジロボウエンゴサク、カテンソウ、オドリコ

ソウ、ヤマネコノメソウなど、春の花が咲き始めてい

ます。 
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     四十八瀬川の土手を歩く 

 

上公民館からは、里山の風情が色濃く残る八沢地区

を歩き、シュンランやヤマルリソウ、オキナグサなど

にも出逢いました。歩いて行くと、煙突がある土壁づ

くりの古い建物をいくつか見かけました。秦野盆地は、

江戸時代から葉タバコの生産が盛んで全国三大銘葉の

一つであったものの徐々に衰退し、今では生産されて

いませんが、葉タバコの乾燥小屋だけが残っています。 

また、上地区には石仏や道祖神が多くありますが、

特に道祖神は、竹の柱に杉の葉葺きの屋根で風雨から

守られています。江戸時代から伝わる小正月の道祖神

祭りの時期に毎年作り替えるそうです。 

天気に恵まれた中、春の花を楽しみ、里山の風情と

地域の伝統を感じることができました。 （吉原記） 

 

        ノジスミレ 

 

■関野吉晴氏講演会「森から人間社会を考える」 

3 月 26 日（日）15 時から約 2 時間、神奈川県民セ

ンターホールで、探検家で医師、さらに文化人類学者

でもある関野吉晴さんの講演会が行われた。 

関野吉晴さんと言えば人類がアフリカで誕生してか

ら南米大陸まで 700万年かけて移動した 5万キロメー

トルに及ぶグレートジャーニーを逆から、5 万キロを

超える行程を人力のみで旅をしたという強者だ。その

きっかけは何だったのか、なぜ逆ルートだったのか、

どんな出会いや発見があったのかなど、興味は尽きな

い。 

登壇された関野氏は、脳裏に残っているグレートジ

ャーニーのテレビ映像での印象とはずいぶん違ってい

た。関野氏が南米大陸南端のナバリーノ島を出発した

のは 1993年 11月だったというから無理もない。 

 

         関野吉晴氏 

 

講演では冒頭、医師と探検家の両立についての話が

あった。淡々と話をされたが、想像を絶する努力と苦

労があったに違いない。 

旅のスタイルはその場その場で森や草原、海辺に暮

らす人々といっしょに生活をしながら決して先を急が

ないというもの。即ち一つ屋根の下で寝て、同じもの

を食べ、いっしょに獲物を狩る、中には現在まで 40

年を超える付き合いが続いている部族もあるという。 

質疑応答では「座右の銘は？」の問いに対して「ほ

どほどに」と。何事にも徹底的に取り組んだこの人の

この言葉は心に響いた。 
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       書籍販売サイン会 

 

 

       サインをいただいた 

 

関野氏は 20代のころから 40年以上にわたってアマ

ゾンに通い続けているというということだが、私も2003

年の 9 月に一度だけアマゾン（中流域マナウス周辺）

に行ったことがある。そこでは大アマゾンの大きさ、

奥深さとなんとも言えない神秘性に圧倒された。 

講演後の懇親会でそのことをお話して、今私がここ

にいるのはそのとき見たアマゾンのお陰ですと申し上

げたところ、「私もですよ」というお言葉をいただき

感激した。           （中島（典）記） 

 

■野外研修会「バラ科サクラ属入門」 

3月 30日（木）9時 40分に JR高尾駅北口に集合し、

辻（L）、久保（SL）のもと 17 名が一列縦隊で国立研

究開発法人 森林総合研究所「多摩森林科学園」標高

230ｍへ向かう。 

雲一つ無い青空、無風で3月下旬にふさわしい気温。

道中には早速、気品のあるサクラ。樹高 3m ほどだが

骨太な枝振り､大きな花だ。名称「ヨウコウザクラ」

カンヒザクラ×アマギヨシノと表記。入園手続を済ま

せ豊富な資料配付、分かりやすく充実したユニークな

サクラ一覧表はリーダーの力作。早速、サクラミニレ

クチャー。バラ科サクラ属のサクラとウメ、モモ属の

モモの三種の木肌、花弁、蕾を大きな図解で科学的な

特徴解説と判別学。サクラの花弁の先端に裂があり、

ウメにはない。ウメの子房には細かい毛がぼうぼうと

密集など。予習は完璧。 

サクラ保存林まで 1時間ほど林内植物の観察。頬を

よせ、額をあつめて地面へ密着、においを嗅ぎ、葉、

茎、花を詳細に観察する JFIK魂発揮の牛歩三人衆（娘）。

サクラ保存林の入口に満開のヒナザクラ。傍らに青軸

系のウメ。ウメの子房には細かい毛が密集、予習が役

立つ。サクラ観察開始、端唄が聞こえてきた、「梅は

咲いたか 桜はまだかいな・・・」。栽培品種のサトザ

クラはまだ蕾が堅い。野生種の紅萌ゆる「カンヒザク

ラ」は我々を満開で歓迎してくれた。関係者ホッ。 

 

       カンヒザクラを観賞 

 

サクラダカイダン劇場で昼食後、ミニレクチャーⅡ、

読み聞かせ「桜物語り」の演者はナターシャ(久保)さ

ん。不戦の志と世界平和を新種の桜を創ることで達そ

うとした実話。S 氏の頬には涙が、そこへ先端部に切

り込みのある花びらがひとひら。サクラに間違いない。

やがて、桜吹雪が吹き荒れて読み聞かせは終演。ぱち

ぱち！ 知らずうちに脳内幻想で劇場周囲は満開の桜

と桜吹雪に覆われていた。この新種のサクラは園に向

かう途中で最初に観察した、ヨウコウザクラだった。 
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   読み聞かせ「桜物語り」 by ナターシャ  

 

追記 教えていただいたり、私が観察したりした花な

どの一部 

トサミズキ、ダンコウバイ、エイザンスミレ、タチツ

ボスミレ、ナカバノスミレ、アズマイチゲ、ヤマルリ

ソウ、ヤブザクラ、アズマイチゲ、ヒトリシズカ、カ

タクリ、タムシバ、カントウカガアオイ、ヨゴレネコ

ノメソウ、ヒュウガミズキ、オオカンザクラ、カンヒ

ザクラ、カンザクラ、ヨウコウザクラ、ドバト、ヒヨ

ドリ、シジュウカラ、ハシボソガラス、メジロ、ホオ

ジロ                 （小暮記） 

 

  集合写真（途中で帰った S と撮影者 F以外） 

 

■室内勉強会「ネイチャークラフトを体験」 

日 時：3月 17日（金）18:00～20:00  

場 所：かながわ県民活動サポートセンター  

講 師：白木 登（17 期）  

参加者：会員：10名、麻布大学学生：2名 

講師の白木さんはネイチャークラフトのスペシャリ

ストで、4 回の定期的なネイチャークラフトの野外教

室の開催をはじめとして幅広く活動されています。 

最初に、説明もほとんどなく先入観のない状態で、

過去の作品例を参考にしながら、各自が用意いただい

た木の実や木の枝等の木工の材料から材料を選び、各

自動物の顔を創作しました。みんなが楽しみながら、

それぞれの個性が出た作品が完成しました。 

ボンドでの接着が乾燥するのを待つ間に、ネイチャ

ークラフトの魅力、材料の用意の仕方、イベントの開

催方法、創作を通して参加者を森の世界にお誘いする

などの話をして頂きました。 

材料の準備は大変でかつ重要で各所に経験と工夫を

込めてされていました。木材は保全作業や剪定等の発

生材を集め、乾燥時にはカビが生えないようにし、カ

ットには竹引き鋸や目のもっと細かな胴付鋸を使用、

種子も材料の収集、選別、洗浄、乾燥、仕分けの工程

が必要となります。 

私は初心者でボンドをつけすぎましたが、速乾ボン

ドは付ける物同士の素材が見える位に均一に塗布して

なじませた後、離して半透明になるまで乾燥させると

いうのが接着のこつとのことです。 

創作を通して、森の世界にご案内するということと

して、材料の木の説明や五感（見る、におい、音、さ

わる等）の例として、ボードに乗せた手回しオルゴー

ルを回して共鳴させたり、クスノキやゲッケイジュを

削ってにおいをかぐ等の実演をして頂きました。 

この経験を実際のイベントで生かしていこうという

ことを確認して終了となりました。   （西岡記） 

 

       室内勉強会の様子 

 

■四季の森公園「第 6回里山アカデミー」 

最終回の里山アカデミーでは、9 名の参加者が三つ

のテーブルに分かれて、ワークショップに取組みまし

た。スタッフには 3名が担当しました。宿題になって

いた植物の色々な特徴を付箋紙に書き出して、3 つの
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テーブルごとに共有し、さらにそれぞれ 5 分間ずつ、

全員が解説をすることで午前中の原稿作りの成果とし

ました。5分間の印象は次のとおりでした。 

 Oさんは、始めにカラスもスズメも「野豌豆(ノエン

ドウ)」に付く言葉と紹介しました。もう一人の O さ

んは、関西ではイブキノエンドウ（伊吹野豌豆）とも

呼ばれ、日本以外では帰化植物になっていることを解

説されました。宿題を忘れた Tさんは、ツルの巻き方

と玉掛けの仕事とを組み合わせて S巻きと Z巻きの違

いを説明されました。社会経験が趣味の世界にも影響

を与え、面白い解説になりました。また、M さんは二

体おしべがあることを教えてくれました。D さんはマ

ンサクについて冬の名残の冬の香を解説してくれまし

た。E さんはコブシのつぼみが北に向かって並んでい

るようにみえることを教えてくれました。また、T さ

んは自分の感性で捉えた印象を率直に話す姿には好感

が持てました。もう一人の M さんは、カタクリを取り

上げ、でんぷんを取りだしたことがあると体験を話さ

れました。I さんはフクジュソウで、毒のある植物と

話し始めたので参加者の目を引きました。G さんは、

もっと大胆で「まだ本物の花を見ていないのですが」

と切り出してみんなの笑いをとっていました。 

 午後は上記講評から始め、次に屋外で実物（公園の

紹介、ヨコヅナサシガメ、フユシャクガは話題提供の

みなど）を目にして解説の練習をして会議室に戻り、

修了証を渡し、次の「四季守マスター塾」の課題を配

付して、平成 28 年里山アカデミーを閉会しました。

皆様お疲れさまでした。        （品川記） 

 

■山こい倶楽部第30回「陣馬山」 

実施日：3月23日（木） 

コース：高尾駅～陣馬高原下バス停～陣馬山～～小仏

峠～小仏バス停～高尾駅 

参加者：会員11名 

最大標高は陣馬山の855mで、ここから景信山（727m）

まで約6kmの尾根道の長いコースである。天候は、3月

末にしては肌寒い薄日模様で、全体的には蕾のほころ

びを愛でる侘びさびの高尚な？トレッキングとなった。 

陣馬高原バス停を降り、準備運動、リーダーからの

コース紹介後、林道を20分程歩き、根っこの多い登山

道に入る。陣馬山山頂直前の登山道にあるヤマザクラ

の幹にヒガラが巣穴を作っており、我々が邪魔だと言

わんばかりに飛んでいた。ここはしばらくヒガラが見

られるスポットになるか。 

11時頃に陣馬山山頂に到着した。早めの方が夕方の

反省会がおいしくなるという酒呑み達の論理により、

このタイミングで昼食を取った。比較的視界は良く、

東の都心ビル群、西の大菩薩嶺、南の丹沢山系、北の

秩父山系と360度の絶景であった。ここの白馬の像（王

子様は跨ってなかった。女性陣残念！？）の前で集合

写真を撮った。 

 

    陣馬山山頂 真ん中の王子は誰？ 

 

陣馬山からは景信山へ向かって長いアップダウンの

尾根道である。途中ヒノキの根元にセンリョウなどの

常緑低木が散見された。「この低木の由来は、①鳥が

散布、②ネズミの貯食、③人為のどれでしょうか？」

などと会話しながら歩いた。この尾根道は標高差が128m

のゆるやかなアップダウンだからか、何人かのトレイ

ルランナーとすれ違い、かれらの身体能力と鮮やかな

服装に（私は単純に）戻らぬ日々を想った。 

小仏峠から小仏バス停へ下る渓流沿いの道では、ヨ

ゴレネコノメソウ、コチャルメルソウなどの花が見ら

れた。 
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       ヨゴレネコノメソウ 

 

余談ながら、日本でも屈指の登山者数であるこのコ

ースにあっても、タッチー(微妙)な課題ではあるが、

トイレの問題は現としてあるなと感じた。締めは宴会

部長お奨めの高尾駅前の店で反省会に突入した。宴の

風景はご想像あれ。             （坂

間記） 

 

■鎌倉風致保存会 

〇みどりのボランティア 

日 時：3月 18日（土） 

場 所：十二所果樹園 

参加者：11人（JFIK2名） 

 東園への林道の両側のササ、灌木の除伐を行った。

ユズが灌木やつる植物に覆われるのを抑える作業も大

事です。緑のトンネルも一見きれいでアケビ蔓など垂

れ下がるのも風情がありますが果樹には良い影響はな

い様です。 

日 時：3月 25日（土） 

場 所：御谷山林 

参加者：23名（JFIK3名） 

 今日は珍しく若い女性の参加、鎌倉女子大付属小６

年生と先生の 6名。まだ草は伸びていないので山道両

側のササや灌木の除伐と切りっぱなしのタケの整理を

行った。 

 草原には黄色と白のタンポポ、カラスノエンドウ、

カキドウシの紫がとてもきれい。ヤブカンゾウやフキ

の若芽も美味しそうで山菜の季節到来です。 

○覚園寺 

日 時：3月 16日（木） 

参加者：JFIK4名 

 太子堂周辺の整備がほぼ終わり、下のスギ林の整理

を開始。ここは 2年ほど手を付けられなかった場所で

ニワトコなどがかなり茂ってササやリョウメンシダと

絡んでなかなか手強いですが少しずつ進めます。 

日 時：3月 30日（木） 

参加者：JFIK3名 

 前回に続き太子堂下のスギ林の整理です。平地の灌

木はほぼ除伐、あとは斜面です。ハリギリは旨いから

残す、痛いから切るなど、太子堂から海を見るための

徐伐などなど、こんな議論をしながらの作業は楽しい

ですね！ 

○その他のイベント 

日 時：3月 25日（土） 

お話サロン 聴講しなかったので報告出来ず。 

〇中学生緑のボランティア 

日 時：3月 1日（水）第１中学 

場 所：和賀江島 

参加生徒：87名 

スタッフ：22名（JFIK3名） 

 10班に分け和賀江島から滑川河口までの材木座海岸

の清掃を行う。最近はマナーの向上もありゴミは減少

しているようですが、プラスチック製品の破片はまだ

まだ多い。生徒たちは一生懸命拾ってくれました。 

日 時：3月 2日（木）岩瀬中学 

参加生徒：140名 

場 所：六國見山 

雨の為中止 

日 時：3月 3日（金）手広中学 

場 所：校庭の周辺 

参加生徒：100名 

スタッフ：11名 

 広い校庭の周りは 1段高くなって幅 10m程の斜面が

ありサクラ等が植えられています。この斜面にササ、

ススキ、クワなどの灌木、クズなどの蔓がはびこって

おりこれを子供たち全員で除伐しました。森女候補も

何人か居て手際よく除伐。短く切る、積み上げる、と

頼もしい。下の道路に垂れ下がった蔓も綺麗に除去、

学校がすっきり、生徒たちも満足そうでした。 

（廣瀬記） 

 

■ヤビツの森 

日 時：3月 18日(土) 10：00～15：00 

天 候：晴れ 
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参加者：14名 

作業内容：イロハモミジとヤマザクラをそれぞれ 25

本、合計 50本を植えました。  

 

植え方の説明を受けています 

（吉井記） 

 

■湘南の森 

3月１回目 

日 時：3月 10日（金）10:00～15:00 

天 候：晴れ/曇り 

参加者：14名、うち JFIK会員 3名 

活動内容：枯死木 1本を除去処理しました。苗の生育

の確認、下草刈りを行いました。 

 

3月 2回目 

日 時：3月 25日（土）10:00～15:20  

天 候：晴れ 

参加者：16名、うち JFIK会員 4名 

活動内容：通常の下草刈りなどに加えて、年度末に合

わせて作業用具の棚卸、機械の整備など行いました。 

湘南の森の活動報告、予定や写真は次のホームペー

ジをご覧ください。 

http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html 

（吉井記） 

 

■名瀬谷戸の会 

 詳細はMLにて報告されているので、写真を中心にし

て作業状況などをお知らせします。 

定例作業1回目 

日 時：3月4日（土）10:00～15:00 

参加者：30名（JFIK15名、一般10名、横浜メダカの会

5名） 

作業内容：3班体制でモウソウチクを60本伐採。山積

みになっていた枝葉を処理した。また、横浜メダカの

会は名瀬メダカ放流の準備をした。 

 

これから作業開始 楽しそうです 

 

 

      伐採作業 結構急斜面です 

 

 

     最後にこの日の作業をまとめた 

 

定例作業2回目 

日 時：3月21日（火）10:00～15:00 

参加者：20名（JFIK12名、地元8名） 

作業内容：雨のため室内で、管理のための竹杭作り。 

http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
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   タケを適当な長さに切断 老若のコラボ 

 

      室内で竹杭作りをやった 

 

   尾根道ではヒトリシズカが咲きだした 

                   （福田記） 

 

■国際森林デー記念緑の募金活動報告 

日 時：3月 20日（月・祝）10：00～15：00 

場 所：生田緑地中央広場 

参加者：クイズラリー（約 100名）、 

八重のかざぐるま作り（60名） 

スタッフ：かながわトラストみどり財団 籾山さん 

JFIK 7名 

概 要：昨年に引き続いてかながわトラストみどり財

団と共催で、国際森林デー記念緑の募金活動を行いま

した。 

1 週間前に下見を行い、クイズラリーの見直しと危

険個所の確認を行い、併せて昨年同様、八重のかざぐ

るま作りも出展することとしました。 

どちらの参加費も概ね 100円で、参加費を緑の募金

にしていただくことにしました。当日は籾山さんや 27

期の大塚さんが呼び込みをしてくれました。少し強風

の場面があって、昨年実績を超えるかどうか心配しま

したが、日差しが暖かく、参加者数は昨年を上回りま

した。閉店後に来られた参加希望者には完成品をお渡

ししました。 

参加者数では延べ 160人、まだまだ呼び込みや観察

会の並行実施など、今後の展開が期待されます。ご協

力いただいた皆様へ感謝申し上げます。 （品川記） 

 

 

        クイズラリー受付 

 

 

       八重のかざぐるま 
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             28 期 鈴木 康浩  

リレーエッセイは本来、前に書いた人のテーマを受

け継いでいくものですが、私は新人なので自己紹介を

中心に書かせていただきます。生まれは福島県いわき

市、山村暮鳥の詩集『雲』にある、 

 

おうい雲よ 

ゆうゆうと 

馬鹿にのんきそうじゃないか 

どこまでゆくんだ 

ずっと磐城平の方までゆくんか 

 

の磐城です。いわき市最高峰、水石山（標高 735m）の

広大な山頂で詠み、詩の音読の教科書に使われるぐら

い有名な詩ですが、こつは頭の上を通り過ぎて海の方

に流れていく、コッペパンのような層雲の群れを想像

して、首を上げて、のびのびと詠むことです。 

 この詩編には前後がありまして、前は 

 

丘の上で 

 としよりと 

 こどもと 

 うっとりと雲を 

 ながめている 

 

 後は、 

 

雲もまた自分のようだ 

 自分のように 

 すっかり途方にくれているのだ 

 あまりにあまりにひろすぎる 

 涯のない蒼空なので 

 おう老子よ 

 こんなときだ 

 にこにことして 

 ひょっこりとでてきませんか 

 

という詩句で構成されています。私は前後ともに大好

きな詩で、実際の水石山もその通りの丘のような山で

す。視界を遮る木々がなく、昭和の大合併当時、日本

一の広さだった市域全体とその先にある太平洋を見渡

せる眺望があります。地球が丸いと感じさせてくれる

日本の山は水平線が 360度見える島の山、利尻山や屋

久島の宮之浦岳がありますが、水石山は内地の山でそ

れを感じさせてくれる数少ない山のひとつです。 

子どもの頃から何度も登り、見下ろす風景の広さに、

いかにも老子がひょっこりと現れてきそうな夢想と現

実の世界に陶然としていると、突然、頭の真上、極め

て近いところを巨大な雲塊が流れて行きます。まさに

「おうい雲よ ゆうゆうと」の世界です。この詩は暮

鳥と同時代を生きた萩原朔太郎の「月に吠える」とは

対極の世界を描いており、子どもの頃は嫌いでしたが、

大人になり、年を重ねるにつれ、その深い味わいを知

り、「としよりと こどもと うっとりと雲を なが

めている」なんていいなあ、と思うようになりました。 

いわきには高い山も高い建物もない。その分、空が

とてつもなく広く、夕焼けで空一面が赤くなると、地

上もみんな夕焼け色に染まります。 

ところが、2011 年 3 月 11 日、東日本太平洋側を襲

った大震災で状況が一変しました。…規定の行数に達

したため、続きは次回、ご報告します。 

 

水石山は右手の鉄塔の建つ丘のような山だ 

 

 

水石山山頂から太平洋を見渡すことができる 

 

※次号（5月号）に続きます。 

リレーエッセイ 
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葉っぱのぐそをはじめよう 

「糞土思想」が地球を救う 

伊沢正名著 

2017年、山と溪谷社 

 

 やはり、植物図鑑である。であるが、「お尻で見る

葉っぱ図鑑」として作られ、お尻をふいた感触（葉の

質、尻触り、拭取力）によって評価している。従って

科名の記載はないし、ママコノシリヌグイも登場しな

い。 

ノグソを始めて 43 年になる伊沢正名先生は、キノ

コ、コケ、変形菌、カビなどの生態写真を得意とする

が、1974年から信念をもってノグソに全精力を傾注し

ている。この重大な用途のために植物分類を見直し、

基本の 10 種、身近な雑草、園芸植物、ツル植物と木

の葉っぱ、枯れ葉など自らのエイナスで確かめた印象

を書きとめていることは賞賛に値する。勿論、正しい

ノグソの方法も載っているので、書店では偽科学の棚

ではなく生態学の棚に並べてほしいものだ。 

なかでも 28 歳の女性による「恥じらいのバケツノ

グソ」を読むに至って、ほとんどの読者は眩暈と軽い

失神を体験するに違いない。さらにはノシッコ用葉っ

ぱも実物写真で紹介されている。巻末の「糞土思想」

に溺れると、口からエイナスまで有機物が巡り、命を

養い、死してやがて土に帰る「身土不二」の思想その

ままであることに気がついたのは、読み終えて三日目

であった。（獺） 
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会員異動 

＜3月度の会員異動＞ 

3月 31 日現在会員数 157名 

 

月例会を開催しました 

日 時：3月 31日(金) 18:00～20:00 

場 所：かながわ県民活動サポートセンター 

出席者：理事 8名、監事 1名、会員 7名  計 16名 

議事内容は会員向けメールをご覧ください。郵送会員 

には、会報に同封してお送りします。 
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新緑の季節、身近な野山を散策する

のがとても楽しみです！(松山) 

「世の中に絶えて桜のなかりせば 

春の心はのどけからまし」（業平） 

この時期、心がそわそわします。最

近行った多摩森林科学園はまだでし

たが、四季の森公園のさくら観察会

は大盛況でした。 (福田) 

編集後記 

春爛漫(2016.4.2 戸塚区名瀬) 

ヤマルリソウ(2016.4.8 渋沢) ヤブデマリ(2016.4.24 四季の森公園) 
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5 芒種 6 7 8 9 満月 10 11

月

名瀬谷戸の会
さがみの森）定例作業
自然観察会）おやじ山（1/2）

月 金

2ヶ月 予 定 表　 2017年4月3日～6月11日
日火 水 木 土

湘南の森）定例作業 身近な自然を訪ねて（1/2）
ヤビツの森）定例作業
四季の森公園）スミレ　鎌倉）回春院

四季の森公園）下見
自然観察会）おやじ山（2/2）

野外研修）町田の野草

四季の森公園）樹に咲く花
山こい倶楽部）畦ヶ丸
北相模・嵐山）定例作業

名瀬谷戸の会 身近な自然を訪ねて（2/2） 室内勉強会 湘南の森）定例作業
鎌倉）御谷

さがみの森）定例作業

身近な自然を訪ねて）下見

土 日

鎌倉）覚園寺 月例会 四季の森公園まつり

名瀬谷戸の会
鎌倉）浄光明寺

四季の森公園）ユリの仲間
　　　　　　　　　　ランの仲間

月 火 水 木 金

湘南の森）定例作業 四季の森公園）キンポウゲ
さがみの森）定例作業
鎌倉）泣き塔

四季の森公園）下見

自然を訪ねて（2/2）
湘南の森）定例作業
鎌倉）光則寺、お話サロン

さがみの森）定例作業

名瀬谷戸の会 自然を訪ねて）下見 室内勉強会 ヤビツの森）定例作業
鎌倉）十二所果樹園

水 木 金 土

四季の森公園）花の不思議
北相模・嵐山）定例作業

自然を訪ねて（1/2） 月例会

日

名瀬谷戸の会

月 火

四季の森公園）下見湘南の森）定例作業 さがみの森）定例作業


