
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別研修会おやじ山にて （撮影者 関孝雄） 

 

 

 

 

■会報を公開しました 

 4月号より、この会報を一般公開として多くの方に

も見ていただくようにしました。ご覧いただけました

でしょうか。ご愛読をお願いいたします。 

 

■かながわジュニア・フォレスター教室 2017 

全 3回の森に親しむプログラムです。森や川の探検

や自然観察、キャンプや林業体験など様々なプログラ

ムを森林インストラクターの資格を持ったエキスパー

ト講師陣がご案内します！小学生から高校生まで様々

な年齢層のジュニアが集い、共に遊びながら、自然に

ついて知り、アウトドア経験を高めます。全 3回の参

加者には「かながわジュニア・フォレスタープログラ

ム」修了証と修了ワッペンを贈呈！ 

第１回「森を知ろう」日帰り 

 日時：6月 24日(土) 9:00～15:30 

 場所：県立四季の森公園 

 内容：自然観察、いきものクイズラリーなど 

 費用：500円 

第２回「森で暮らそう」１泊２日 

 日時：7月 29日(土) 9:00～30日(日)17:00 

 場所：足柄森林公園丸太の森 

 内容：自然観察、林業体験、リバートレッキング、

キャンプ活動など 

 費用：5,000円 

第３回「森で遊ぼう」日帰り 

 日時：10月 21日(土) 9：00～16：00 

 場所：県立秦野戸川公園 
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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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 内容：自然体験、バウムクーヘンづくり、クラフト

など 

 費用：1,000円 

 

●対象：小学 3年生～高校 2 年生 

●申込：参加希望回とタイトル、郵便番号・住所・氏

名・年齢・性別・電話番号・保護者同伴の有無と人数

を明記し「かながわトラストみどり財団みどり森林課」

まで 

 ハガキ：〒220-0073 横浜市西区岡野 2-12-20 

 ＦＡＸ：045-412-2300、Ｅメール：midori@ktm.or.jp 

 ホームページ：www.ktm.or.jp からも申込可 

 

 

 

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 

「新緑溢れる奥湯河原」 

 

＜下見＞  

日 時：5月 17日（水）  

集 合：JR東海道線 湯河原駅 改札口前 9:30（改札

口は一箇所） 

 

＜本番＞ 

日 時：5月 24日（水）・27（土） 

集 合：JR東海道線 湯河原駅 改札口前 8:40（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～花の不思議」 

この季節、植物は一年で一番成長し変化しておりま

す。そんな中、特にこの時期の被子植物の花に着目し

て植物観察をします。皆様のご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：5月14日（日）10:00～12:00 

＜当日下見＞ 

日 時：5月21日（日）10:00～12:00 

＜本番＞ 

日 時：5月21日（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：鈴置 

サブリーダー：大橋、日比野      （鈴置記） 

 

■山こい倶楽部企画32回「二子山」 

僅か200m程の低山で容易に登れますが、今回は森戸

川林道を辿り、源流部の沢からアプローチします。途

中、林道沿いではサンコウチョウやオオルリ、キビタ

キなどの夏鳥を探しながらゆっくりと歩きます。二子

山山頂には展望台があり、東京湾が一望できます。沢

登り部分は少し滑りやすいですが、他は歩きやすいコ

ースです。 

期 日：5月25日（木） 

集 合：JR横須賀線逗子駅改札 8:45 (京急新逗子駅

から徒歩5分程 9:00発南郷中学校行バスに乗車・川

久保バス停下車） 

解 散：JR逗子駅 15:20頃 

コースタイム：3時間程 

コース：逗子駅9:00=(バス)=川久保バス停(標高5m)～

森戸川林道入口～林道終点～二子山林道～二子山

208m(昼食)～阿部倉山161m～川久保バス停15:02=(バ

ス)=逗子駅 

活動予定 

mailto:midori@ktm.or.jp
http://www.ktm.or.jp/


JFIK会報 2017年 5月号 

- 3 - 

 

歩行距離：約6km 

標高差：約200m 

歩行難易度：容易（一部沢歩き的なところがあります）       

装 備：雨具、飲み物、昼食、軽登山靴、双眼鏡など 

担 当：リーダー中澤 サブリーダー松井 

※申し込みは5月23日（火）までに松井まで。 

メール：ma1950koji@yahoo.co.jp 

電 話：070-2811-7267              

（松井記） 

 

★■鎌倉風致保存会 

○みどりのボランティア 

 5月 10日（水）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 

 6月 3日（土）十二所果樹園 

 6月 10日（土）東勝寺跡 

 6月 17日（土）回春院 

 6月 24日（土）大仏切り通し 

○覚園寺 

 5月 25日（木） 

○その他のイベント 

 5月 27日（土）お話サロン 

 「モンブラン登頂の一部始終」 

 講 師：細井 聖さん       （廣瀬記） 

 

■ヤビツの森 

日 時：5月 20日（土）10:00～15:00 

集 合：秦野駅南口 9：20、現地 10：00 

作業内容：植樹点検、トリカルネット取り外し 

・3月に植えた苗の点検をします。 

・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：5月 12日（金）、27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： 

5月 21日（毎月第 3日曜日） 

（２）小原本陣の森・定例活動日： 

5月 7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」 

5月 13日（土）、28日（日）定例作業 

6月 10日（土）、25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) 

申込み：「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 

5 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  

5月 6日（土）、15日（月）10:00～14:30  

集合場所：久右衛門邸チャペル  （田中（真）記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/ma1950koji@yahoo.co.jp
mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://midorinodam.jp/
mailto:sagami@moridukuri.jp
mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
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■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」 

 4 月 15 日（土）、集合場所の高尾山口駅前広場は大

勢の登山客でごった返していた。都心からの利便性も

よく、また平成 19 年にはミシュラン・グリーンガイ

ドで三ッ星に認定され年間260万人が訪れると言われ、

聞きしに勝る混雑ぶりに圧倒された。参加者の皆様に

くれぐれも迷子（？）にならないよう、登山道でぶつ

かって怪我をしないよう念を押して出発した。 

混雑する日本一急勾配で知られるケーブルカーから

は鮮やかに咲き誇るミツバツツジを堪能していただい

た。ブナ、イヌブナの新緑を楽しみ、カンアオイの地

味な花、ミミガタテンナンショウを観察しながら 1号

路に歩を進めた。カヤ、モミの大木も見ごたえがあり、

中でも樹齢 450年を超すといわれる「蛸杉」には皆さ

ん度肝を抜かれたようだった。「殺生禁断」の地、高

尾山には数百年を経た杉の巨木は十数本現存している

と言われる。イロハモミジの新葉も出そろい、小さな

花芽も膨らんでいた。仏舎利塔周辺の参道ではヤマル

リソウ、タチツボスミレ、ナガバノスミレサイシン、

モミジイチゴが群落をつくつて咲き誇っていた。アオ

イスミレ、エイザンスミレ、ヒナスミレも咲いていた。

尾根を挟んで暖温帯の常緑広葉樹林と冷温帯の落葉広

葉樹林が接しており、そのため植生が豊かなことを説

明させていただいた。明治の廃仏毀釈の難を逃れたの

か、神仏混交の高尾山には真言宗由来の本堂、飯縄権

現由来の本社、さらには富士山信仰由来の浅間神社が

混在している。本堂近くのケヤキではムササビの巣穴

がいくつも見ることが出来た。山頂までの道すがら、

センボンヤリ、ウグイスカグラ、シュンラン、クロモ

ジなどの花も観察できた。 

標高 599m の山頂も大変混雑していた。ヤマザクラ

は満開で、カシワの大木 4～5 本も冬芽もほころび始

めていた。カシワはどのような意味がありここに植栽

されたのだろうか。あいにく期待していた霊峰富士の

姿は春霞に消されていた。早めに食事を済ませていた

だき、4 号路に向かった。ミヤマシキミ、ミヤマカタ

バミの花を楽しみ、カヤとアカガシの「ラブラブの木」、

通称「美人ブナ」を楽しんだ。丹沢一帯では標高 800m

以上に自生しているといわれるブナだが、高尾山には

70本前後自生していると言われている。現在より気温

が 1、2℃低かった 200～300 年以前の時代の置き土産

なのだろう。現在の高尾山では実生では育たないと言

われ、現存する木が枯れてしまうと無くなってしまう

とのことだ。 

吊り橋周辺に差し掛かるとにわかに雲行きが怪しく

なり、雨も降り始めた。ケーブル駅は帰路を急ぐ人々

でいっぱいだった。雨の中 135人乗りのケーブルカー

を 2～3 台待ってやっと乗ることが出来た。大混雑と

終盤雨に見舞われたがけがもなく、多くの植物を見る

ことが出来、皆様満足された様子でホッとした。 

尚 19 日（水）は思ったほど混雑せずケーブルカー

も待つことなく乗ることが出来た。又終日快晴に恵ま

れ、富士山も雄姿を現してくれた。   （菅原記） 

 

スギ並木 

 

 

小仏層露頭 

活動報告 
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■野外研修会「町田の三緑地を巡る野草研修」 

日 時：4月 6日（木）10:00～15:00 

場 所：①山崎特別緑地保存地区 ②かたかごの森 

③忠生公園 

講 師：池田倫子 氏 

参加者：JFIK会員 10名、他 1名（講師知人） 

概 要：近傍の三つの普段は入れない場所に案内して

いただいた。快晴のうららかな春の日差しの中、カタ

クリをはじめとした春の野草をたっぷりと観察し、非

常に中味の濃い研修だった。 

① 山崎特別緑地保存地区 

案内人の方に鍵を開けていただくと、踏まないよう

注意しなければならない程に北斜面にカタクリが咲き

誇っていた。カタクリが群生できるのは、ここにある

コナラ、イヌシデ、ヤマザクラ等が混生した雑木林の

林床があるからだそうだ。他に、ヤブレガサ、タカオ

ヒゴタイ、ナルコユリ、ニリンソウ、ヒトリシズカ、

タチツボスミレ、ナガバノスミレサイシン等を確認し

た。 

② かたかごの森 

カタクリの開花時期のみ解放している（今年は 3月

31 日～4 月 9 日）。園内には大伴家持の「物部（もの

のふ）の八十乙女（やそおとめ）らが汲みまがふ寺井

の上の堅香子（かたかご）の花」という万葉集の句が

案内されていた。堅香子はカタクリのことで、この森

の名前の由来にもなっている。万葉集には多くの花が

登場し、萩や梅は非常に多いが、カタクリはこの一首

のみだそうだ。他にレンプクソウ、タマノカンアオイ、

アズマイチゲ等も確認した。 

③ 忠生公園 

昼食後に、サクラ満開の忠生公園に行った。一般の

人は入れない場所まで分け入り、野草にこだわらず、

昆虫等も講師に説明していただいた。野草ではアリア

ケスミレ、ツボスミレ、マルバスミレ等の種類の違う

スミレ類とハナイバナとキュウリグサがペアーで見ら

れたのが印象に残った。アミガサタケというキノコも

面白かった。昆虫では、枝に擬態しているコミミズク

の幼虫、同じ場所に居たコガタルリハムシの卵と成虫、

羽化したばかりのベニシジミがいじらしかった。 

 

研修の様子 

 

全体で多くの野草等を確認できたが、それらのほん

の一部を紹介する。左上から時計回りにカタクリ、ア

ミガサタケ、マルバスミレ、キュウリグサ。 

 

 

先日入った茶室で、今回の研修にふさわしいと思う

軸が掛かっていたので紹介する。“春色無高下”（しゅ

んしょくこうげなく 野草は全員に等しく春を感じさ

せてくれた）。 

最後に丁寧に説明いただいた講師の池田氏、鍵を開

けて山崎特別緑地保存地区を案内していただいた樋渡

氏、全てにわたって草木の種類判定に協力していただ

いた池田氏の知人の山口氏、この報告書に添付してい

るきれいな写真を撮っていただいた福田氏の各位に感

謝する。 

（坂間記） 
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■雪国越後の山菜料理とカタクリ観賞会 

日 時：4月 8日（土）～9日（日） 

参加者：20名 

JFIK14 名、新潟県森林インストラクター会 3名、 

山の暮らし再生機構 1名、他 2名 

概要：早朝、渋沢駅で角田さんと合流し、圏央道・関

越道経由で川口体験交流センター「やまぼうし」へ向

けてスタートしました。既に山こい倶楽部の米山先遣

隊は前日から柏崎に宿舎を確保し、8 日早朝から米山

への登頂を始めています。新幹線組は関リーダーの車

が長岡駅でキャッチアップし、マイカー移動組とやま

ぼうしで合流し、雪深い越後三山の遠望を楽しみ、小

千谷そば「福桝」でへぎそばをいただきました。また、

川口きずな館に立ち寄って中越地震の概要を佐々木さ

んからお聞きする貴重な機会がありました。 

米山先遣隊の到着を待って開催した夕食前の勉強会

ではユキツバキ、ヤブツバキ、ユキバタツバキの生育

分布の違いとカタクリの開花までの年数など、石沢進・

元新潟大学教授の資料を使って紹介しました。石沢先

生は新潟県森林インストラクター会とも接触があるこ

とを伺い、奇縁を感じました。特にカタクリが次第に

球根を土深くしていく理由にはアカネズミなどの食害

を防ぐためだという田所さんの指摘には新鮮な感動を

覚えました。また、漢文講座では「酔古堂剣掃」の抜

粋も紹介し、仙人暮らしの関さんに喜んでいただきま

した。 

翌日は低く濃い霧が立ち込めましたが、おやじ山ま

で出向き、花茎を持ち上げ始めたばかりの無数のカタ

クリを観察しました。例年より春は早いと想定して今

日の観察会にしたが、3 月下旬の大雪で 1 週間ほど開

花が遅れているという関リーダーの説明を聞きました。

新潟県のインストラクターとの盛大な交流会も盛会と

なり、今後の密接交流のスタートに立てたことは素晴

らしい成果と感じております。お昼には長岡名物の醤

油おこわとけんちん汁をいただいて帰京しました。現

地で観察できた主な植物は次のとおりです。 

マルバマンサク、ユキツバキ、オオバキスミレ、タム

シバ、コシノカンアオイ、エゾユズリハ、オオカメノ

キ、トキワイカリソウ、ナガハシスミレ、オオバクロ

モジ、キクザキイチゲ、カタクリ。 

皆様、ありがとうございました。新潟会の皆様や館

長などたくさんの皆様にお礼申し上げます。（品川記） 

 

川口体験交流センター「やまぼうし」で集合写真 

 

 

皆さんが帰った日の翌日のカタクリだそうです 

 

■四季の森公園「自然を訪ねて～樹の花」 

日 時：4月 16日（日）13:00～15:00 晴れ 

参加者：一般 21名、公園 2名、JFIK会員 12名 

青空で無風、気温も 25℃近くまで上がり、初夏のよ

うな天候でした。園内では多くの来園者が新緑や色と

りどりの花を見ながら散策を楽しんでいました。 

 観察会は、管理事務所前での小池さん(チーフリー

ダー)による受粉や花のつき方などの説明から始まり

ました。自家受粉を避けるために雌雄異株や雌雄同株

異花の形態や自家不和合性や雌雄異熟などの工夫をと

る樹木が多く見られること、また、風媒花や虫媒花な

どの話がありました。 

 チーフリーダー説明の後、はす池、春の草原、あし

原湿原を回るコースを片山班は時計回り、小池班と日

比野班は反時計回りで観察を行いました。 

 管理事務所前に植えられているカツラ(雌雄異株/虫



JFIK会報 2017年 5月号 

- 7 - 

 

媒花)とケヤキ(雌雄同株異花/風媒花)から観察をスタ

ートさせ、アキニレ(雌雄同株/虫媒花)、ハナノキ(雌

雄異株/虫媒花)、ナンキンハゼ(雌雄同株異花/虫媒花)、

キブシ(雌雄異株/虫媒花)、イロハモミジ(雌雄同株/

風媒花)、ニワトコ(雌雄同株/虫媒花)、コナラ(雌雄

同株異花/風媒花)、クヌギ(雌雄同株異花/風媒花)、

アオキ(雌雄異株/虫媒花)、ヒメグルミ(雌雄同株異花

/風媒花)、サワグルミ(雌雄同株異花/風媒花)、ヤシ

ャブシ(雌雄同株異花/風媒花)、ウワミズザクラ(雌雄

同株/虫媒花)、ハナイカダ(雌雄異株/虫媒花)等の樹

木を観察しました。また、林床の草花では、咲き始め

たクマガイソウやエビネをはじめ、セリバヒエンソウ、

ヒメオドリコソウ、ニリンソウなどを観察しました。 

 途中、獲物を飲み込んだのか、お腹を膨らませキブ

シの枝で食後の休憩をしているアオダイショウに遭遇。

参加者のみなさんはビックリでした。 

 低木のキブシ、アオキ、ハナイカダ等は近くで観察

することができますが、高く育ったケヤキやウワミズ

ザクラ等は葉や花を実際に観察するのは難しいところ

があります。各リーダーは実際に見ることができない

雄花や雌花等の写真、種の実物を準備するなど様々な

工夫をしながら、解説されていました。 

 リーダーの周到な事前準備と多くの JFIK 会員によ

るサポート、また、天候にも恵まれ、無事、今年度最

初の観察会を終えることができました。参加者のみな

さんにも、山笑う四季の森公園での 2時間余りの観察

を楽しんでいただけたと思っています。(大橋記) 

次は、観察会の様子の写真 2枚です。 

 

 

 

■四季の森公園「サクラの仲間」 

日 時：4月 2日（日）13:00～14：30 

参加者：参加者は 58 名（聴覚障がい者 5 名を含む）、

公園から新任の中村所長他 2名と手話通訳１名が同行、

講 師：JFIK2名 

 

       北口広場に集合 

 

概 要：聴覚障がい者を対象にサクラ観察会を開催し

ました。昨日とは違って暖かな陽が注ぐ観察会になり

ました。例年、定番になってきた聴覚障がい者向けに

手話通訳をいれたサクラ観察会ですが、定番ではあっ

ても新しいテーマを発掘して解説することに努めてい

ます。籔内所長が転勤、後任には中村所長が異動され、

公園から3名が同行してさくらの谷まで出向きました。 

 丁度、ヨコハマヒザクラが満開、ソメイヨシノはま

だ一分咲きで、ここ数週間の朝夕の低温のため開花が

遅れています。それでもフジザクラやヨコハマヒザク

ラなど満開のサクラの花の実物に触っていただき、サ

クラの不思議に近づいていただけたと思います。帰路、

ワークセンターでは秦野市千村で採れた桜湯を味わっ
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ていただき、散会しました。      （品川記） 

 

       さくらの谷で観察 

 

■四季の森公園「公園まつり」 

日 時：4月 29日（土）10:00～16:00 

一般参加者：生き物クイズラリー 251人、 

ネイチャークラフト 48人、ラン観察 50人 

スタッフ：JFIK10名 他 1名 

四季の森公園まつりがあり、例年通りの内容で参加

しました。我々の出し物は「生きものクイズラリー」、

「ネイチャークラフト制作」、「自生ラン観察会」の 3

つです。8時 45分に集合して準備をやり、まつり本番

は 10時から 16時まで。クイズの制作、クラフトやラ

ン観察会の準備、クイズラリーの景品提供、役割分担

と多くの方のご協力をいただき実施することができま

した。ゴールデンウィークの初日、好天に恵まれ気持

ちの良い中で沢山の参加者がありまつりは盛り上がり

ました。 

 

        会場の様子 

 

スタッフの役割は、クラフトは白木さん、ラン観察

は品川さん、他は受付、ゴール、コース案内、待機に

分け、90分ごとに交代という形で実施しました。メイ

ンの出しものは「生きものクイズラリー」ですが、コ

ースを周って 10 の問題に答えるという内容です。ち

ょっと難しい問題もありましたが、自然に親しんで楽

しい期間をすごしてもらいました。「クラフト制作」

は、皆さん創造豊かに工夫して大いに盛り上がってい

ました。「自生ラン観察会」では、ランをじっくり観

察してもらいました。 

 

      この問題、むずかしいぞ 

 

スタッフ皆様のご協力、ありがとうございました。

JFIKの PRにも大いに貢献したと思います。（福田記） 

 

■四季の森公園「春のユリの仲間」 

日 時：4月 30日（日）10:00～11:30 晴れ 

暑いくらいの好天の下、一般参加者 20 名が集まり

ました。まずは、ワニグチソウを紹介。まだ蕾でした

が、鰐口の名前の由来の苞は確認できました。ホウチ

ャクソウは盛りで、群落も見られました。チゴユリは

残念ながら花は終わり、小さな実がついている状態。

ナルコユリも蕾。最後にアマドコロの群落で、満開の

花を満喫しました。 

はじめは見分けができなかった参加者の皆さんも、

「ワニグチソウ見つけた」「茎が丸いからナルコユリ」

と、見つけるのも見分けるのもどんどん上手に。皆さ

んの興味は尽きず、ユリの仲間だけでなく、花を付け

ていたキンラン、ギンラン、ササバギンラン、エビネ、

マムシグサ、サルトリイバラ、ミツバウツギなど、た

いへん活発に質問が出て、活気のある観察会になりま

した。                （村山記） 

次の写真は、観察会の様子の２枚です。 
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■四季の森公園「自生ラン」 

日 時：4月 30日（日）13:00～14:15 

参加者：一般 31 名（手話通訳、聴覚障がい者 3 名を

含む）、公園 1名、JFIK案内人 2名、手伝い 2名 

 

春の光があふれ気持ちの良い中で、2 班に分かれて

観察会は進められました。観察の対象は、シラン、シ

ュンラン、エビネ、クマガイソウ、キンラン、ギンラ

ンです。 

まずは、ハナノキやイロハモミジの実を眺めながら、

まだほとんど咲いていなかったがシランへ。ずい柱や

花粉塊、埃のように小さい種について説明しました。

ハナショウブ園の方へ移動して、シュンランやエビネ

を見ながらランの等花被や唇弁など花の構造や播種・

培養の方法などに及びました。そして、クマガイソウ

の群落を観察し名前の由来やアツモリソウとの関連な

どについて説明がなされました。 

 

       クマガイソウの観察 

 

キンランは今を盛りに沢山咲いていました。菌根性

樹木と菌根菌との三者共生について理解していただき

ました。山道を少し登りギンランへと進みましたが、

キンランより花が咲くのは少し遅いようですが蕾を膨

らませているのを観察することができました。 

普段は学習することが少ないランについていろいろ

と知っていただくことができた観察会となったと思い

ます。               （福田記） 

 

    2班共、出発点に戻り終了となった 

 

■第 44回 相模原市民桜まつり 

会 場：相模原市役所第 2駐車場 2階 

日 時：4月 1日（土）曇り～雨 9：00～15：00  

スタッフ：6名 

出店の内容：JFIK広報パネル展示 バードコール・ス

トラップ販売 ネイチャークラフト体験 

開花宣言は出たものの会場のサクラはまだ一分咲き

で、空を見上げ雨を心配しながら準備を始めた。朝の

雨模様の天気で出足は鈍く、開店休業の状態が続く。

それでも曇り空の中で鳥の模型を前にバードコールを
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鳴らして販売に精を出す。来場者は興味津々で耳を傾

け、手に取り自分で鳴らして心地良い音色に笑顔にな

っている。森に親しんでもらう第一歩だと思う。ネイ

チャークラフト体験は短時間だったが大勢の方に楽し

んでもらった。このようなイベントで興味を持っても

らい、会としてはできたばかりの広報パネルを掲げパ

ンフレットを配布した。残念ながら 15 時頃には雨が

降りはじめ早々の閉店となった。 

 

       1日目のスタッフ 

 

日 時：4月 2日（日）晴れ 10：00～16：00  

スタッフ：3名 

出店内容：JFIK広報パネル展示 ネイチャークラフト

体験 バードコール販売 

昨日の天気があまり良くなかったせいか今朝の出足

は早い。10時開店の前に参加者が声をかけてきたので、

準備も整わないうちにネイチャークラフト体験はスタ

ートした。昨日来られなかった方がどっと来たようで

昼までにシート席は満杯となり、貸出用具も底をつき

順番待ちになるほどの盛況であった。材料加工のほう

も依頼が途切れることなく、対応に大わらわであった。

参加者は剪定枝・間伐材の端材や季節ごとの木の実を

使ったこの創作体験を楽しんでくれたようだ。 

このように多くの来場者が来られるイベントはJFIK

を広報するいい機会なので、今回のパネル展示以外に

も森林インストラクターの特性などをアッピールでき

ればいいと感じた。          （白木記） 

 

      大忙しのネイチャークラフト 

 

■山こい倶楽部第31回「畦ヶ丸」 

開催日：4月16日（日）晴れ 

場 所：西丹沢 畔ヶ丸 

参加者：11名 

ルート：西丹沢自然教室発9:40～本棚～善六ノタワ上

（昼食）～畦ヶ丸山頂～畔ヶ丸避難小屋～一軒屋避難

小屋～大滝橋バス停16:12着 

 

 新松田駅からバスで一時間ほど揺られて終点「西丹

沢自然教室」へ。因みに「西丹沢自然教室」はこの4

月に「西丹沢ビジターセンター」に改称されましたが、

バス停名称は古いままでした。 

 ビジターセンター前で準備体操をして出発しました。

すぐに橋を渡り、西沢の河原に出ると、早速カケス達

の声がお出迎え。西沢にかかる橋を何度も渡り、堰堤

をいくつか越えて本棚へ。道中ではミミガタテンナン

ショウや緑化したヨゴレネコノメなどを観察。ハナネ

コノメの葯はすでに赤さを失っていました。 

 本棚では落差70mの滝を堪能しながら一休み。水量

も多く見応えのある滝でした。本棚を出発してすぐに

ツルシロカネソウをみつけて皆で観察。そこからは急

登も増え、尾根に出た善六ノタワで一息。ここは狭い

ため、少し過ぎたテーブルのある休憩ポイントで昼食

としました。尾根に出るとさすがに風があり、体が冷

えないよう上にもう一枚着用しました。 
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本棚の滝 

 畦ヶ丸山頂では皆で記念撮影（写真）。大滝峠側に

少し下ると避難小屋があり、中に入ってみると薪スト

ーブがあり、比較的新しくて居心地良さそうな小屋で

した。そこからは、大滝峠上を経由してステタロウ沢、

一軒屋避難小屋、鬼石沢へと下ります。このルートは、

道が狭くて谷も深く、滑落注意箇所がありました。雨

や雪の時には怖いと思いました。 

 

      畦ヶ丸山頂で記念撮影 

 鬼石沢に出て大滝沢を下り林道に到着。林道ではマ

メザクラやミツバツツジが満開で、それまでの緊張を

癒やしてくれました。しばらく歩いて大滝橋バス停着。

ここまで6時間と少しの行程で、予定していた箒スギ

までさらに歩いていく元気は無く、バスの発車時刻も

迫っており、本日はここまでとしました。 

 全行程に渡り道がよく整備されていました。急坂に

ハシゴや階段が取り付けられ、各所に新しい道標が設

置されていました。ミツマタは白い花が綺麗で、しか  

もあちこちにあったのが印象的でした。谷ではミソサ

ザイの声が響き渡り、森の中からはカケスやアオゲラ

の鳴き声がよく聞こえました。リョウブやブナの新芽  

も眩しく、天気に恵まれたご機嫌な自然観察兼山行で

した。                （中澤記） 

 

■佐渡・アオネバ渓谷花の旅 

・・あふれるほどの花あり、温泉あり、トキは飛翔し、

イルカの群れに出会う・・ 

4月24～26日、JFIK10名とガイドをお受けいただい

たS氏の総勢11名で新潟港からフェリーで佐渡へ向か

う。大きな船で揺れを感じる事はなく快適な船旅の幕

開けである。船上からは真っ白な飯豊連峰。お天気も

良くデッキでウミネコと戯れる。カッパエビセンが大

好物と聞き指に挟んで差出すと上手に食べてくれる。

大海原を眺めているだけで非日常の世界である。2時

間半で両津港に到着。今日のお宿は海岸近くの住吉温

泉・みなみ旅館。宿に荷物を置き「トキの森公園」へ

向かう。タクシー車中、運転手さんの見事な話術で佐

渡の流人の歴史や日本でのトキの絶滅から今までを伺

う。ケージ内のトキは巣作りの最中で、１羽が嘴に銜

えて運んだ木の何が気に入らないのか、相方はその木

を嘴に銜えてポイと外へ捨てる。運んだ方が雄で捨て

た方が雌だと勝手に盛り上がる。宿に戻れば、流木に

庭の利休梅を生けてお座敷を演出される素敵な女将さ

ん。旬のお魚・季節の山菜・佐渡の銘酒に舌鼓をうち、

温かな語り口の女将さんにすっかり打ち解ける。 

 二日目は素晴らしいお天気に恵まれ、アオネバ渓谷

登山道入口でこれから見られるであろう花たちとの出

会いに胸が高鳴る。今日は牛歩OK！いつもの3倍でも

大丈夫とお墨付きをいただく。牛歩どころか動けなく

なるYさんに「はい、心肺停止状態です」と茶々を入

れるHさん。シラネアオイ・色とりどりのユキワリソ

ウ・フクジュソウ・エゾエンゴサク・キクザキイチゲ・

スミレサイシン・オオイワカガミ・ニリンソウ・ミヤ

マキケマン・エンレイソウ等が、これでもかこれでも

かと当たり前にふんだんに登山道のすぐ脇に次々と現

れて、雪国の豊かな植生に眩暈が起こりそうである。

全国津々浦々花を求めて歩かれたJFIKのNさんが「ア

オネバ渓谷は特別な処」と云われた意味が分かった気

がした。ナニワズやアラゲヒョウタンボク・トケンラ

ンなど中々見ることの出来ないものの他、地味で小さ

くて見落としそうなヤマトグサをYさんが見つける。
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糸状の沢山の雄花とくるっと反り返った花被片が忘れ

られない。 

 

      アオネバ渓谷にて 

 

 

        シラネアオイ 

 

 夕方、野生のトキに会いたい一心で双眼鏡をぶら下

げ散歩に出ると・・・何という事でしょう！出会えま

した！可愛い雛のご飯を探しに出た処だったのでしょ

うか？優雅に羽を拡げて飛んでいた。淡い桃色の羽だ

った。もう嬉しくて嬉しくて・・・旅館の裏手の田ん

ぼ奥の林にねぐらがあると親切な地元の方が教えてく

ださったとおりである。 

 宴会の後は女将さんのご指導のもと、全員で浴衣姿

での「佐渡おけさ」。難しいと言いながら何回も何回

も輪になって踊った。 

 最後にもう一つBigな出来事が・・・帰りの船で間

もなく新潟港という時、見ました。大海原で泳ぐイル

カ！！何頭か群れで泳いでいた。背びれまでしっかり

見えた。前々日、ひとりだけイルカを見たMさんを羨

ましく思っていたが、これで思い残す事はない。 

 「佐渡・アオネバ渓谷」本当に素晴らしいところだ

った。あのように野生のお花が沢山あるのに訪れる人

の少ないのにも本物の贅沢さを感じる。雪がとけた後、

今か今かと待っていた花たちが溢れんばかりに咲くの

は雪国での素晴らしいご褒美！その花たちが楚々とし

ているから、またまた会いたくなってしまうのである。 

（辻記） 

■鎌倉風致保存会 

〇みどりのボランティア 

日 時：4月 15日（土） 

場 所：回春院 

参加者：18人（JFIK2 名） 

ヤマザクラもまだ咲き残り、八重桜も咲き始めてと

ても華やか！木の芽も萌黄色と清々しい。山道班は道

づくりと開墾地班は灌木の伐採を行った。開墾地に何

を植えようかなど話しながらの作業も楽しい季節です。 

日 時：4月 22日（土） 

場 所：御谷山林 

参加者：18名（JFIK2 名） 

竹藪の間伐を行った。草原にはフキの葉が大きくな

りキャラブキに丁度良い。又、タケノコもいくつも出

ており、一部を残して採取、美味しいお土産に頂きま

した。 

○覚園寺 

日 時：4月 27日（木） 

参加者：JFIK4名 

 今日は開山忌、お寺の中の作業は止めて駐車場下の

マダケの整理を行った。長くやって無かった為に斜面

のタケが何本も倒れ、車庫、作業場の屋根に乗ってい

る。急斜面の為下から少しずつ切り進み、上部ではセ

ルフビレーを取っての作業！サルトリイバラの棘であ

ちこち引っ掻き傷、ちょっと年齢を忘れてやりすぎ！ 

〇その他のイベント 

日 時：4月 8日（土）大佛茶亭公開 

入場者：537人 

 今年はサクラが遅く名物のシダレザクラも残り、花

の下でお茶一服が絵になった様です。   

（廣瀬記） 

■ヤビツの森 

日 時：4月 15日（土） 10：00～15：00 

場 所：丹沢ヤビツの森 

天 候：晴れ 

参加者：会員 9名 
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概 要：今シーズン最初の活動である。苗を保護して

いた黒いネットを取り外す等、ほぼ予定通りに作業を

終えた。 

① 2011年に植えた木を保護していた黒いネット（ト

リカルネット）とポールを取り外し（写真添付）、

小屋まで下ろした。 

② 雪で折れた雑木を整理した。 

③ 作業終了後、僅かに開いたマメザクラの花の下

で、年度初めを祝ってお汁粉パーティを楽しん

だ。              （坂間記） 

 

        昼食がおいしい 

 

シイタケのほだ木を囲んで 

 

■フォレスト 21「さがみの森」 

4月 23 日（日）晴 

 好天に恵まれ、昨夜の雨のおかげか鮮やかな新緑に

包まれた仙洞寺山の定例作業に 19名が集まった（JFIK

は白鳥、菅原）。道普請、倒木の処理、除伐等 3 班に

分かれて作業を行った。午前中は南側の急傾斜地で、

込み入ったヒノキの間伐、アオキ、ヤブツバキ、アブ

ラチャン等の除伐作業班に加わった。コナラ、イロハ

モミジ等の新葉、ヤマザクラの花越しに新宿のビル群、

スカイツリーも望まれた。足場が悪くなかなか作業も

はかどらないところも多いが、焦らずゆっくり作業を

行うことが肝要だ。少しの気のゆるみが大きな事故に

つながりかねない。山では木や草との対話も楽しめる。

実生から成長したサンショウは、ノコギリを入れると

良い香りが漂ってくる。一本一本の木に話しかけるよ

うにして作業を進めた。ナガバノスミレサイシンやエ

イザンスミレは花が終わって葉だけになってしまった

が、アオイスミレ、タチツボスミレの可憐な花には心

が癒された。 

 

除伐作業の様子 

 午後は自然観察と春の恵みを探しに行くことにした。

足の踏み場もないほどのニリンソウの群落、スミレ類、

ヒトリシズカ、ヤマルリソウ、ジュウニヒトエ、ヨゴ

レネコノメソウ、ヤマブキ等春の花が満開だった。作

業で久しぶりに汗を流し、自然観察で楽しんだ一日だ

った。白鳥さんが摘んだモミジガサの新葉を分けてい

ただき、帰宅後おひたしにして「春」を堪能した。 

（菅原記） 

 

ジュウニヒトエ 
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■湘南の森 

4月１回目 

日 時：4月 14日（金）10:00～15:20 

天 候：晴れ/曇り 

参加者：14名、うち JFIK会員 3名 

活動内容：伐採されたあと放置されていた切り株の整

理をしました。苗の生育の確認、下草刈りを行いまし

た。 

4月 2回目 

日 時：4月 22日（土）10:00～13:30  

天 候：晴れ 

参加者：16名うち JFIK会員 3名 

活動内容：植樹周りや植生調査区の雑草など（特に蔓、

ササ）を除去整理しました。 

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） 

 

■谷本小学校「森林環境教育」 

日 時：4月 27日（木） 

8：50～10：20、10：40～12：10 曇 

参加者：6年生（34名×2クラス）  

5 月 17 日から 19 日まで高尾山でのハイキング、炭

焼体験等を行う予定で、事前に「森」について学びた

いと依頼を受け、3 名のスタッフで対応した。教室で

はテレビモニターを使って「森の仕組み・大切さ」「高

尾山の植生の豊かさ」等、また森は植物、動物、微生

物がそれぞれかかわりあっていること等もお話しさせ

ていただいた。光合成についても皆様理解が出来てい

るようだった。 

校庭ではクスノキの虫害対策、メタセコイヤが上ま

で水を運ぶ仕組み、桜の蜜腺、小さな実をつけ始めた

イロハモミジの種子の散布方式等を皆に考えていただ

いた。さすがに 6年生になると正確な答えが返ってき

て驚かされた。 

3 班に分かれ谷本の森に入り、植栽され大木になっ

たサトウカエデからなぜ甘いメープルシロップが取れ

るのかも考えていただいた。ヤツデの葉の重ならない

工夫、ドクダミの葉のにおい等、探検ノートがあっと

いう間に 2～3 枚埋まっていた。先生も補充に大忙し

だ。キンラン、ウワミズザクラ、ヒトリシズカ、フタ

リシズカ、ドウダンツツジの花等は先生の方が喜んで

いるようだった。あっという間に時間が過ぎてしまい、

最後に感想を聞いたときに、なぜ葉にはいろいろな形

があるのか、樹皮がざらざらしている木、つるつるし

ている木があるのはなぜ、他鋭い質問も多く出た。 

教室に戻り給食をいただき、又会えることを楽しみ

に、高尾山で楽しんでいただき、森に親しんで感性豊

かに育って欲しいと願いを込めて学校を後にした。 

（菅原記） 

 

観察の様子 

 

■名瀬谷戸の会 

 写真を中心にして作業状況などをお知らせします。 

作業1回目 

日 時：4月1日（土）10:00～15:00 

参加者：26名（JFIK12名、一般14名・内子供6名） 

作業内容：雨天のため室内作業(竹クイ作りや竹細工)

を行った。 

 

竹杭作り 

http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
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子供がメインで竹細工 

 

作業2回目 

日 時：4月8日（土）10:00～15:00 

参加者：46名 

（JFIK13名、地元22名、横浜メダカの会11名） 

作業内容：午前中に名瀬メダカを放流後、竹細工作り、

竹の子掘り、自然観察会の三つのグループに分かれた。 

 

       名瀬メダカを放流 

 

        竹細工作り 

作業3回目 

日 時：4月17日（月）10:00～15:00 

参加者：30名（JFIK14名、地元16名） 

作業4回目 

日 時：4月22日（土）10:00～15:00 

参加者：30名（JFIK9名、地元21名） 

作業内容：両日とも、久右衛門邸横のモウソウチクの

親竹を残して竹林を更新する管理作業を行った。 

 

      4月17日 ヤマナシが満開 

 

     4月17日 掘り取ったタケノコ 

 

    4月22日 親子3代で共同作業 

                   （福田記） 
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笑っている…なぜ笑っている？ 

…どうして、笑えるんだ！ 

28期 鈴木 康浩 

東日本大震災直後、宮城県の牡鹿半島を支援で回り、

日曜の深夜、東京へ帰るときだ。真っ暗闇の中、車を

走らせていると、明かりがついた一軒家があり、人が

集まり楽しげに談笑している。牡鹿半島は地盤沈下が

ひどく、道路もいたるところで寸断、前週の金曜夜か

ら支援に入っていた私はそれまで家屋の倒壊、流出、

消失の村々を目の当たりにし、心身ともにへとへとに

なっていた。が、明かりと笑い声に惹かれて、立ち寄

ってみた。 

「あんちゃん、どこから来たの？おれたちは皆、家族

がいなくなって、しようもなくてここに集まっている

んだよ」 

年長者のじいさんが説明してくれる。震災直後は避

難所に入れず、地域の残った家屋に集まる人が大勢い

た。聞けば、一人一人、身内を津波で失っている。ど

うして笑えるのか、そんなこと、とても聞けない。早々

に礼を言って去ったが、よくわかった。人は到底受け

入れらない悲しみや苦しみに襲われたとき、笑う。流

せる涙は流しつくし、慟哭の叫びは喉がつぶれるまで

上げた。しかし、親兄弟子供を失って、一人生きてい

る俺は私はどうして生きているんだ。早く帰ってきて

ほしい、そうでなければ俺が私がそっちにいきたい。

気が狂いそうな自問自答を繰り返し、たどりついたの

が笑いだ。 

喜怒哀楽。喜びと怒りと哀しみ、楽しみを繰り返す

ことで、人は生きていける。4 つの何かに傾むいたと

き、精神のバランスが崩れ、おかしくなる。笑いはど

ん底の悲しみにまみれた人が呼吸をして飯を食ってい

る自分をどうか許してくださいという魂の叫びだ。 

帰り際、車に積んだ支援物資で唯一、残った生理用品

を渡すかどうか迷ったが、 

「本当にこれしかなくて申し訳ありません」 

と頭を下げると、全員が外へ出てきて、私に礼を言う。 

「初めて助けにきてくれた人がわざわざ東京からきて

くれた。神様だ」 

いや、神様はじいちゃんたちだ。筆舌に尽くしがた

い悲しみを受け入れ、微笑むことができるのは神や仏

しかいない。 

 

2011 年 3 月 11 日、震災発生時、東京にいた私はい

わき市在住の家族・親戚を救出後、一路、東日本・東

海岸の最北端、青森県の尻屋崎に向かった。車には全

国から私宛に届いた救援物資を助手席まで満載。「生

まれ育った東北が 1000 年に 1 回の大災害に見舞われ

ている。俺は焼け石に水でも助けに行く。ここで恩返

ししなければ、俺の今後もない」と決意を伝えた友人

から友人へ話が伝わり、見ず知らずの多くの人が私宛

に東北へ運んでもらいたい救援物資を送ってくれた。

震災直後はその数、ダンボール箱で 1000 個を超え、

当時私は立川で最も大きいマンションにいたが、大き

な共用棟が物資であふれかえるほど集まった。毎週金

曜の夜から月曜の朝まですべて救援に捧げると決意し、

1年半続けた。最終的に届けた物資は 1156個、東海岸

すべて、千葉の野島海岸まで行って走行距離は地球 2

周以上の 8万 7000km に達した。1日で仙台を 3往復し

た日、2日で新潟経由で山口の下関を往復、3500km走

ったこともある。新潟の避難所にいて、その後下関の

親戚の家に行った人からの「忘れ物がある。どうして

もあなたに届けてもらいたい」との依頼に答えた。 

 

この間、2 回、うつ状態になった。東北の悲惨をテ

レビで見ているだけの人にはわからない。かつてあっ

た街が 360度見渡す限りなくなっている。私はかつて

あった街や住んでいた人を知っている。その落差から

くる、どうしようもない喪失感に涙がほとばしり、枯

れたとき、うつになった。あるときは津波に対する激

しい怒りがこみ上げ、顔を真っ赤にして海に向かって

叫び続けた。 

支援はきれいごとではない。岩手県宮古市の壊滅し

た谷あいの村を訪ねたとき、スコップで土砂をかい出

していた親子に「何かお手伝いすることはありません

か」と声をかけたら、背後からスコップを投げつけら

れた。「助けにきたのになぜ？」と思うかもしれない

が、私には気持ちがよくわかる。すべてを失ったのだ。

それでも生きていくために懸命に働いている。そんな

とき、善人面して手を貸そうとしても、悲惨のどん底

にある人の目には「ただの物見遊山野郎」としか映ら

リレーエッセイ 
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ない。慰めることなどできない悲しみなのだ。 

 

復旧復興支援で学んだことが 2つある。 

① 人間は助け合う 

② 人間は忘れる 

 

いわきの海岸の廃墟を一人歩いていた老婆に缶詰を

渡したら、「どうかほかに困っている人に差し上げて

ください」と 3つ渡したうち 1つを返してきた。人間

はどんなに困っていても同じ境遇にある他人をおもん

ぱかる優しさを失わない。救いにきて救われた思いが

した。東京に帰り、満員電車の中でも傍若無人に足を

組んでふんぞり返っている人をみるにつけ、その落差

が私の心を苦しめた。 

「日本人は熱しやすく冷めやすい、忘れっぽい」と

昭和の時代にはよくいわれたが、これは大陸の端っこ

でプレートの上に乗り、地震や台風など自然災害の多

い風土で生きていくために何万年もかけて身につけて

きた日本人の特質だと気づいた。忘れることができな

ければ、次々と襲ってくる災害に耐えられない。生涯

消えることのない悲しみを多くの人が抱えているが、

時が少しずつ和らげてくれることを願ってやまない。

亡くなった家族や友人は必ずあなたをいつも見守り「が

んばって生きろよ」と声をかけている。そう確信した。 

 

私の生まれ故郷の福島県いわき市は津波被害に加え

て放射能というやっかいな問題を抱えている。震災直

後、家族や親類を救出にいわきに向かったとき、実家

に着いてトイレで用を足したら便器が蛍光塗料を注い

だように光り輝いた。放射性ヨウ素だ。腎臓がやられ

た。 

実家の庭の放射能が異常に高く、庭にでていけない

ことがわかったのは事故から 4 年以上たった 2015 年

12 月。市役所から「お宅の庭は放射能が高く除染しな

ければならないが、避難地域優先で作業が遅れていて

大変申し訳ない。来年（2016 年）には何とかします」

という趣旨のはがきが届いた。福島第一原発の廃炉に

は数十年かかり、ストロンチウムなど半減期の長い放

射性元素の影響がなくなるのは数百年かかる。 

今、東京に暮らしていると「6 年前の原発事故を思い

出す」「震災時は大変だった」と事故に遭っていない

人たちの無神経な思い出話を聞くたびにはらわたが煮

えくり返る思いがする。震災は全然終わっていない。

今なお苦しんでいる人が大勢いる。風潮被害やいじめ

が絶えず、「フクシマ」や「FUKUSHIMA」など、違和感

むき出しの言葉で故郷を呼ばれる悲しみや苦しみを福

島以外の人は知らない。 

私の民俗学の師、谷川健一先生は熊本県水俣市の出

身で、先生が自身の人生をたどる 30 回の連載を担当

したとき、不思議に思ったことがある。幼少からの話

を書くのだが、生まれ故郷の水俣が一切出てこない。

それを聞くと、先生は「水俣はとても美しい街で、自

然が素晴らしいんだ。子供のころは椿の木に登って口

の周りを花粉でまっ黄色にしてメジロみたいに蜜を吸

ったもんだ」とだけ言った。先生は故郷が水俣病で全

国に名を知られたことをとても悲しんでいた。水俣も

「ミナマタ」や「MINAMATA」だ。今は先生の悲しみが

よくわかる。 

 

 

人を助ける消防車両がぐしゃぐしゃになった/2011.3.26 

第6次支with寺本 

 

 

強固な防波堤も打ち砕かれた/青森県八戸市蕪島フェリ

ー埠頭/2011.4.8～11 第11次支援／青森・岩手 
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鉄道のレールも津波で飴細工のようにへし曲げられた/

岩手県洋野町2011.4.8～11 第11次支援／青森・岩手 

 

巨大な防波堤があっけなく崩れた /岩手県田老町

2011.4.15～18 第12次支援/岩手・いわき 

 

国家石油備蓄基地のタンクも津波でなぎ倒された/岩手

県久慈市2011.4.15～18 第12次支援/岩手・いわき 

 

何もなくなり、うつになった/岩手県陸前高田市 

2011.4.22～24 第13次支援 宮古～仙台～福島 (2) 

 

巨大な船が津波に押し上げられ、家屋に迫った/岩手県

釜石市2011.4.22～24 第13次支援 宮古～仙台～福島 

 

原型を保ったままひっくり返った/岩手県釜石市 

2011.4.22～24 第13次支援 宮古～仙台～福島 

 

船が家の上に乗った/岩手県大槌町2011.4.22～24 

第13次支援 宮古～仙台～福島 (2) 

 

 

 

 

※次号（6月号）のリレーエッセイ執筆は、 

28期の大倉秀雄さんの予定です。 
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「植物はなぜ薬を作るのか」 

植物の成分から作られる薬は多いように思われます。

なぜ植物は薬の成分を持っているのでしょうか。多分、

動けない植物が他の侵略者から身を守るために忌避物

質を出しているのだろうと推察することはできます。 

2000 年以降、生命科学の分野は劇的に進展しまし

た。それは DNA情報のゲノム配列が解明されていった

からですが、これについては本書の後半に出てきます。 

【第 1章 植物から作る薬】 

生薬（しょうやく）とは、天然物に由来する素材を

精製せずに用いる薬です。近代薬学はモルヒネの単離

が出発です。ケシから採れる阿片（アヘン）という生

薬からその薬効成分のモルヒネを単一まで精製した初

めての例ということです。モルヒネはアルカロイドと

いう化学物質群の一つです。 

【第 2章 薬になった植物成分】 

植物成分が実際に薬としてどのように利用されてい

るか、植物にとっての役割について書かれています。

例として次があります。モルヒネには血圧低下や呼吸

抑制などの強い毒性作用があります。ケシにとっては、

捕食者となる動物から自分を守るための防御物質がモ

ルヒネです。さらに、アスピリン、ニコチン（アレロ

パシー）、ポリフェノール、抗がん薬などへ続きます。 

【第 3章 植物はなぜ薬を作るのか？】 

植物は花が美しく薬にもなるなど人間にとって有益

のように思われますが、人間を喜ばせる意図はまった

くなさそうで生存戦略がもたらしたものです。動けな

い植物の戦略が紹介されています。 

4章から6章は難しいので本文で確認してください。 

第 7章には、人間は植物とどのように相互共存して

いくべきか？で、我々の行動が見えてきそうです。 

概略のみの紹介でした。内容が濃いので興味のある

方は一読を。化学記号などの難しいところはバックミ

ュージックとするのが良いでしょう。（獏） 

 

文春新書  2017/2/17 発行 

斉藤 和季 (著) 880円＋税 
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会員異動 

＜4月度の会員異動＞ 

4月 30日現在会員数 158名 

 

月例会を開催しました 

日 時：4月 28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 7名、監事 1名、会員 9名  計 17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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今年のゴールデンウィークは晴天続

きでした！遠出はしませんでした

が、真鶴半島の森林浴と海岸散策で

癒されました！(松山) 

「佐渡・アオネバ渓谷花の旅」を拝

見し羨ましい限りでした。 

ちょうどその時、私は初めて病院に

2 泊をしており、窓から外を眺める

だけでした。行動してこそ、なんぼ

という感じです。(福田) 

編集後記 

ヤブデマリ(2016.5.8 四季の森公園) 

ポピー(2016.5.12くりはま花の国)          ナルコユリ(2016.5.15 四季の森公園) 
 



1 2 3 憲法記念日 4 みどりの日 5 立夏 こどもの日 6 7

5
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月

22 23 24 25 26 27 28
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5 芒種 6 7 8 9 満月 10 11

12 13 14 15 16 17 18

月

19 20 21 夏至 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

7

3 4 5 6 7 小暑 8 9

月
ヤビツの森）定例作業
鎌倉）朝夷奈切通
さがみの森）定例作業

月例会 名瀬谷戸の会
鎌倉）御谷山林

月 火 水 木 金 土 日

四季の森公園）シダの観察
北相模・嵐山）定例作業

名瀬谷戸の会 自然を訪ねて（2/2） ジュニア・フォレスター
湘南の森）定例作業
鎌倉）大仏切通

さがみの森）定例作業

自然を訪ねて）下見 自然を学ぼう）樹木の生態 室内勉強会 自然を訪ねて（1/2）
ヤビツの森）定例作業
鎌倉）建長寺回春院

月 金

2ヶ月 予 定 表　 2017年5月1日～7月9日
日火 水 木 土

自然を学ぼう）春の草花
鎌倉）淨光明寺

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

名瀬谷戸の会
鎌倉）浄光明寺

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） 山こい倶楽部）二子山
鎌倉）覚園寺

月例会

日

名瀬谷戸の会
鎌倉）十二所果樹園

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
鎌倉）東勝寺跡


