
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名瀬谷戸の会 中川氏里山塾研修会 （撮影者 田中真次） 

 

 

 

■森林保全活動の紹介 

 我々JFIKの活動は、神奈川県内をメインにして自然

に関する様々な分野にわたっています。一般の皆様を

対象に自然観察会の開催や小学生を中心にした環境教

育などのほかに森林保全活動にも力を入れています。 

 今回は、主な森林保全活動を紹介します。 

＜JFIK 中心の活動＞ 

○ヤビツの森 

ヤビツの森での植樹、植樹地の整備、植樹木の手入れ

等の森林保全活動を長年行っています。 

○名瀬の里山 

2016年4月に名瀬谷戸の会を設立して、横浜市より「森

作り活動団体」として承認されました。個人と横浜市

が所有する約 2万坪の土地を対象に、保全管理活動、

環境教育、森作り技術習得、人材育成などを実施して

います。特に、地元の方の参加を期待しています。 

 

＜他の森林保全団体への運営支援事業＞ 

他団体が実施する森林保全活動の指導・支援を行って

います。 

○湘南の森 

○さがみの森 

○鎌倉風致保存会 

○緑のダム北相模 

○熱海の森 

 

以上、簡単な紹介でした。体力が頼りの森林保全活動

に参加してみませんか。 
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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/ 

 

http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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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 「山滴る」玉縄を

歩き、フラワーセンター（大船）に遊ぶ」 

 

 

＜下見＞  

日時：6月 13日（火）  

集合：JR大船駅 南改札口前 10:00（北改札口ではあ

りません） 

 

＜本番＞ 

日時：6月 17日（土）・21日（水） 

集合：JR大船駅 南改札口前 9:10（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。 

一般の方の申込みは、参加コース名、参加月日、お

名前、ご住所、電話番号、高校生以下は学年を書いて

申し込みください。 

詳細は、次のホームページをご覧ください。 

http://www.jfik.org/events/events.html#mijika0617   

（昆野） 

 

 

■室内勉強会「自然災害が多い日本 それはなぜ？」 

研修部会から 6月の室内勉強会のお知らせです。 

日時：6月 16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：大橋泰雄(27期) 

参加費：500円 

概要：日本は、水害、雪害、土砂災害、震災、火山災

害などの自然災害が発生しやすい国のようです。例え

ば、日本の自然災害による災害被害額は世界の 18.3％

を占めています。この割合は世界の 0.25％の国土面積

に比して、非常に高くなっています。このように自然

災害による被害が多い理由として、日本の地形、地質、

気候などの特性が原因としてあげられます。今日は様々

な資料を見ながら、日本の地形や気候などの特性につ

いてまとめ、自然災害が多い理由を確認してみたいと

思います。 (講師記) 

 

※ここ数年の間にも、東日本大震災、御嶽山噴火、熊

本地震などの大きな自然災害が発生しています。あら

ためて、日本の地形、地質、気候などの要因を確認し、

考えていきたいと思います。資料なども活用しながら、

大橋さんが分かりやすくお話をしてくださいます。 

※資料準備のため、事前申込みをお願いします。 

申込み先：吉原秀敏 

メール：h.yoshi.green@lake.ocn.ne.jp 

電話：090-2636-1381         （吉原記） 

 

★■四季の森公園「自然を訪ねて～シダの観察」 

 五月雨を吸い上げてみずみずしく葉を広げるシダの

観察を行います。皆様の参加をお待ちしております。

特に28期の方々の参加を期待しております。 

＜下見＞ 

日時：6月11日（日）10：00～12：00 

＜当日下見＞ 

日時：6月18日（日）10：00～12：00 

＜本番＞ 

日時：6月18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：日比野 

サブリーダー：大橋 細井      （日比野記） 

 

 

活動予定 

http://www.jfik.org/events/events.html%23mijika0617
mailto:h.yoshi.green@lake.ocn.ne.jp
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■山こい倶楽部企画33回 

丹沢の静かな人気もの「鍋割山」 

神奈川県の山といえば「丹沢」・・・・「山こい」で

は近そうで遠い丹沢です。今回は主脈から外れてはい

ますが、比較的人の少ない鍋割山を目指します。鍋割

山から金冷やしへのルートは優しいブナ林が出迎えて

くれる事でしょう。 

大倉からは時間短縮のため、渋沢駅からタクシーで

表丹沢県民の森へ入ります。鍋割山荘は「鍋焼きうど

ん」が有名で大変おいしく、わざわざそのために登る

人もいるそうです。春から夏に変わる山々を楽しみま

しょう。 

期日：6月22日（木） 

＊中止の場合は前日の午後8時までにメールでお知ら

せします。 

集合場所：渋沢駅改札口 

集合時間：8:00 

行程：渋沢（タクシー）〜表丹沢県民の森～二俣～後

沢乗越～鍋割山～金冷やし～（時間があれば塔ノ岳ピ

ストン）～大倉尾根～大倉からバスで渋沢駅へ  

歩行時間：コースタイム5時間 

標高差：1,080m 

歩行難易度：一般コースですが、標高差が大きく、歩

行時間も長いので、今回の山こいはしっかり歩くコー

スです。 

装備：雨具、飲み物（多めに）、昼食、行動食、軽登

山靴など 

 担当：リーダー 辻 サブリーダー 久保 

※申し込みは6月20日（火）までに松井までお願いし

ます。 

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 

 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 

 7月 1日（土）御谷山林 

 7月 8日（土）朝夷奈切通し 

 7月 15日（土）北条常磐亭跡 

 7月 22日（土）回春院 

 7月 29日（土）十二所果樹園 

○覚園寺 

 6月 8日（木）、22 日（木） 

○その他のイベント 

 6月 4日（日）梅の即売会、 

    10:00～ 場所：きらら 

 6月 24日（土）歴史ウォーク座学 （廣瀬記） 

 

■ヤビツの森 

日時：6月 17日（土）10:00～15:00 

集合：秦野駅南口 9：20、現地 10：00 

作業内容：幼齢木保護ネット取り外し、下草刈り 

2012年ごろに植えた苗木を保護していたネットを取

り外します。カッターを使います。今年 3月に植えた

苗の周りのススキなどを刈り取ります。現地の用具小

屋にある鎌などを使います。 

参加ご希望の方は吉井までお知らせください。 

メール：yoshiit@green.ocn.ne.jp  （吉井記） 

 

★■湘南の森 

日時：6月 9日（金）、24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： 

6月 18日（毎月第 3日曜日） 

（２）小原本陣の森・定例活動日： 

6月 4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」 

6月 10日（土）、25日（日）定例作業 

7月 8日（土）、23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

mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://midorinodam.jp/
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までに申し込んでください。 

JR 橋本駅南口（マクドナルド前）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 

6 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  

6月 3日(土）、19日(月）10:00～14:30 

7月 1日(土）、18日(火）10:00～14:30  

集合場所：久右衛門邸チャペル  （田中（真）記） 

 

 

 

 

■神奈川の身近な自然を訪ねて 「新緑溢れる奥湯河

原～湧水湿地「池峯」と万葉公園を訪ねて」 

日時：5月 24日（水）、27日（土）9:30～15:00晴れ 

場所：湯河原町 

参加者数：101名〔5/24～50名、5/27～51名〕 

スタッフ：12 名〔昆野、菅原、田中（真）、松井、吉

原、小池、広川、大橋、久野、松田、田口、西岡〕 

概要： 

 両日とも好天に恵まれた中、JR 湯河原駅に集合し、

5 班に分かれバスに乗車してスタートしました。奥湯

河原入口バス停で下車し、旅館「青巒荘」様でトイレ

をお借りし、その後池峯橋から林道を歩き始めます。 

 すぐにフォッサマグナ要素植物であるオトメアオイ

やランヨウアオイに出会います。林道は新緑の樹木に

覆われ、木漏れ日の中を歩きます。気温の高い日でし

たが、林道は爽やかな涼しさに満ちています。左手は

渓谷が続きますが、時折現れる樹木の切れ間からは渓

谷を挟んで向こう側の尾根が見られ、新緑に溢れた景

観を望めます。 

 林道沿いには、アブラチャン、コクサギ、フサザク

ラ、イロハモミジ、ケヤキ、コナラ、シロダモ、クス

ノキなどの樹木があり、またナルコユリやユキノシタ、

ハナミョウガの花なども楽しめます。 

 さらに進んでいくと渓谷沿いに、終わりかけていま

すがミズキの白い花が見え、またジャケツイバラの黄

色い穂状の花が咲き始めています。ワサビ沢では沢に

入り、少ないですがワサビを観察します。昔はワサビ

畑だったのでしょうか。 

 しばらく歩きますと、急に明るく開けた「もみじの

郷」に出ます。ここは 540本ものイロハモミジが植栽

され、秋の紅葉時には人気スポットになっているとこ

ろです。 

 このあたりから、かすかに「コロ コロ コロ」と

いう鳴き声が聞こえてきます。少し下ると樹林に囲ま

れた湧水湿地「池峯（いけみね）」が現れます。訪れ

る人の少ない静寂に満ちた湿地です。湿地に沿って木

道が整備され、山側にはイノシシなどが泥を浴びるヌ

タ場もあります。周囲には今が盛りのヤブデマリが咲

いています。しばらく静かにしていますと、「コロ コ

ロ コロ」とシュレーゲルアオガエルが鳴き始めます。 

 

        湧水湿地「池峯」 

 

 ここから万葉公園に向かっての下りが始まります。

オオバヤシャブシの黒い実が落ちている道を歩き、ハ

ナミョウガやウラジロなどを見ながら下ります。一般

道に出ると、それまでの樹林の道から一挙に変わり、

見晴らしの良い道となります。湯河原の町並みを見下

ろし、遠くに真鶴半島の三ツ石も見ることができます。 

活動報告 

mailto:sagami@moridukuri.jp
mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
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        相模湾を望む 

 

 しばらく下って万葉公園の近くまで行くとセンダン

の鮮やかな紫の花が満開になっていました。高木のた

め普段は間近に見ることのできない花ですが、ちょう

ど階段を降りるところで目の前に花を見ることができ、

感慨ひとしおでした。道沿いにはネズミモチ、トベラ、

ゴンズイなどの花も見ることができました。 

 万葉公園の独歩の湯近くの休憩所で昼食をとり、そ

の後は公園内を歩き、狸福（りふく）神社や温泉手水

（源泉）、熊野神社を訪れ、2・26事件の現場の一つと

なった「光風荘」で館内を見学しました。その後バス

で湯河原駅まで行き、駅で解散となりました。 

 初夏の一日、新緑の溢れる奥湯河原で花と新緑と森

林浴を楽しんだ一日となりました。 

 なお、今回は地元湯河原町に住む松山さんに企画か

ら実施にむけての指導・アドバイスを頂きました。 

                   （昆野記） 

 

■室内勉強会「歴史的風土における町づくりと建築―

津和野町と甘楽町―」 

日時：5月 19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：小池一臣（JFIK） 

参加者：13名 

島根県最西端にある津和野町と群馬県南西部の甘楽

（かんら）町という 2つの町は、ともに城下町で中心

部を河川が流れ、用水路が張り巡らされており、歴史

的遺産を数多く残す町でまた今もその維持向上を進め

ている町です。津和野町は山陰の小京都とも呼ばれ、

森鴎外の生誕地、流鏑馬、鷺舞等の伝統行事等で知ら

れています。甘楽町には国指定名称の楽山園をはじめ

とする武家屋敷、町屋が多く残っています。 

小池さんは 1 級建築士として、ともに足かけ 12 年

間にわたって 2つの町の歴史的風土における町づくり

とコミュニティーセンターや自然休暇村宿泊施設等の

設計にかかわってこられ、設計した建物によっては 40

年たったものもあります。 

街全体の歴史的風致を再確認し維持向上させるとい

う町づくりの方針を立てるのにも参画し、町づくりの

方針に沿った、町並みや周りの自然に溶け込み、また

その土地の特性を生かした考え方で設計をされ、中に

は築 40 年たったものもありますが、今も地域に溶け

込んでいます。 

津和野では地元の石見瓦を使い、傾向として単色に

走っていた中で 4色の瓦を混ぜて配置し単色の瓦では

出せない落ち着いた伝統的色合い実現しました。甘楽

町では養蚕農家、桑もモチーフに入れた設計をしてい

ます。またそれぞれに木造建築の要素が取り入れられ

ています。 

Ｑ＆Ａの中では、木造建築が進まない現状や、瓦の

需要が減少し瓦製造の会社がどんどん減っているとい

うような話が出ました。 

建築物が単独に存在するのでなく、町づくりの考え

方の中でその地域の構成要素として存在していること、

歴史的風致の保存維持の価値と重要性を考えさせられ

ました。また甘楽町は今回初めて知った町であり機会

があったら訪れてみたいと思います。  (西岡記) 

 

■四季の森公園「自然を訪ねて～花の不思議」 

日時：5月 21日(日)13：00～15：00晴れ 

参加者：一般 34名、公園 1名、スタッフ 11 名 

まるで真夏のような暑い日となりましたが、参加者

は 34 名と多く、にぎやかな観察会となりました。日

陰に集まり、鈴置さん（チーフリーダー）が、「花の

形」、「花粉の受け渡し方法」、「花の性」、「花の役割」

などを説明。その後、3班に分かれ、「はす池」、「あし

原湿原」を巡るコースを、鈴置斑と大橋班は反時計回

りで、日比野班は時計回りで観察を行いました。 
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     リーダーの説明でスタート 

 

キショウブの花の構造を皮切りに、ニシキギとコマ

ユミの関係、オヤブジラミの話、シロツメクサとアカ

ツメクサの違いなどを説明しながら歩を進めると、ハ

タザオ、スイレン、ノアザミ、満開のガマズミの花達

が出迎えてくれました。そのほか、ウシハコベやキュ

ウリグサ、スイバ、ニワゼキショウなども。 

ミツバウツギとサワグルミはすでに実になっていま

したが、珍しいクルミマルハバチの幼虫が。そして、

その幻想的？な姿に、皆さん興味津々。さらに、ヤシ

ャブシとキブシの実も観察しました。 

 

    青空の下、葦原の周りを進んだ 

 

残念ながら、期待のハンショウヅルは終わっていま

したが、ツリバナはなんとか観賞することが出来、ア

ヤメ、フランスギク、コバンソウ、コウゾリナなどが

にぎやかに咲き誇っていました。 

ハナイカダの実は、ほとんど残っていませんでした

が、カラタネオガタマが咲き始めで、独特の芳香を放

ち始めていました。そして、出発点に戻り解散。 

春の花がほとんど終わってしまった時期ではありま

したが、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により、参加者の皆さんには 2時

間余りの観察会を十分楽しんでいただけたのではない

かと思います。            （小池記） 

 

■四季の森公園 

里山アカデミー「四季守マスター塾」第 1回開催 

日時：4月 23日（日）10:00～15:00 

場所：四季の森公園内及び会議室 

参加者：9名（2名欠席）、公園から中村所長、小野澤

副所長、JFIK品川 

概要：昨年度実施した里山アカデミーの後継塾として

四季守マスター塾の第 1回を開催しました。初めに「人

を引き付ける話法」について講義を受け、続けて園内

でガイドを実践していただきました。事前に園内の植

物 15種を教材とすることを宿題にして、少なくとも 3

種については植物概要、毒性、薬効、食草、材の利用、

加工、害虫、学名由来、花言葉、俳句、短歌などとこ

とん調べてくるという課題でしたが、それ以上に下調

べをしてガイドに臨んでくれました。ストーリーが出

来ていて教科書のようなガイドもあれば、五月雨で特

徴を紹介するガイドもあり、花言葉や多様な解釈をす

るガイドもありましたが、概ね好評でした。今回取り

上げた植物は、ウラシマソウ、フタリシズカ、ハナダ

イコン、ツボスミレ、ヤマブキソウ、エビネ、クマガ

イソウ、キンラン、ギンラン、ニリンソウ、ホウチャ

クソウ、アマドコロ、ワニグチソウ、ホオノキ、ミツ

バウツギです。           （品川記） 
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■四季の森公園 

里山アカデミー「野草ガイド入門講座」第 1回開催 

日時：5月 7日（日）10:00～15:00 

場所：四季の森公園会議室及び園内 

参加者：受講生 20名（1 名欠席）、公園から中村所長、

小野澤副所長、JFIK品川、福田の 24名 

概要：昨年好評いただいた野草ガイド入門講座では、

今年も新人 20 名をお迎えして継続講座をスタートさ

せました。所長のアイスブレイクで緊張を解き、続け

て品川が「公園ボランティア活動のすすめ」で故・浜

口哲一さんの足跡を紹介しました。 

そのあと昼食を挟んで小野澤さんから「公園歴史自

然概論」の講義があり、午後は野草観察の実技を行い

ました。新緑美しいカツラ、アキニレ、ヤマボウシ、

ムラサキハナナ、クヌギ、コナラ、ミツバウツギ、キ

ンラン、ギンラン、カタクリ、エビネなどを説明しま

した。終了後いただいたアンケートでは、もっと野外

の時間を増やしてほしいと数名の意見があり、次回の

課題となりました。          （品川記） 

 

 

 

■四季の森公園「キンポウゲの仲間」 

日時：5月 13日（土）13:00～14:30 

参加者：一般 4名、公園 2名、スタッフ日比野、福田、

品川 

終日雨降りの天気でした。午前中の下見の時から強

い雨で、昼になっても相変わらずでした。これでは参

加者はいないかもしれないと思われましたが、4 名の

方の参加がありました。 

観察会で歩くのは大変なので室内での学習をメイン

としました。配布資料の内容に従って説明し、写真で

の種名確認、キンポウゲ科の主な属と品種、キンポウ

ゲ科の特徴、および質問形式のクイズなどをやりまし

た。スタッフの日比野さんは、雨対応ということで 1

時間程説明し好評でした。トリカブトの毒や附子、三

大有毒植物に関する質問などが活発になされました。

教室の窓からは青い色のクレマチスが雨に濡れている

のを観察しました。 

 

       室内での説明 

 

室内での学習の後、雨は相変わらず強かったが 30

分程公園を歩き、ウマノアシガタ、ハンショウヅル、

トリカブトとセンニンソウの葉などを観察することが

できました。雨のため室内での説明が多くなってしま

いましたが、それなりに楽しんでいただけたと思いま

す。                 （福田記） 

 

        外での観察 

 

■山こい倶楽部第32回「二子山」 

開催日：5月25日（木）曇り 

場所：逗子 二子山 

参加者：松井、山路、中澤、坂間、田口、久保、境、

吉井、高見、鈴木(康)、山本(明)、辻、梶浦  
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以上13名 

ルート：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(昼食)～二子山林道～二

子山208m～阿部倉山161m～川久保バス停15:02=(バ

ス)=逗子駅 歩行距離：約6km 

 

天気予報では、多少の雨が予想されていましたが、

幸い行動中は、曇りで湿気を感じるもののさして暑く

もなく助かりました。バスを降りてコンビニの駐車場

付近で準備体操をして出発しました。 

森戸川林道に入るとガビチョウとウグイスの大声で

ほかの鳥の鳴き声が聞き取りにくいほどでした。それ

でもメジロの声が聞こえたり、アオゲラのやや唐突な

声が聞こえたりしました。お目当ては、サンコウチョ

ウなのですがさえずりも聞こえず、もちろん影も形も

見えません。そんなこんなで少し早かったのですが林

道の終点で昼食にしました。そこは、沢筋の針葉樹の

林で下見の時にサンコウチョウが巣を懸けつつあった

ところだそうです。が、その巣自体は完成前に放棄さ

れたようです。ですので、このあたりに件の鳥がいて

もおかしくありません。弁当を食べ終わるころ遠くの

ほうでサンコウチョウの声がしました。その方向へし

ばらく歩いてみることにしました。すると、ますます

声が大きくなって真上で鳴いているところまでたどり

着きました。しかし、いくら上を見まわしても姿を見

つけることはできませんでした。このあたりではセン

ダイムシクイも鳴いていました。 

探鳥は、この辺りまででこれから標高208ｍの二子

山への登りにかかります。結構な登りで岩場もあり三

浦半島の山深さに驚きつつ頂上に着きました。満開の

エゴノキ、ハコネウツギが出迎えてくれ、展望台から

は東京湾の眺望が楽しめ反対をむけば相模湾も少し見

えました。いったん下ってから阿部倉山161ｍに向か

うのですが、この登りもかなりしんどかったです。特

に山の中では、そこここにサイハイランが見られすで

に枯れかかったものや今を盛りのきれいな色のものも

ありました。 

急坂を下って出発点付近にでて15時過ぎのバスで逗

子に戻りました。サンコウチョウの姿こそ見えません

でしたが、声を聴くことができなかなかいい山行でし

た。                 （梶浦記） 

 

        阿部倉山山頂 

 

 

        サイハイラン 

 

■鎌倉風致保存会 

〇みどりのボランティア 

日時：5月 10日（水）浄光明寺 雨で中止 

日時：5月 13日（土）泣き塔 雨で中止 

日時：5月 20日（土） 

場所：十二所果樹園 

参加者：17名（JFIK2 名） 

 林道の草刈、北園、小豆沢のウメの下草刈り、そろ

そろどこも草との闘いが始まる。 

 ここは 6月 4日のウメの即売日に向けウメの木の下

草刈りを加速！ヤマユリの蕾も膨らみ、エゴの花盛り

と夏も近い。 

日時：5月 27日（土） 

場所：光則寺 

参加者：20名（JFIK3 名） 

 回遊路の階段作り、灌木の除伐、斜面の草刈とアジ

サイの植え付けの 3班に分かれ作業に入る。夏日とな
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り昨日の雨で湿度も高く皆さん汗だく！日陰は涼しく

休みがつい多くなる。階段も残りは次回、アジサイの

植え付けも 20 株ほど完了。冷たいお茶を頂く。ここ

は山アジサイで有名だがまだ少し早いが、ヤマアジサ

イの勉強には最適な場所だ。 

 

○覚園寺 

日時：5月 25日（木） 

参加者：JFIK4名 

 草刈の始まりだ。まず大楽寺跡の駐車場の周りから。

カラムシは既に１ｍ近い。今刈って置くと後が楽だか

らと言いながら中段まで完了。ハチクのタケノコが草

原に進出、これも取る。美味しいとの事でお土産に頂

いた（美味しかったです）。 

 

〇その他のイベント 

お話しサロン 

“モンブラン登頂の一部始終” 

演者：細井 聖さん 

 今年度最初のお話しサロンは森林インストラクター

の細井さんにお話し頂きました。 

 細井さんは小学 5年生の時丹沢の裏山の美しさに魅

せられ、以来山に登り続けて来られたそうでいつか海

外の山へ、それも富士山より高い山へ登って見たいと

の思いを持たれ、その思いは定年を機に実行に移され

ました。対象は当初はブライトホルン、それからメン

ヒに変わりどうせ挑戦するならモンブランと変更され

ました。出発前の足慣らしに雲取山、耐寒訓練に富士

山に 2度など。又善行を積む事は神のご加護に通じる

ものと路上のゴミを拾ったりしたそうで実に人間味の

あるお話しを伺いました。スイス人のガイドとお互い

片言の英語での意思疎通、歩き始めるとなかなか休み

を取らないのにも疲労困憊されたとの事。何とか登頂

を果たし無事下山出来、ガイドの家族にも祝福され心

身ともに達成感に浸られたそうです。この「達成感」

には困難を乗り越えた満足感と感慨がにじみ出ていま

した。（この記録は花本記）    （全体は廣瀬記） 

 

■ヤビツの森 

日時：5月 20日（土） 10：00～15：00 

場所：丹沢ヤビツの森 

天候：晴れ 

参加者：湘南の森のメンバーを含めて 9名 

概要：今年 3月に植えた苗の活着を点検し、ほぼ良好

であることを確認した。2011年植樹の苗の保護用ネッ

トを取り外した。 

内容： 

①2017年3月に植えたヤマザクラとイロハモミジそれ

ぞれ 25本の活着を点検した（写真）。ほぼ良好に成長

している。ヤマザクラ 2本のみ枯死していた。 

 

 

②2011年に植樹した苗の保護用黒ネット（トリカルネ

ット）の残っていた分すべてを取り外し（写真）、小

屋まで下ろした。 

 

 

③折れた雑木の整理、植えた木の邪魔になっている枝

おろし等を実施した。 

暑い中での作業であったが無事に終了し、新緑やフ

ジの遠景がきれいであった。森林保全の作業は達成感

がある。               （坂間記） 
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■湘南の森 

5月１回目 

日時：5月 12日（金）10:00～15:15  

天候：晴れ/曇り 

参加者：13名、うち JFIK会員 3名 

活動内容： 

苗の生育の確認、下草刈りを行いました。今年 1月

に植えたヤマザクラとオオシマザクラの苗 31 本のう

ち、3本が枯死していました。 

 

5月 2回目 

日時：5月 27日（土）10:00～13:25  

天候：晴れ 

参加者：12 名うち JFIK 会員 3 名、ほかにユースボラ

ンティア 3名 

活動内容： 

植樹周りや植生調査区のつる草など下草を除去整理

しました。刈払い機を用いてハイキング路脇を除草し

歩き易くしました。ユースボランティアが参加し、湘

南の森の活動の説明や作業現地の案内をしました。 

夏場に向かい多くの草木が花を付け、蝶も見られま

した。もうすぐアジサイが楽しめそうです。 

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：5月 22日（月）晴 

8：50～10：20、10：40～12：10 

参加者：4年生（34名×1クラス、35名×1クラス） 

スタッフ：JFIK久野、広川、菅原 

 「春の森の生き物」がテーマだったが、あいにくの

猛暑日だった。熱中症をさけるため、なるべく木陰を

選んで観察した。 

寒い冬を乗り越え、多くの植物は春にツボミを膨ら

ませ花を咲かせ実をつけ始める。学校のシンボルツリ

ー「ヒマラヤスギ」の下で、針葉樹やコナラなどの地

味な花とサクラや園芸種などの華やかな花弁を持つ植

物の写真を見せ、その違いについての説明があった。

「君達も出かけるときはきれいな服を着て目立ちたい

でしょう。」との話は女の子には説得力があったよう

だった。ウメも小さな実をつけていた。青い実は動物

に対して毒成分を持ち酸っぱいが、黄色く熟すと食べ

られ種が遠くに運ばれる。なぜなのかと質問を投げか

けると正確な答えが返ってきた。どんな生き物も子孫

を残すために懸命に生きている。先日皆でタケノコ堀

りをして持ち帰って食べたとのことだが、取り残され

たタケノコが 4～5ⅿも伸びていた。自然からの恵みを

利用することも大切なことだと先人の竹の利用につい

ての話もあった。 

3 班に分かれ「谷本の森」に入り、ビンゴカードを

渡して 9つのテーマを見つけてもらった。テーマを見

つけたら班全員で相談し、なぜそうなのかを話し合っ

て考えチエックしてもらうことにした。葉の形、にお

い、木の樹皮がツルツルのもの、ザラザラなもの、い

ろいろ発見したようだ。ドクダミの葉のにおいは皆知

っていた。なぜにおいがあるのかも考えてもらった。

メイプルシロップの木、サトウカエデの下には大量の

実が落ちていた。親木になれる実はどれだけあるだろ

うか。しかし多くは昆虫などの餌になり、微生物によ

って再び森の中で養分として植物などに利用されてい

く。「リサイクルだ」との言葉も出た。 

 最後にそれぞれ感じたことを発表してもらった。カ

エデ類やタンポポの種を遠くに飛ばす工夫、サクラの

蜜腺、葉のトゲなど、植物や動物のいろいろな工夫を

感じていただけたようだった。昼食は生徒に人気のニ

ンジンを星形に切った「ベイスターズカレー」を一緒

に美味しくいただいた。 

今後、季節ごとの「森の変化」を学びたいとのこと

で、再会を約束し学校を後にした。   （菅原記） 

 

        観察の様子 

 

http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
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■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：5月6日（土）10:00～15:00 

参加者：38名（JFIK16名、一般14名、横浜メダカの会

8名） 

作業内容：横浜市有地の作業優先度の高いエリア見学、 

親竹管理作業、横浜メダカの会の放流確認  

 

    6月からの作業予定場所を確認した 

 

    横浜メダカの会による池の調査 

 

午後は筍を処分した 

 

作業2回目「中川重年氏 第2回里山塾研修」 

日時：5月15日（月）10:00～15:00 

参加者：22名（JFIK13名、地元9名） 

作業内容：保全作業は行わず、中川重年氏に講師をや

っていただき第2回里山塾研修を実施した。 

 

      ユズの木からスタート 

 

      熱が入った研修が続いた 

 

      ニガクリタケがきれい 

                   （福田記） 

 

 

 



JFIK 会報 2017 年 6 月号 

- 12 - 

 

 

28期 大倉 秀雄 

昨年合格、28期の大倉です。専門知識が乏しい若葉

マークの為、リレーエッセイの内容が「森人だより」

のイメージと違っている事をご容赦ください。 

定年退職を機に新しい世界を覗いてみたいと思い、

森林インストラクター資格試験に挑戦しました。山が

好きだとか、ガーデニングが趣味とかでも無く、自然

や動植物に関する知識も全く有りませんでした。日常

は鉄筋のオフィスで PC と睨めっこ、全く自然にかか

わる事の無い会社員生活を送っていました。無謀にも

難度の高い資格試験の為の勉強をすれば早く自然に関

する知識が得られると考え、まず受験を目標としまし

た。１日で記述式の多い４科目の受験では、２科目目

から鉛筆を握る手の感覚がマヒしてきました。キーボ

ードやタッチパネルに慣れてしまっている事を恐ろし

く感じました。 

世の中が進歩し、ITや通信、交通手段の発達で人間

が以前ほど歩いたり、自筆の手紙を書いたりする事が

少なくなり、年賀はがきも売行きが落込んでいるそう

です。これらの変化に鑑み、以前に読んだ本の一部分

について紹介させていただきます。イトーヨーカ堂（現

セブン＆アイ・ホールディングス）名誉会長の伊藤雅

俊氏の著作、「商いの道」です。（PHP研究所、「商いの

道」―経営の原点を考える―） 

昭和 50 年代前半の社長在任中に、松下電器（現パ

ナソニック）の社員の振る舞いが素晴らしかったとい

う部下からの報告を受けた話の部分です（賃借のショ

ールームから撤退する松下の社員の行動が、撤退の際

に破損個所の修理をし、清掃まできちんと行うという

心のこもったものであった。その後にイトーヨーカ堂

がテナントとして入居）。 

伊藤社長は松下電器の社風のすばらしさは日頃の社

員指導に由来するものであると考え、その素直な気持

ちをお伝えしようと、松下幸之助さんに手紙を書かれ

たそうです。さすが経営の神様。伊藤社長には以下の

ような返事が届きました。 

・当然の事を自然に行っただけ 

・その程度の事にお褒めの言葉をいただき感謝してい

る。 

・そんな事が多忙な伊藤社長の耳に入るほど意思疎通

の出来ているイトーヨーカ堂は素晴らしい経営をして

おられる。 

・経営体質強化のために、この手紙を役員から経営の

幹部にまで見せたいと思う。 

伊藤社長は改めて松下さんのすごさを感じたといい

ます。そしてそのことを社内報で「商売の原点」であ

ると紹介したとのことです。 

ビッグデータで効率的なマーケティングができ、液

晶画面にタッチペンでサインをする様な時代ですが、

心のこもった自筆の文章には気持ちをしっかり伝え、

想像以上の効果をもたらす事も有るようです。重さに

すると 20 グラム程度の一通ですが、書き手それぞれ

の思いが詰まっています。そして文字や文章を大切に

し、人や地域と自然の成り立ちや関わりを大切にする

気持ちを持ち続けたいと思います。以上、脇道にそれ

た様な内容ですが、手紙、文章をテーマにリレーエッ

セイをまとめる事が出来てホッとしております。 

 

 

 

     愛犬と 

 

※次号（7月号）のリレーエッセイ執筆は、 

28期の坂間至朗さんの予定です。 

 

 

 

 

リレーエッセイ 
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「うんこがへんないきもの」 

 

早川いくを著  

アスキー・メディアワークス、2014年、1,430円 

 

 もう一冊、うんこ談議にお付き合いいただきたい。

4 月号で紹介した伊沢先生のうんこ本は、もっぱらヒ

トの排泄物をどのように自然環境に戻し、どのように

して速やかに有機物循環の流れに載せるかが主たる課

題であった。この本は、哺乳類から無脊椎動物まで 20

種類の生きものたちがヒトでは想像もつかないような、

どれほど大げさなパーフォーマンスで排泄をしている

か、丁寧に解説してくれた。著者は「へんないきもの」

シリーズでベストセラーになった有名人であるが、こ

の本を出すまで 4年きばった力作と自画自賛している

ところが笑える。ところがコウモリの棲む「エコロジ

カルな地獄」のような怖い話もすごいリアルな生態系

として紹介されているところを読むと、元は取ったい

う気分になれる不思議な本である。また、コーヒー好

きには、是非とも読んでいただきたいのは、インドネ

シアの「コピ・ルアク（Kopi Luwak）」である。原理

は熟したコーヒー豆がジャコウネコの消化管を通過す

るだけのことである。以前、インドネシアのお土産と

していただいたものであったが、芳醇な香りに魅了さ

れたことを思い出した。さて、皆さんにはどんな排泄

儀礼がありますか？（獺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

月間ブックレビュー 
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会員異動 

＜5月度の会員異動＞ 

5月 31日現在会員数 158名 
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観察用に双眼鏡を買いました。遠く

のものが近くに見えることに改めて

感動しています！ 

 (松山) 

6 月は梅の実が大きくなり、カキツ

バタやハナショウブ、アジサイの花

が雨に濡れ、味わい深いです。 

雨の日には、カメラを携えて外に出

よう。 (福田) 

編集後記 

アジサイ(2016.6.25 四季の森公園) 

アカシジミとナツグミ(2016.6.4 名瀬) ハナショウブ(2016.6.9薬師池公園) 



5 芒種 6 7 8 9 満月 10 11

6

12 13 14 15 16 17 18

月

19 20 21 夏至 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 小暑　七夕 8 9 満月

7

10 11 12 13 14 15 16

17 海の日 18 19 20 21 22 23 大暑

月

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

8

7 立秋 8 満月 9 10 11 山の日 12 13

月

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

2ヶ月 予 定 表　 2017年6月5日～8月13日
日火 水 木 土

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）
四季の森公園）コケ
ヤビツの森）定例作業
鎌倉）建長寺回春院

月 金

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） 山こい倶楽部）鍋割山 ジュニア・フォレスター教室
湘南の森）定例作業
鎌倉）大仏切通

さがみの森）定例作業

月 火 水 木 金 土

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

自然を学ぼう）海浜植物 湘南の森）定例作業 鎌倉）北条氏常盤亭跡

四季の森公園）野草ガイド入門講座

四季の森公園）ヤマユリ
北相模・嵐山）定例作業

名瀬谷戸の会 室内勉強会 湘南の森）定例作業
鎌倉）建長寺回春院

さがみの森）定例作業

土 日

月例会 ジュニア・フォレスター（1/2）
鎌倉）十二所果樹園
鎌倉）お話サロン

鎌倉）内藤家墓地 鎌倉）泣塔

ジュニア・フォレスター（2/2）

月 火 水 木 金

湘南の森）定例作業 さがみの森）定例作業 四季の森公園）下見


