
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四季の森公園「自然を訪ねて～昆虫探索」 （撮影者 福田 渉） 

 

 

 

■8月の活動状況 

 8月の活動は少し控え目でした。熱中症対策や、お

盆をむかえ、皆様が心静かな時を過ごしたからかもし

れません。そういう訳で、神奈川の自然を訪ねて、一

部の里山保全活動、月末の月例会などは休みとしまし

た。 

 その中で盛り上がっていたのは、四季の森公園の観

察会「自然を訪ねて～昆虫探索」で、子供さんも含め

多数の方に参加いただきじっくりと昆虫を観察するこ

とができました。 

 保全活動は、湘南の森、さがみの森、鎌倉、名瀬谷

戸の会などでは暑さにもかかわらず定例の活動がなさ

れました。 

名瀬谷戸の会では第 1回総会やこれからの活動場所

の検討などがなされました。スズメバチの大きな巣が

ありその対策やモウソウチクに花が咲きその様子見な

どのハプニングもあったようです。 

 

■リレーエッセイにつて 

 リレーエッセイの原稿執筆は、9月号より県外の他

の会より JFIKに移ってこられた方にお願いしスター

トしました。 

 

 詳細は活動報告などをご覧ください。 
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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 

「酔芙蓉の里を巡る」 

 

＜下見＞  

日 時：9月 15日（金）  

集 合：小田急線新松田駅北口改札口 9:30 

（※南口ではありません） 

＜本番＞ 

日 時：9月 23日（土）・28（木） 

集 合：小田急線新松田駅北口改札口 8:40 

（詳細は別途連絡） 

 

今回は山路さんが企画しています。  

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。 

 一般の方の申し込みは、参加コース名、参加年月日、

名前、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。詳細はホームページをご覧願います。 

（昆野記） 

 

■室内勉強会「植物の五感について」 

研修部会から 9月の室内勉強会のお知らせです。 

 

日 時：9月 15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：西岡一郎（27期） 

参加費：500円 

概 要：自然を五感で感じるということはよく言われ

ます。今回のテーマはこれとは違い、植物にとっての

五感であり、動物とは別の生き方を選び進化してきた

植物が、外界の刺激に対し何を感じどう反応するかを、

ヒトの五感（視覚・聴覚・触覚・味覚・臭覚）と比較

しつつ説明していきます。 (講師記) 

 

※植物は、温度や光をはじめさまざまな情報を認識し、

環境の変化に対応しています。植物の感覚器官の役割

をもっているのはどこか、またどのように反応してい

るかをわかりやすくお話していただきます。 

※資料準備のため、事前申込みをお願いします。 

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～身近なクモ」 

どうも一般的には嫌われるクモ。しかし、その生活

の様子を調べてみるとなかなかおもしろい存在である

ことがわかります。みなさんと一緒に勉強していきた

いと思いますので、ふるってご参加ください。 

 

＜下見＞ 

日 時：9月10日（日）10:00～12:00 

＜本番＞および＜当日下見＞ 

日 時：9月17日（日）10:00～12:00 当日下見 

           13:00～15:00 本番 

集合場所：四季の森公園北口管理事務所前 

リーダー：松井 

サブリーダー：日比野、小池、大橋  （松井記） 

 

■山こい倶楽部第35回「富士山宝永火山」 

 今回は昨年悪天候で実行できなかったものを再び須

山さんに企画して頂きました。 

 宝永山は宝永4年（1707年）の噴火によりできた火

山で、大量の火山灰を広範囲に降らせたそうで、江戸

の町にも届いたようです。この噴火は富士山の一番最

近の噴火です。 

期 日：9月14日（木） 

活動予定 

mailto:h.yoshi.green@lake.ocn.ne.jp
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＊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。 

集合時間：8:50 

集合場所：JR御殿場線御殿場駅改札口 

(松田駅8時4分の御殿場線に乗ると、8時46分に御殿場

駅につきます。) 

コースタイム：約5時間30分のコースを6時間半の時間

で景色を楽しみながら歩きます。 

コース：御殿場駅⇒タクシー⇒富士宮口五合目(2380m)

→宝永火口→宝永山(2693m)→宝永第二火口→御殿庭

上→幕岩上→双子山(1804m)→御殿場口新五合目

(1440m)⇒タクシー⇒御殿場駅 

歩行距離：約11km 

標高差：登り313m 下り1253m 

歩行難易度：歩行の難しさはありませんが、下りの距

離が長いです。 

 ◎登りは2時間（標高差313m）ですが、下りは3時間

30分（標高差1253m）ほどかかります。 

持ち物：弁当、飲み物、その他一般的な登山の持ち物 

 ◎フリース、雨具、手袋などの防寒防風防水対策。

しっかりした足ごしらえもお願いします。 

 ◎バスがないため、タクシー代が1人あたり3,500円

～4,000円ほどかかります。 

担 当：リーダー須山 サブリーダー松井 

※申し込みは9月11日（月）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 

 

★■鎌倉風致保存会 

○みどりのボランティア 

 9月 2日（土）十二所果樹園 

 9月 16日（土）回春院 

 9月 30日（土）御谷山林 

10月 7日（土）東勝寺跡 

10月 21日（土）北条氏常磐亭跡 

10月 28日（土）光則寺  

○覚園寺 

 9月 7日（木）、9月 28日（木） 

○その他のイベント 

 9月 9日（土）家族で栗拾い 

 9月 30日（土）お話しサロン 

 演題：植物分類学 APGⅢについて 

 演者：品川高儀さん 

10月 14日（土）大佛茶亭公開     （広瀬記） 

 

■ヤビツの森 

日 時：9月 16日（土）10：00～15：00 

作業概要：下草刈り、作業通路の整備 

これまでに植えた苗の周りのススキなどを刈り取り、

また、作業通路の整備を行います。現地の用具小屋に

ある鎌や唐鍬などを使います。 

参加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） 

 

★■湘南の森 

日 時：9月 8日（金）、23日（土） 

活動日は原則として毎月第 2金曜日と第 4土曜日で

す。 

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） 

 

★■フォレスト21「さがみの森」 

9月 9日（土）、24日（日）定例作業 

10月 14日（土）、22 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（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) 

申し込み：「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 

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  

9月 2日（土）、19日（火）10:00～14:30  

10月 7日（土）、16日（月）10:00～14:30 

集合場所：久右衛門邸      （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
mailto:sagami@moridukuri.jp
mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
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■室内勉強会「里山ナチュラリスト入門」 

 ～里山ウォッチングの実際と技術～ 

日 時：8月 18 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：鈴置愼悟（27 期） 

参加費：500 円 

参加者：大橋、西岡、坂間、梶浦、河野、廣川、小池、

鈴木、松井、吉井、久野、武田、吉原、中島 

概 要：皆さんもよくご存知の通り秦野は周囲に大山

や丹沢山塊を有する自然豊かなところ。そんな秦野の

地で培った里山観察に関するノウハウとその実際につ

いて二部構成で解説いただいた。 

第一部はナチュラリストになるための条件や自然観

察についての基本的な技術として、視点、装備、注意

が必要な危険生物、植生調査の方法等を分かり易く解

説いただいた。自然にはいろいろな不思議がある。里

山は身近で手軽にその不思議に触れることができる、

人と自然が融合した魅力溢れるフィールドだ。講師の

里山に対するそんな思いが伝わってきた。 

第二部は里山ウォッチングの実際として、秦野盆地

の成り立ち、水の流れ、人間の営みとしての農業との

関わり等を中心に解説いただいた。中でも秦野盆地を

流れる３つの川（金目川、水無川、室川 ）の特徴と

そこから推測される秦野盆地の地下水脈の構造につい

ての話に参加者は興味をそそられたようだった。 

今回は背後に丹沢山塊や大山を有することで私もよ

く行く秦野について興味深いことをいろいろ知ること

ができた。特に水の流れと地下水脈の構造等なかなか

聞くことができない貴重な話だった。講師の鈴置さん

には引き続き調査と観察をお願いしたいと思う。 

(中島（典）記) 

 

■四季の森公園「自然を訪ねて～昆虫探索」 

日 時：8月 20日（日）13：00～15：00 曇 

参加者：一般 36名 公園職員 1名  

リ－ダ－：片山 サブリ－ダ－：松井、村山 

スタッフ：福田、日比野、久野（午前の下見のみ） 

 

 北口広場に集合、リーダ－から、こまめに水分補給

をすること、スズメバチに遭遇したら、決して払った

りせず動かずにやり過ごすことなどの注意がありまし

た。午前中の下見で観察予定コースからやや離れたと

ころとコースにほど近い所の 2か所でキイロスズメバ

チの巣を確認していたので、ススメバチに関する注意

は念入りでした。 

さて、いよいよグループに分かれての観察開始です。

今回は子供とその同伴者で 1 つのグループをつくり、

全部で 3班としました。私は子供グループについてい

くことにしました。班のリーダーは村山さんです。ま

ず、今聞こえている虫の声です。「何が鳴いてる？」「せ

み―。」「何ゼミ？」「ミンミンゼミ―。」「アブラゼミ

―。」とても元気に答えます。「そうそう。ニイニイゼ

ミも鳴いてるけどわかるかな。」私にはわかりません。

「今日はヒグラシやツクツクボウシも聞こえると思う

よ。もしかするクマゼミも。」セミに関しては、アブ

ラゼミが翅が透明でないことで世界的には珍しいこと、

クマゼミの分布がだんだん広がっていること、配られ

たプリントで抜け殻の識別ができることなどを、折に

触れて学んでいきました。ヒグラシもツクツクボウシ

も鳴き声を聞くことができました。アブラゼミはどう

いうところが世界的に珍しいのでしょう？という問い

かけに、正解を答えたのは就学前かも？と見られる男

の子でした。それ以外でも、この班をリードしたのは

間違いなく 6人の昆虫少年少女、いや昆虫キッズたち

でした。 

 

        観察会の様子 

 

リーダーが「何か見つけたら教えてね。何でも質問

していいよ（私も一度は言ってみたいセリフではあり

ます）。」というとすぐにこれ何ですかと来ました。ど

れどれと見てみるとカタツムリです。「これはミスジ

活動報告 
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マイマイといって殻に 3本の筋があることが多いんだ

よ。ほかの人にも見せてあげてね。」みんなで順番に

観察します。大人は写真を撮ります。何かを見つけて

質問するばかりではありません。「あっ、オオカマキ

リの幼虫、最後の齢の雌だ。」大人がチョウを見つけ

ると「ヒメウラナミジャノメ」と教えてくれる豆博士

もいます。こんな調子で、クサキリの幼虫、カノコガ、

ウスバカゲロウの幼虫、カナヘビ、アオバハゴロモ、

コバネイナゴの幼虫、オンブバッタ、アカスジキンカ

メムシの幼虫、オオヒラタシデムシ・・・と次から次

に観察していきます。ハエトリグモを見つけたところ

で、クモと昆虫の違いの話をしました。足の数につい

てはすんなり通過しましたが、クモの眼が普通 8個で

あるというのは大人も子供も初耳だった人が多かった

ようです。「じゃあ、昆虫は何個でしょう？」これは 2

個から 5個の間で意見が分かれました。リーダーがタ

ブレット PC を取り出して午前中に撮っておいたアシ

ナガバチの写真を見せ、大きな 2つの眼の他に小さな

3 つの眼があることを示し、正解が 5 個であることが

わかりました。大きな複眼で物の動きを、小さな単眼

で明暗を感知していることを学びました。クモについ

ては、三重になっているジョロウグモの網、卵のうを

携えたイオウイロハシリグモ、子が集まっているまど

いも観察しました。他にもコウガイビル、バッタの耳、

コナラの樹液に集まるルリタテハやクロカナブン、食

事中のシオヤアブ等々を観察しました。樹液が出てい

るコナラはキイロスズメバチの巣に近く、何度か「動

かないで！」の指示がありました。 

今日の子供たちの発見の中で大人たちが一番喜んだ

のが、エノキの葉にいたゴマダラチョウの幼虫でした。

「ゴマダラチョウの幼虫だ！」という子供の声でリー

ダーが確認に行きます。間違いないようです。外来種

のアカホシゴマダラではありません。大人たちはその

特異な形態をカメラに収めていました。 

そうこうしていると、コースを我々とは反対まわり

に 4分の 3ほど歩き終えた大人グループが近づいてき

ました。とても充実した観察を続けてきた私達はまだ

４分の１ほどまわっただけでしたが、ショートカット

して北口への道をとりました。外国では害虫として知

られるマメコガネ、カラスウリの葉を食べるクロウリ

ハムシ、青りんごの匂いがするキバラヘリカメムシ、

アオダイショウなどを少し急ぎ足で観察しました。 

2時30分にはビジターセンターに用意されていた部

屋に入り、3 つの班が集まって観察会を振り返るとと

もに、昆虫と人との関係などについて学びました。 

 

      観察会を振り返った 

          （日比野記） 

 

■四季の森公園 

里山アカデミー「四季守マスター塾第 3回」 

日 時：8月 27日（日）10:00～15:00 

参加者：2名欠席の 10名 

公園から小野澤副所長、品川 

概 要：会議室の空調設備修理が遅れていたが、窓を

開け放ち、扇風機数台を稼働させて塾を開催しました。

開始 15 分程で先々週訪問した敦賀山友会におけるク

ラフト教室と野坂山のブナ林の状況を説明しました。

そのあと、小野澤副所長から今年の暑い夏のせいか、

オオガハス、キツネノカミソリは花の時期を過ぎてし

まったが、開花期と同じ想定でガイドの実技練習をす

ることとしたいと要望が出され、早速、フィールドに

出かけました。 

今回、解説の中で課題となったのは次のとおりです。

①ヘクゾカズラでは、集散花序はどんなようになるか？、

今でも薬として使われているか？ ②カラスウリのタ

ネを数えたら 39 個あったが、少ないのではないか？ 

③カラスウリの食痕では丸く切り抜くのはクロウリハ

ムシである。 ④フジカンゾウでは時に図鑑に記載が

ないことがあるようだ。 ⑤ゲンノショウコの代用で

キンミズヒキの止血作用が使われた。今回の課題植物

は、ミソハギ、ガガイモ、カラスウリ、キンミズヒキ、

ユウガギク、フジカンゾウ、ヌスビトハギ、キツネノ

カミソリ、ナンバンギセル、ダイコンソウ、ヤマホト

トギス、ツリガネニンジン、ヤブタバコ、オオガハス、
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ヘクソカズラです。この他、課題植物以外にヌルデ、

ヌルデミミフシ、ツユクサ、アブラゼミなども解説を

行いました。次回は花序については、もう一度おさら

いが必要と感じました。暑い中、ご参加ありがとうご

ざいます。               （品川記） 

 

 

ガガイモの解説実技中 

 

 

座学の様子 

 

■鎌倉風致保存会 

〇みどりのボランティア 

日 時：8月 2日（水） 曇 

場 所：内藤家墓地 

参加者：67名（JFIK3名 黒川、松尾、広瀬） 

第一中学の運動部 55 名が参加。蒸し暑い中、手鎌

とハサミで墓石の周りの草刈です。ツタの蔓があちこ

ちから伸び根本を探すのに苦労します。広い墓地です

がさすが運動部の子供たち、片端から刈り取り、大き

な草玉を力を合わせて隅に積み上げ、見違える様に綺

麗にしてくれました。 

日 時：8月 5日（土） 晴         

場 所：泣き塔 

参加者：18名（JFIK3 名 黒川、松尾、広瀬） 

今日も暑い日、周りが日陰の少ない草原で気温が急

上昇！近所の方も 3、4 人参加して汗だくの草刈。大

きいヤナギハナガサが一杯花を付けて綺麗ですが全部

刈り取りました。タケも間引き、ササも刈って風通し

も良くなりました。 

日 時：8月 19日（土） 曇 

場 所：十二所果樹園 

参加者：20名（JFIK2 名 黒川、松尾） 

今日も蒸し暑い一日、9 月の“家族で栗拾い”の準

備です。落ちたクリが良く見える様にしっかり草を刈

らねばなりません。さらに小さい子供も大勢来ますの

で危険な枝や石も取り除きます。もう 1日準備が必要

の様です。 

日 時：8月 26日（土）曇時々晴 

場 所：御谷山林 

参加者：19名（JFIK3 名 黒川、松尾、広瀬） 

 この所少し涼しい日もありますが、今日は暑い日で

先月は雨で活動ができなかったため、猛烈な草草です。 

 今日は連絡の行き違いでゴールドマン・サックスの

皆さんが来られなくなりました。急遽予定を変更し、

3 か所ある広い草原の中で通行の皆さんの為にフェン

ス際の除草を重点的に取り組みました。いつの間にか

オオハンゴンソウが大分増えて来ました。外来種は強

いです。 

日 時：8月 30日（水）曇時々晴 

場 所：浄光明寺 

参加者：13名（JFIK2 名 松尾、広瀬） 

 今日は珍しく若い女性が 4名も来てくれました。オ

ジサン達も張り切っている様子！丁寧に教えています。

秋の公開日に備え奥の覚賢塔までの路の両側を刈りま

した。大きい 5輪塔に皆さんびっくり！鎌倉テレビの

取材もあり暑い中皆さん頑張って作業を終えました。

もうムクロジの実が落ちていました。 

 

〇その他のイベント 

8月 10日（木）覚園寺、黒地蔵盆 

午前 0時前には門の下まで信者の長い列、静かな森

に読経の声が響くと黄色い衣の僧たちが姿を現し奥に
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進みます。待ちかねた信者が後に続き法会が始まりま

した。提灯やぼんぼりに浮かぶお堂や仏像、木々の佇

まいは幻想的です。 

 地蔵堂はじめ各お堂ではお昼 12 時まで読経が続き

ます。お参りの人たちは 2時頃から明け方まで少なく

なりますが明るくなると又賑やかになります。古くか

ら伝わるお盆の行事です。       （広瀬記） 

 

■湘南の森 

8月１回目 

日 時：8月 4日（金）10:00～15:00  晴 

参加者：14名、うち JFIK会員 3名（佐藤(憲)、田中(文)、

吉井） 

活動内容： 

アシボソ、チヂミザサ、アメリカセンダングサなど

夏草の生育が旺盛で、植栽木の保護や、ヤブランなど

の花が見やすいように刈り取りや蔓切りを行った。エ

ノキには蝶の幼虫が多く、県内の蝶の会の方が写真を

撮っていた。 

 

 

8月 2回目 

日 時：8月 26日（土）10:00～14:20 晴 

参加者：11名、うち JFIK会員 1名（吉井） 

活動内容： 

猛暑に負けず湘南の森の夏草は生育旺盛で、ヤブラ

ン、ツリガネニンジンなどを覆ったチヂミザサやアシ

ボソ、アメリカセンダングサ、ワルナスビなどを取り

除いてハイカーの皆さんに見やすくした。 （吉井記） 

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 

■フォレスト 21「さがみの森」 

8月 27日（日）曇 

当日、仙洞寺山の土場では気温が 24℃で、久しぶり

に涼しく感じられた。参加者 14 名は（JFIK は白鳥、

菅原）、間伐、除伐・草刈り、ツル切りなどの班と、

午後からのバーベキューの用意をする班に分かれて作

業を行った。 

私は普段あまり入ることの無い北側斜面地で、ヒノ

キやサクラなどに絡みついたフジやクズなどを取り除

くツル切り班に加わった。急勾配地で日当りも悪くジ

メジメして足元もなかなか定まらない。ヒイラギやサ

ンショウの若木も多く、うっかりしていると刺に触れ

てしまう。直径 5㎝以上のツルもあり、根元から切っ

ても木から外せない。枯れるのを待つより仕方がなさ

そうだ。絡みつかれた木は無残にも跡が残り痛々しい。

森の中では人が手を貸してあげなければツルに絡みつ

かれた木はなすすべもない。植栽されたサクラの木に

「白きょう菌」に侵されたカミキリを見つけた。子の

う菌の一種でカミキリなどの昆虫に取りついて白く固

めて殺し、菌を風によって飛散する。特定の昆虫が大

発生すると地中からあらわれ、自然界のバランスを保

つ作用もあり、近年イネなどの作物に取りつく「害虫」

駆除のためにこれらの菌の研究が進んでいると言われ

ている。林道わきのタマアジサイも可憐な花を咲かせ、

カツラの葉もすでに甘い香りを漂わせていた。 

 白きょう菌に侵されたカミキリ 

 

午後から 8月は暑さのため、一日を通しての作業は

厳しいとのことでバーベキューを行い、美味しい野菜

や肉をたらふく頂いた。初めての試みだったが評判が

良く、今後夏の定番として組み入れるとのことだった。 

http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
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      午後はバーベキュー 

（菅原記） 

 

■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：8月5日（土）10:00～14:30 

参加者：29名（JFIK14名、一般7名、横浜メダカの会6

名、総会招待者2名） 

作業内容：第1回総会を開催した（10:00～11:00）。そ

の後は、久右衛門邸の池周辺の除草作業と新しい作業

道の設置の調査を実施。 

 

        総会の様子 

 

 稲が実ってきた 

 

         除草作業 

 

作業2回目 

日 時：8月21日（月）10:00～15:00 

参加者：15名（JFIK11名、地元4名） 

作業内容：久右衛門邸横の竹林の花の調査と新しい 

作業道の作設。午後は今後保全活動をする場所のフォ

ローアップ研修会・作業方針のまとめ 

 

      モウソウチクの花を確認 

 

 

     フォローアップ研修会の様子 

                   （福田記） 
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私の森林遍歴 

            18 期 杉山 正夫 

 一昨年の 4月、茨城県牛久市から横浜市に引っ越し

てきました杉山です。森林との関わりを紹介します。 

森林インストラクターになるまで 

製紙会社に定年まで勤め、主として紙生産部門を担   

当していました。紙の主原料は木材。昭和 30 年代は   

国内の林木が主でしたが、国内資源の保護やコストの

ため、北米等からの針葉樹、南米等でのユーカリ植林 

材等、現在では 7割が輸入材です。 

定年後森林育成に関わりたく茨城森林クラブに入会、

森林手入れのボランティア活動をしました。チェンソ

ー、刈払機、普通救命等の講習も受けました。その時

期、とある雑誌にセカンドライフとして森林インスト

ラクターの資格を取得、活躍されている元 NHKナウン

サー三沢啓人さんの記事を見、私も受験を思い立まし

た。資格を取得し 19 年森林インストラクター茨城に

入会しました。 

 

         筑波山 

 

茨城会での活動 

茨城会は会員数 30 数名の会です。茨城県は森林面

積率 31％で大阪府に次いで低い県ですが、自然には恵

まれ、筑波山、八溝山などでの自然観察会、野鳥観察、

公園での子供樹木博士指導、北部林業地での林業研修

など月 1～3回の活動に極力参加、研鑽しました。 

その後、事務局長、会長職を任される中、先輩諸氏

や、仲間とともに、「シダ」「コケ」「雑草」などの観

察会、小学校の校庭での学校林教育、森の木探検、街

の木探索など幅広く進め、年 2回の会報作成も担当し

ました。近県合同観察会も計画、福島、神奈川、栃木、

宮城会の方々と日光や福島で一泊の観察会を実施し、

神奈川会から高見さん、菅原さん、白鳥さんの参加を

頂きました。 

全国会に参加して 

茨城会の元会長から全国会の理事の仕事を引き継ぎ、

全国会が（一般社団法人）日本森林インストラクター

協会に変更した前後 5年ほど、北海道から九州の理事

の方々と、各地での活動、森林インストラクターの知

名度アップ等を議論しました。また全国会の研修会に

参加し、白神山地、尾瀬も訪れ、多くの参加者と交流

ができました。特に江の島・鎌倉では神奈川会の皆様

にお世話になりました。全国会研修会は今後も年 1～2 

回開催されます。参加してみてはいかがですか。                        

神奈川での現在 

30年住み慣れた茨城を離れて早 2年経ちました。神

奈川会では、「神奈川の身近な自然を訪ねて」にサブ

リーダーとして極力参加し、神奈川に親しんでいます。

名瀬谷戸の会に参加、月 1～2 回活動しています。茨

城の一軒家では庭の雑草、樹木も楽しみでしたが、今

のマンション住まいでは、家の近くにある俣野別邸庭

園の散歩を続けて樹木、草花の変化を五感で楽しんで

います。茨城で見ていた筑波山に代わって富士山を真

正面に眺めることができます。 

また自然との関わりとは違いますが、戸塚で家内と

一緒に社交ダンスを習い始め、人との触れ合いも進め

ています。いろいろ述べましたが、神奈川の皆様と一

緒になれ、転居してよかったと思います。これからも

よろしくお願いします。 

 

マンションからの富士山    俣野別邸庭園     

 

 

※次号（10月号）のリレーエッセイ執筆は、 

21期の田口愛子さんの予定です。 

 

リレーエッセイ 
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花の果て、草木の果て 命をつなぐ植物たち 

田中徹著 

淡交社、平成 29年本体 1,500円＋税 

 

この季節にはぴったりの何とも静かな植物図鑑であ

る。以前、秋の観察会でご一緒した Nさんからこんな

図鑑が欲しかったのよと叫び声が聞こえて来そうで、

私もその意見に思わず同意してしまうに違いない。 

そのものずばり「成れの果て図鑑」である。常緑樹

でも毎日顔を合わせていれば、微妙な変化に気付くこ

とがあるが、ましてスミレを鉢植えに閉じ込めて食卓

テーブルに置いて観察をしてみると、その変化はダイ

ナミックなものがある。例えばカシワバハグマの総苞

のうろこ模様の美しさ、あるいはヤブタバコの頭花の

うつむいて咲くいじらしさ、さらにはユリノキの集合

果を二度目の花として愛でる優しさ、それぞれにみる

者の思い入れをはっきりと語ってくれる。これほどの

成れの果てとの巡り合いを幸運と思うのは、私だけで

あろうか？大切な蔵書がまた一つ増えた。（獺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月間ブックレビュー 
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会員異動 

＜8月度の会員異動＞ 

8月 31日現在会員数 157名 
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食欲の秋がやってきましたね。 

大好きな梨を食べるのが楽しみで

す！ (松山) 

8 月は雨が多かったですね。東京で

は 21 日間連続で降りました。ヒマワ

リやレンゲショウマを見に行ったり

したのですが、太陽の光とのコラボ

は見れませんでした。 (福田) 

編集後記 

ニラ (2016.9.1新治市民の森) 

アマガエル (2016.9.16 小出川) ヒガンバナ (2016.9.27小出川) 
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11

6 7 立冬 8 9 10 11 12

月

四季の森公園）特定植物-キク

名瀬谷戸の会
鎌倉）東勝寺跡

四季の森公園）下見

鎌倉）御谷山林
鎌倉）お話サロン

月 火 水 木 金 土 日

四季の森公園）身近なクモ
北相模・嵐山）定例作業

名瀬谷戸の会 自然を訪ねて（1/2）
湘南の森）定例作業

さがみの森）定例作業

2ヶ月 予 定 表　 2017年9月11日～11月12日
日火 水 木

山こい倶楽部）富士山宝永
火山

室内勉強会
自然を訪ねて）下見

ヤビツの森）定例作業
鎌倉）建長寺回春院

自然を学ぼう）森のキノコ 湘南の森）定例作業 さがみの森）定例作業

土月 金

自然を訪ねて（2/2） 月例会

北相模・嵐山）定例作業

名瀬谷戸の会 室内勉強会 ジュニア・フォレスター）戸川公園
ヤビツの森）定例作業
鎌倉）北条氏常盤亭跡

四季の森公園）冬支度の草木
さがみの森）定例作業

土 日

月例会 湘南の森）定例作業
鎌倉）光則寺

四季の森公園）特定植物-ド
ングリ

名瀬谷戸の会
鎌倉）十二所果樹園

四季の森公園）四季守マスター塾

月 火 水 木 金

四季の森公園）野草ガイド

自然を学ぼう）木の実・草の
実

湘南の森）定例作業 さがみの森）定例作業
鎌倉）御谷山林


