
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ジュニア・フォレスター教室 2017第 3 回「森で遊ぼう」（撮影者 松田三一春） 

 

 

 

■10 月は雨が多く中止が多かった 

天候が不順で多くの行事が中止になりました。秋晴

れの元、いろいろと実行されるはずでした。ところが、

雨天続きで台風も 2回ほど通り次のような大きな影響

がありました。 

(1) 観察会など 

・神奈川の身近な自然を訪ねて 

 2回開催の予定で 90人程の参加予定でしたが、2回

ともできませんでした。 

・四季の森公園 

 9月から延期になった「身近なクモ」は実施しまし

た。「冬支度の草木」は、本番のためにスタッフは集

合しましたが、大雨警報が出るほどの雨で中止でした。 

(2) 保全作業 

・ヤビツの森 

 1回目（10/3）は実施しました。報告をご覧くださ

い。2回目（10/21）は中止でした。 

・湘南の森 

 2回とも中止となりました。 

・名瀬谷戸の会 

 1回目（10/7）は、迷ったのですが回復しそうとの

判断で実行しました。2回目（10/16）は、中止。 

・鎌倉 みどりのボランティア 

 3回も中止で、記憶にないことだったそうです。 

(3) 環境教育  

 会報には報告していませんが、小学校の環境教育を

3校予定のうち、2校は延期で実行は 1校だけでした。 

※以上から、会報の報告も少なくなりました。 

目 次 

１P  Ｔｏｐｉｃｓ 

２P  活動予定 

４Ｐ  活動報告 

１１Ｐ リレーエッセイ 

１２Ｐ 月刊ブックレビュー 

１２Ｐ 森のエピソード 

１３P 掲示板 

１３P 編集後記 

巻末 2 ヵ月予定表 

 

Ｔｏｐｉｃｓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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「鎌倉長谷周辺の 

歴史を訪ね、秋の海に思い馳せる」 

 

＜本番＞ 

日 時：11月 22日（水）・25 日（土） 

集 合：江ノ島電鉄 長谷駅改札口 9:10 

（※改札口は一箇所 詳細は別途連絡） 

 

今回は田中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。 

 是非、本番にはご家族やご友人をお誘い下さい。   

 なお、10月に予定していました「秋風の横浜大倉山

から歴史を秘めた丘陵と谷戸を巡る」は、雨天のため、

両日とも中止としました。 

 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 

「神奈川県の鉄道の蘊蓄
うんちく

と線路沿いの生態」 

  研修部会から 11月の室内勉強会のお知らせです。 

日 時：11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：片山篤史（22期） 

参加費：500円 

概 要：日本初の鉄道開業は新橋(汐留)～桜木町(赤

レンガ倉庫付近)とされ、また神奈川県の各地にはそ

れぞれの JR、私鉄、民鉄各線にそれぞれの歴史、地域

文化(名産、駅弁など)や様々な歴史があります。 

また、鉄道敷地内を好む動植物がいること、ご存知

ですか？鉄道会社も頭を抱えるその生態など、新しい

分野の鉄道マニアのススメを森林インストラクターの

目線で提案します。 

第一部『神奈川県は鉄道の初めてやトリビアが？！～

日本の鉄道発祥の地のひとつ神奈川県』 

第二部『鉄道敷地内を好む動植物』 

 

※資料準備のため、事前申込みをお願いします。 

申し込み先：吉原秀敏 

メール：h.yoshi.green@lake.ocn.ne.jp 

電 話：090-2636-1381         （吉原記） 

 

■野外研修会「越冬昆虫研修」 

日 時：12月 6日（水）・12月 11日（月） 

定 員：各回 5名 

場 所：忠生公園（町田市） 

集 合：10:00 忠生公園自然観察センター入口 

講 師：池田倫子 

概 要：園内にあるエノキの根元で、どのチョウがど

のくらい越冬しているか調査します。ほかに、越冬し

ている昆虫を探しながら、いろんな越冬形態や生態を

さぐっていきます。調査も兼ねて、一般入園者が入れ

ないエリアをご案内します。 

昨年同様、業務の支援がメインとなりますので、参

加費はいただきません。 

雨天中止（雨天が予想される場合、前日 MLに流し

ます）14時頃解散予定。 

 

※忠生公園への行き方 

町田バスセンターから、小山田桜台行き、または下山

活動予定 
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崎行きバスで「忠生公園前」下車。または、同センタ

ーから図師経由野津田車庫行き、小山田行き、淵野辺

駅行き、橋本駅行きバスで「忠生公園入口」下車、徒

歩 2分。 

平日なので町田市民バス「まちっこ」（相原ルート）

が利用できます。 

お車の場合、平日なので駐車場は無料です。 

 

申し込みは前日までに池田倫子まで 

（申し込みの際、当日連絡の取れる携帯番号をお知ら

せください） 

電 話：080-6511-1503 

メール：kusu1@pop12.odn.ne.jp 

 

■山こい倶楽部第37回「ユーシン渓谷」 

11月の山こいは丹沢の秘境、ユーシンに入る計画で

す。雨山峠を超えて、玄倉川へ下り、玄倉へ抜けます。

ユーシンとは、大正時代の森林管理小屋の番人だった

小宮兵太郎氏が「谷深くして水勢勇まし」という意味

から「湧津（ゆうしん）」と名付けたとも言われてい

ます。 

ユーシンブルーに輝く渓流、川床に露出した白いト

ーナル岩、緑の中に赤く燃える紅葉と、今回は様々な

色を楽しむコースです。 

リーダーは辻さん、サブリーダーは久保さんです。 

期 日：11月23日（木）勤労感謝の日 

 ＊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：小田急線新松田駅改札口前 

集合時間：7:45（7:55の寄行きに乗ります） 

コース：新松田駅→寄→雨山峠（昼食）→雨山沢出合

い→玄倉林道→玄倉→新松田駅 

歩行時間：6時間30分 

歩行難易度：寄～雨山峠～雨山沢出会いまでのコース

については、下見をした結果歩行が厳しい場合、玄倉

からユーシンロッジまでの往復にしたいと思います。 

その場合はすべて林道歩きになります。（登り650m、

下り600m） 

持ち物：弁当、水、雨具、ヘッドライト（明かりの無

いトンネルを通ります。）、 

その他秋山登山（防寒具など）に必要な持ち物 

※申し込みは11月20日（月）までに久保さんまでお願

いします。 

メール:nrk40054oio@docomo.ne.jp 

電 話：090-5311-1281         （松井記） 

 

★■鎌倉風致保存会 

○みどりのボランティア 

11月 4日（土）十二所果樹園 

11月 11日（土）御谷山林 

11月 18日（土）御谷山林 

12月 9日（土）朝夷奈切通し 

12月 16日（土）十二所果樹園 

○覚園寺 

 11月 9日（木）、11月 30日（木） 

○その他のイベント 

 11月 11日（土）緑と歴史探訪 

 11月 23日（木、祝）里山フェスティバル、御谷山 

 林 

 11月 25日（土）お話しサロン 

 12月 2日（土）クリスマスリース教室、きらら 

 12月 16日（土）お話しサロン 

 12月 17日（日）鎌倉風致保存会ナショナルトラス

トコンサート      （廣瀬記） 

 

■ヤビツの森 

日 時：11月 18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。 

参加ご希望の方は吉井宛メールでお知らせください。 

メール：yoshiit@green.ocn.ne.jp 

ヤビツの森は、来年 3月末で土地所有者と県との契

約が満了し、これに伴い、ここでの作業は今回で終わ

る見通しです。            （吉井記） 

 

★■湘南の森 

日 時：11月 10日（金）、25日（土） 

集 合：平塚市湘南平の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 

湘南の森の活動報告、予定や写真は次のホームページ

mailto:kusu1@pop12.odn.ne.jp
file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.116/nrk40054oio@docomo.ne.jp
mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
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をご覧ください。 

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

 

活動日は原則として毎月第 2金曜日と第 4土曜日で

す。今年 12 月の活動日は第 2 金曜日 8 日は通例どお

りですが、第 4 土曜日ではなくて第 3 土曜日 16 日に

変更します。             （吉井記） 

 

★■フォレスト21「さがみの森」 

11月 11日（土）、26日（日）定例作業 

12月 9日（土）、24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  

11月 4日（土）、20日（月）10:00～14:30  

12月 2日（土）、18日（月）10:00～14:30 

集合場所：久右衛門邸      （田中（真）記） 

 

 

 

■かながわジュニア・フォレスター教室 2017 

 第 3回｢森で遊ぼう｣ 

日 時：10月 21日(土) 8：30～16：00 

場 所：県立秦野戸川公園園路及びバーベキュー場 

参加者：一般 23名、JFIKスタッフ 14名(石川、大塚、

角田、片山、椎野、品川、鈴置、中澤、西岡、久野、

福田、松田、村山、村山(栄) )、公益法人かながわト

ラストみどり財団 2名、看護師：1名 

終日小雨という予報で開催が危ぶまれましたが、活

動の大部分が屋根付きバーベキュー場ということもあ

り、実施することとしました。7時 45分渋沢駅スタッ

フ集合、戸川公園に移動しミーティング後 8 時 30 分

より受付開始。さすがに雨のためキャンセルが多く、

予定の約半分の 23 名の参加者となり 5 班に分けるこ

とにしました。 

 小雨の中、大きなケヤキの下で開会式。かながわト

ラストみどり財団の挨拶のあとスケジュール等の紹介、

安全については特に最近大量に発生しているヒルに注

意するように説明をしました。 

 

          開会式 

 

最初はパークセンター前からバーベキュー場までの

園路を辿りつつ、ビンゴゲームを兼ねた植物と石の観

察です。紅葉の始まった木々を眺めながら、各リーダ

ー等の丁寧な説明に参加者は興味を深めているようで

した。ビンゴゲームは分かりやすい設定でほとんどの

参加者が完成していました。 

バーベキュー場に着いてネイチャークラフトの開始、

最初は「ぶんぶんゴマ」です。これは幅 2cm、長さ 10cm

のモウソウチクの竹片に穴を空けタコ糸を通すだけで

すが、錐を初めて使う子供たちにはナカナカの難作業。

そこは保護者も手伝って何とか貫通、あとは糸を通し

て上手に回していました。 

次はシノダケの「パンフルート」、長さの異なるシ

ノダケに小豆大の白い合成（ブチル）ゴムを押し込ん

で栓を作り、吹き口から息を吹き込んで音を出すもの。

タケの長さで音階が変わります。ゴムで栓を作ること

が少し難しいようでしたが、皆少なくとも一本は完成

して鳴らしていました。吹き方に要領があります。中

には数本のフルートに挑戦する子も。 

ネイチャークラフトでお腹のすいたところで「ネジ

ネジパン作り」に入ります。小麦粉を練って粘土細工

活動報告 

http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp


JFIK会報 2017年 11月号 

- 5 - 

 

のヘビを作り、シノダケの先端に巻き付け炭火で焼く

だけの手軽なもの。パンを焼きながら周りにサツマイ

モ、餅を置きます。パンがすべて出来上がる頃にはこ

の二つも焼き上がります。初めてという子供たちが多

く、自分で練って焼き上げたパンをソーセージと一緒

に美味しそうに食べていました。 

大体お腹のいっぱいになったところで今回の最大の

イベント「バームクーヘン作り」。まずホットケーキ

ミックス、牛乳、卵、砂糖を大きなボールに入れよく

混ぜ生地を作ります。次に節を抜いた直径約 10cm 長

さ 1.5m 程の青竹を炭火であぶり、油分や汚れをふき

取ります。青竹の両端を 2 人で持ち、中央 30cm 程の

幅にお玉で生地を塗りゆっくり回しながら炭火で焼き

ます。子供たちは生地を作る係、お玉で生地を塗る係、

青竹を回し焼き上げる係と分かれて役目を果たします。

キツネ色の焦げ目の着いたところでまた生地を塗りま

す。これを繰り返すこと 15回以上、1時間と一寸掛か

りました。さすがに終盤には飽きてシノダケでチャン

バラを始める子も。出来たバームクーヘンは直径 20cm

超えの大きなもの。15以上の年輪がハッキリ見えます。                                                          

パン、焼き芋等で満腹ながらケーキは別腹らしく、参

加者は市販のものとは一味違うバームクーヘンを堪能

したようです。全部は食べきれず家族へのお土産にし

た子もいました。 

 この後全員やや広い建屋に移り閉会式を実施。かな

がわトラストみどり財団から修了書及び皆勤賞(全 3

回の教室にすべて参加)の授与後、各チーム代表によ

る感想の発表を行いました。感想は「ぶんぶんゴマ」

とはじめての「バウムクーヘン作り」が楽しかったと

いうものが多く、アンケートもほぼ同じような声が多

くありました。 

 最後に全員を引率し、台風の影響でやや雨脚の強く

なったバーベキュー場を後にパークセンターに向かい、

そこで解散としました。        (松田記) 

 

       最後に、集合写真 

■室内勉強会「地球温暖化 どう向き合う」 

日 時：10月 20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：坂間 至朗（28期） 

参加者：石川、梶浦、河口、河野、中澤、西岡、 

久野、日比野、𠮷原 

概 要 

 坂間さんは「地球温暖化防止コミュニケーター」と

して環境省に登録され、情報を人から人へ直接伝える

役を担っていらっしゃいます。 

 この日は映像を交えて、次の流れで話が進みました。 

第 1章  地球温暖化はなぜ起こっているか 

  原因の 95%が人間の活動によるもので、特に産業革

命以降の 132年間で世界の気温は 0.85℃上昇した。 

第２章 地球温暖化が進むと？ 

 海水の温度は上がり、氷が溶けて海面が上昇する。

標高の低い地域は海面下に沈む。今後何も手を打たな

ければ気温は 21世紀末には 2.6℃～4.8℃上昇する。 

第３章 世界はどう動いているの？ 

 パリ協定で、①世界の気温の上昇を産業革命以前比

2.0℃未満に保ち、1.5℃に抑える努力をすること、②

21世紀末までに排出量と吸収量のバランスをとること、

の 2つを目標にしている。 

第４章 私たちは何をすればいいの？ 

 大きく分けて 2 つある。1 つは、熱中症対策を講じ

るなど「備える」こと、もう 1つは森林を利用して炭

素の吸収源を増やしたり、エネルギー供給源を低炭素

にしたりして温室効果ガスの排出を「減らす」こと。 

まとめ 私たちは、世界各国と協力してパリ協定の 2

つの目標を目指し、今世紀後半に温室効果ガス排出量

をゼロに抑えなければならない。そのためには今の私

たちが行動を変え、社会の低炭素化につながる選択

「COOL CHOICE！」が必要なのである。 

 最後の「まとめ」の部分が本日の学習会で講師が伝

えたいことだったと思います。 

 確かに、これまで私たちは地球という資源を使い続

け、安楽な生活を享受してきました。将来世代のため

に何らかの対策を講じて、これ以上地球を痛めないよ

うにしなければなりません。グローバルな問題である

にもかかわらず「○○ファースト」の言葉に見られる

内向き志向が広がる世の中。家庭で日々、低炭素化に

努めていても、世界のあちこちでミサイル発射や山火
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事や PM2.5 などの話を聞くにつけ、家庭部門の 40%排

出削減の目標は道遠く、虚しさも覚えます。けれど、

ここで「COOL CHOICE！」をすることが世界の低炭素

化につながるのだと、講師の目が訴えているようでし

た。                 （河野記） 

 

■四季の森公園「自然を訪ねて～身近なクモ」 

日 時：10月 14日（土）13：00～15：00 

天 候：曇のち雨 

参加者：一般 6名 公園職員 1名  

リ－ダ－：松井 サブリ－ダ－：日比野 

スタッフ：白木 

 

       観察会スタート 

 

 北口ビジターセンター前に集合、リーダ－が配布し

たプリントに沿ってクモについての説明を行いました。

クモと昆虫の共通点と相違点、クイズ形式でクモの特

徴や習性など、擬態、人との関わりなどが話されまし

た。 

今回は参加者が少ないためグループ分けはせず、多

くの眼でクモを見つけようということで、観察を始め

ました。まずは、参加者が見つけた公園事務所とビジ

ターセンターの間のテント状の屋根部分にいたクモた

ちです。アシナガグモが網なしで 2、3 匹、他にジョ

ロウグモが見られました。次に北口付近でジョロウグ

モの網を観察しました。今回のジョロウグモの雌は、

9 月の下見の時と違い、大きさに関わらず全ての個体

が腹部が水色と黄色の成熟した姿になっていました。

居候グモのシロカネイソウロウクモが見られた他、オ

オシロカネグモが網を作っているところも観察できま

した。 

園内に入り、石面上でヒラタグモの住処を観察して、

池に沿って歩き始めました。はす池・あし原湿原一周

に加え、北西斜面をあずまやまで往復するコースです。

コース全体でジョロウグモの雌が多く見られ、網が近

くで観察できる所では、音叉に反応して寄ってくる雌

の様子、網が三重になっていること、雄が複数雌の網

にいる場合は大きい個体が雌の一番そばにいること、

網をよく見ると横糸の間に細い足場糸が見られること

などを観察しました。歩き始めの右側の水路は、9 月

までオオシロカネグモが隙間なく水平網を張っていま

したが、10月に入ってからは激減し、今回は一つも見

られませんでした。池・湿原の周回路ではハエトリグ

モの仲間、ハナグモ、フクログモの仲間を採取し観察

した他、イオウイロハシリグモも見られました。池と

湿原の間の水路に架かる橋の付近では、アシナガグモ、

ナガコガネグモが網をはっているのを観察しました。

あずまやへの道沿いではオニグモの仲間やオナガグモ

などを、あずまやでは、オナガグモとその卵のう、ヒ

ラタグモ、アシダカグモの仲間などを観察しました。

観察終了間際までは降雨もなく、無事終えることがで

きました。 

 

        観察会の様子 

 

寒い中来て下さっただけあって参加者はみな熱心で、

見られたクモの種類としてはやや物足りないながらも、

満足して頂けた観察会だったと思います。今回の観察

会は、本来の実施予定日（9月 17日）が台風により中

止となったため再設定されたものでした。サブリーダ

ーやスタッフの不足という不安を抱きながら当日を迎

えましたが、白木さん、公園職員の方の応援を得て無

事開催、終了することができました。ありがとうござ

いました。             （日比野記） 
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■四季の森公園「自然を訪ねて～冬支度の草木」 

日 時：10月 22日（日）雨 

リーダー：大橋 サブリーダー：小池、日比野 

スタッフ：福田、嶺 

台風の影響により横浜市に大雨警報が発令され、13

時の時点で一般の参加者はありませんでしたので、終

了といたしました。          （大橋記） 

 

雨対策で室内をメインに準備したのですが、残念！ 

 

■四季の森公園「四季守マスター塾第 4回」 

開催日：10月 29日（日）10：00～15：00 

参加者：受講生 8名、小野澤副所長と品川 

概 要： 

台風 22号には、Saola（サオラ―）というベトナム

が用意した名前がついていて、ウシ科の動物で「ベト

ナムレイヨウ」の意味です。動物図鑑でみると茶色で

穏やかなシカのような動物ですが、この名のついた台

風は巨大でした。 

これにめげず台風接近中に第 4回の観察会を開催し

ました。12 名の受講生のうち 4 名が欠席しましたが、

8 名は荒天の中、元気に集まって講座を開催すること

ができました。小野澤副所長と相談し、午後の雨が強

いようであれば、室内で解説のリハーサルを行うこと

で受講生の了解を得ることができました。 

始めに前回の終了間際にヘクソカズラの集散花序が

テキストに載っていないという指摘があったので、早

速別のテキストの「花序について」の詳細を紹介しま

した。雨が断続的に激しく降り続けるため午前の後半

と午後には園内にでないで、課題植物の姿をパワーポ

イントで投影しながら解説リハーサルを行いました。 

 受講生の熱心さに圧倒された一日となりました。当

日取り上げた植物は、次のとおりです。 

ツリフネソウ、ミズヒキ、トネアザミ、マルバフジバ

カマ、イヌタデ、シラヤマギク、シロヨメナ、ミゾソ

バ、シャクチリソバ、アキノウナギツカミ、カシワバ

ハグマ、ツクバトリカブト、ヤクシソウ、ツワブキ 

                   （品川記） 

 

      まずは、室内でスタート 

 

 

    外にでないで解説リハーサルが続いた 

 

■山こい倶楽部第 36回「扇山」 

実施日：10月 9日(月・祝) 体育の日 

コース：鳥沢駅→梨木平→大久保のコル→扇山頂上→

犬目丸→萩ノ丸→安達野→大野貯水池→四方津駅 

参加者：10人 境（リーダー）、久保（サブリーダー）、

田中（文）、山路、松井、吉井、引田、坂間、辻、    

梶浦  

9 時に鳥沢駅に集合しリーダーから扇山が大月市-

秀麗富嶽十二景の 6番山頂であるとの説明を受けまし

た。準備体操をしていよいよ歩き始めましたが、しば

らくの間集落の中を縫うような道でした。道端に、ク
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マに注意することを知らせる看板がありましたが、ま

さかこんな開けたところに出るわけはないと思いまし

た。 

山道に入るまでは、幅の広い歩きやすい道でしたの

で寄り道しながらヤマガラや綺麗な色をしたアケビを

見つけました。アケビは、インストラクターの五感を

強く刺激するオーラを強烈に発散すると見え、やや急

な斜面の上のほうにもかかわらず、数人の元気者が採

取を試みて奮闘すること 10 数分結構な数をゲットし

ました。もちろん、口に入れて甘さを堪能しましたが、

種をブブブッと噴き出すやり方でお里が知れるという

ことが分かりました。 

ふと振り返ると初冠雪に輝くまっ白な富士山が見え

ました。（まっ白と言うのはまっ赤な嘘です、という

のもこの日は、真夏並みの暑さで初冠雪にはまだ早か

ったのです。） 

梨木平を経て杉林に入りかなりの急登のなか、シモ

バシラないしテンニンソウの群落が道の傍らにかなり

の数現れました。なにしろ花が終わってしまっている

のでどちらか判定が付かずああでもないこうでもない

と元気な数人が騒いでいる一方、暑さもあって息も絶

え絶え意識朦朧としているのもいました。そのうちに

数株花をつけているものがあり、めでたくシモバシラ

と同定されました。冬には見事なシモバシラをつけた

シモバシラを見ることができるでしょう。 

稜線に出るとほどなくして山頂に到着です。昼食を

摂り、写真を撮り長い長い下山です。しばらく行くと

径 5～7cm のミズナラの葉をつけた大きな枝がそここ

こに散らばっているのに長老が気付き上のほうを指し

示し「クマ棚（ツキノワグマの食跡）である」とおご

そかに宣言します。なるほど尾瀬の裏燧あたりで見た

ものと同じです。「え、ほんとにクマがいるんだ、こ

んな都会に」驚愕の新事実です。 

 

        扇山山頂 

 

       扇山のクマ棚 

 

安達野直前の落葉が積もった山道で二人がなにやら

怪しげな行動に出ます。しゃがみこんで棒切れで地面

をツンツンしています。それにつられて落葉がガサゴ

ゾ動いています。ヘビがいるのです。ヘビも捕まった

ら嫌なので落葉の下に必死で潜り込んでいるのですが、

逃がしてなるものかと男女二人も必死です。熾烈な戦

いをしり目に先を急ぎました。 

バスの通る道に出てからまだ 1 時間以上歩きます。

バスが通る道なのですが、バスは来ません。本数が極

端に少ないのです。貯水池の脇を通って飲料の自動販

売機に寄り駅を目指します。やや唐突に道路の下のほ

うに線路と四方津駅が見えます。15 時 58 分です。電

車は、16時 02分で、それを逃すと 30分待ちます。八

王子での反省会に使える時間を延ばすために一か八か

走りました。ギリギリみんな間に合って電車に乗り込

むことができました。やればできるもんだとの感慨を

抱いて扇山山行を終えました。     （梶浦記） 
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■鎌倉風致保存会 

〇みどりのボランティア 

今月は 10 月 7日東勝寺跡、10 月 21 日の常磐亭跡、

10 月 28 日の光則寺のいずれも雨で中止。こんな月は

記憶にない、異常な年なのでしょうね！ 

〇覚園寺 

10月 19日（木）曇 

参加者：黒川、椎野、廣瀬、松尾、山路 

 午後から雨の予報ではあったが暫くぶりなので駐車

場と桜植樹地の残した草刈を実施しほぼ終わる。後は

竹藪の整理で今年は終わりそう。  

〇その他のイベント 

10月 14日（土）雨、大仏亭公開 

今日も朝から雨ですが鎌倉高校、市役所の茶道部の

皆さんは準備OK！雨にも拘わらずお客さんは来てくれ

ます。春、秋 1日ずつの公開ですから待っている方も

いるのでしょう。春の約半分ですが 362人の入場者が

有りました。 

9月 30 日（土）お話しサロン 

演 者：品川高儀さん 

演 題：「植物分類学 APGⅢについて 

 9 月のお話しサロンはとてもレベルの高い座学とな

りました。講師の品川さんは新人インストラクターで

はなく、大先輩でインストラクターを指導される立場

の方でした。なんと 4年前「森林内での環境教育」の

講義を頂いた松岡朋仁さんは品川さんの娘さんだった

との事、親子でサロンの講師を務めて頂いた訳です。 

 テーマは「植物分類学 APGⅢについて」でした。リ

ンネ以前の植物学者ボーアン兄弟などの分類体系に始

まり、リンネ、ダーウイン、エングラーと発展し現在

はゲノム解析から実証する分類体系となって居るよう

です。 

 人は対象とする植物を五感で見分け、感じ分けし、

その体験を増やすことで「以前見たあの植物とよく似

ている、同じ仲間の植物では？」と素人分析をはじめ、

図鑑を紐解き、当たっていたらささやかな喜びとなる。

現代の分類はもはや高度な解析機器によってのみなさ

れる。どうでしょうか、何処までも人の五感に頼る「素

人分類図鑑」と併存してはいかがでしょうか。 

（この項、花本記） 

（全体は、廣瀬記） 

 

■ヤビツの森 

日 時：10月 3日（火）10:00～13:00 

天 候：曇/霧 

参加者：湘南の森：相原、田中（善）、仲手川  

JFIK：河野、坂間、椎野、田中（文）、引田、松田、

吉井（合計 10名） 

概 要：苗の周りを下刈りした。シカ穴を補修した。 

内 容： 

① 2013年 3月、2014年 3月に植えた苗の周りの下草

（主としてススキ）を現地の用具小屋にある鎌や

持参した草刈り機などを使って刈り取った。 

 

 

② シカが壊したと思われるネット（シカ穴）を補修

した。 

 

 

③ 雨上がりの為か、多くのヒルが見られた。防虫剤

の足回り・首回りへの散布や見つけたヒルの塩に

よる殺傷等、ヒル対策を小まめに実施しながら作

業した。 

当日は霧があり、安全のため作業を早めに切り上げ、

菜の花台で昼食をとり解散した。   （坂間記） 
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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：10月7日（土）10:00～15:00 

参加者：22名（JFIK9名、一般8名、横浜メダカの会5

名） 

作業内容：4つの班に分かれて作業をスタートした。 

●新しい作業道の作設の続き 

●遊歩道の雑草刈り 

●ゾーン６の除去すべきモウソウチクにマーキング 

●横浜メダカの会は、水生生物の実態調査や水質調査 

 

 

       今回の参加者 

 

 

      作業道を切り開いた 

 

 

         雑草刈り 

 

 

      メダカの成長を見守った 

 

 

      作業道ができてきた 

 

作業2回目（10月16日）は、雨天中止でした。 

（福田記） 
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            21期 伊藤  綾   

JFIKでは小学校の環境教育で活動しています。生ま

れは千葉県千葉市です。家の近くには加曽利貝塚とい

う大きな公園があり（最近、国の特別史跡に指定され

ました）、小さな頃はよく遊びに行っていました。木

登りに手頃なスダジイの木がある森林、まるで線路の

ような石畳の歩道が続く草原、下のほうには川と田ん

ぼが広がっており、自然好きにはまるで楽園のような

ところです。その中でも一番の楽しみは木登りでした。

スダジイの頂端まで登ったり（ここまで登ると掃除の

おじさんにみつかりません）、長く伸びる枝の上を歩

き中程までいったらぶらさがり、びよーんびよーんと

上下に揺れたり、本当に楽しい思い出でした。そのよ

うな経験もあり、生物学や森林生態系、林学などを学

びました。 

 森林インストラクターを目指したのは就職後のこと

です。ありがちですが、あこがれだった環境コンサル

ティングの仕事に就いたものの、携わる業務が自然環

境ではなく、生活環境ばかりで、自分のやる気がなく

なっていきました。せめて、自分のプライベートな時

間だけでも自然環境に関する何かをやりたいと考え、

興味のあった森林インストラクターを受けてみようと

決意しました。その後も樹木医にチャレンジするなど

した結果、会社内でも自然環境や緑化の仕事が増えて

いきました。他のインストラクターの方々にお会いす

るのも魅力的なことでした。その頃は千葉にいたので

すが、インストラクターの方々は大体、上の世代の方々

で、馴染めるか不安でしたが、同期はもちろんのこと、

上下関係なくお付き合いでき、私のプライベートは充

実したものになっていました。 

 大きな転換期としては、長男の出産です。環境コン

サルティングは残業が多く、子育てとの両立が難しい

業界です。長男の妊娠を機に独立することを決め（個

人事業主の一人親分ですが）、横浜に引っ越してきま

した。その後、保育園が決まり、仕事を始めたのをき

っかけに、早速、JFIK にもコンタクトをとりました。

千葉にいたころはよく土日や夜の活動にも参加してい

ましたが、子供がいるとそうはいきません。自分自身、

環境教育に興味を持ち始めていたため、JFIKの環境教

育部、特に小学校への出前講座であれば、仕事の合間

に活動することが可能と考え、田中真次さんの助けも

あり、今に至るまで活動させて頂いております。 

 環境教育は奥が深いです。続けてもう 3年以上にな

りますが、満足することはありません。子供を産むま

ではプログラムはねらいや目的が重要で、達成するこ

とが必要と考えていました。でも今は、子供はとても

多様であり、ねらいや目的、達成度はもっとゆるやか

なものにするべきと考えています。一人一人興味が異

なるし感じ方も違います。自然の教え方や遊び方など、

どのようにすればよいかまだ自分の中で回答はありま

せんが、子供は私が想像するよりも、もっと多様なの

だということを考えながら、日々、邁進しています。 

 

 

 

 

 

※次号（12月号）のリレーエッセイ執筆は、 

20期の伊東健二さんの予定です。 

 

リレーエッセイ 

横浜市の小学校で 

環境教育 

マレーシアサバ州

にて 
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「散歩が楽しくなる樹の手帳」 
 

岩谷美苗著 

 東京書籍 発売 2017年 8月 1,600円（＋税） 

 

 数年前に稲垣栄洋氏が書いた「散歩が楽しくなる草

花手帳」を追いかけるようにこの本が発行された。出

版社が物色をしていたと聞いたが、若い感性の岩谷美

苗さんにかかれば 102種を選定するのは難しいことで

はなかったのではないかと想像させられる。それほど

に筆は軽やかに進んでいく。例えば身近な樹木はこの

ように表現される。「花は小さなコタツをひっくり返

したようなニシキギ」、「虫こぶで吹き出物だらけの葉

っぱがイマイチ垢抜けない器用貧乏のヌルデ」、「めち

ゃせこいと子どもにからかわれても動じないメタセコ

イア」などという表現で図鑑に登場するのである。明

日の観察会にも使えそうな、それだそれだと合点のい

く表現に納得の感嘆符が付くと思う。 

掲載した樹木は 102種、手帳サイズでその分写真が

小さい難点はあるが、ポケットに入れて散歩や旅のお

供に役立つことは保証しよう。やがてこの本が「散歩

が楽しくなる」シリーズとなるかどうか、定かではな

い。（獺） 
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会員異動 

＜10月度の会員異動＞ 

10月 31日現在会員数 155名 

 

新規合格者歓迎会開催予告 

日 時：平成 30年 1月 20日(土) 10:00～17:00予定 

場 所：自然観察会とオリエンテーションは別途 

オリエンテーション終了後、懇親会を予定しています。 

 

第 3回（平成 30年度）通常総会開催通知 

下記の通り通常総会を開催しますので、予定いただ

きますようお願いいたします。 

日 時 平成 30年 2月 17日（土）14:00～17:00 

（開場 13:30) 

場 所 鎌倉市深沢学習センター（きらら深沢）第 1

集会室 （モノレール湘南深沢駅から徒歩 3分） 

会報１月号及びメーリングリストにて議題等詳細を

お知らせします。 
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毎週末の荒天、なかなか外で活動で

きずに参りましたね。久々に近場で

登山をしたら、筋肉痛になりまし

た・・・ (松山) 

10 月は期待していたのだが、秋晴れ

とはいかず、記録的な雨の日が多か

った。白馬方面や裏磐梯に紅葉散策

を狙ったが思うようにいかず。11 月

に、少し挽回したい。 (福田) 

編集後記 

コハウチワカエデ(2016.11.22四季の森公園) 

コウテイダリア(2016.11.16新宿御苑) 



6 7 立冬 8 9 10 11 12

11

13 14 15 16 17 18 19

月

20 21 22 小雪 23 勤労感謝の日 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 満月 5 6 7 大雪 8 9 10

12

11 12 13 14 15 16 17

月

18 19 20 21 22 冬至 23 天皇誕生日 24

25 クリスマス 26 27 28 29 30 31 大晦日

1 1 元旦 2 満月 3 4 5 小寒 6 7 七草

月

三ツ池公園）紅葉観察会下見身近な自然を訪ねて）下見 身近な自然を学ぼう）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

2ヶ月 予 定 表　 2017年11月6日～2018年1月7日
日火 水 木 土月 金

身近な自然を訪ねて（2/2）
湘南の森）定例作業
鎌倉）お話サロン

四季の森公園）四季守マスター塾
さがみの森）定例作業

室内勉強会 ヤビツの森）定例作業
鎌倉）御谷山林

水 木 金 土

北相模・嵐山）定例作業
三ツ池公園）紅葉観察会

名瀬谷戸の会 身近な自然を訪ねて（1/2） 山こい倶楽部）ユーシン渓谷
四季の森公園）特定植物-紅
葉

月例会

日

名瀬谷戸の会

月 火

山こい倶楽部）ほうきざわ荘（1/2）身近な自然を訪ねて）下見 湘南の森）定例作業 ヤビツの森）定例作業
さがみの森）定例作業
鎌倉）朝夷奈切通

四季の森公園）四季守マスター塾
さがみの森）定例作業

山こい倶楽部）ほうきざわ荘
（2/2）

身近な自然を訪ねて（1/2） 身近な自然を学ぼう）野鳥 室内勉強会 身近な自然を訪ねて（2/2）
鎌倉）十二所果樹園、お話サロン
湘南の森）定例作業

名瀬谷戸の会 月例会

月 火 水 木 金 土 日

四季の森公園）野草ガイド名瀬谷戸の会


