
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三ツ池公園「紅葉観察会」（撮影者 菅原啓之） 

 

 

 

■四季の森公園での活動の紹介 

JFIKは四季の森公園でも観察会開催などで活動して

います。公園と連携して次のようなことに参加してい

ます。 

(1) 観察会「自然を訪ねて」 

年 8回の観察会を季節に応じたテーマで開催。どなた

も自由に参加できます。第3日曜日に開催（10月以外）。

JFIK会員の新人の学ぶ場としても活用しています。 

(2）特定植物観察会 

サクラ、スミレ、ユリ、ランなど観察対象を絞った観

察会です。参加は自由。年に 12回ほど開催。 

(3）里山アカデミー「野草ガイド入門講座」 

 

 

自らが野草ガイドを目指す方を対象。室内の学習と野

外での観察を行い体系的な知識を身に着けることを目

標にしています。年 6回の連続講座。 

(4）四季守マスター塾 

フィールドを中心に、自分で調べて伝えることを目的

にしています。年 8回の連続講座。 

(5）ネイチャークラフト教室 

JFIKとしてではないが、会員個人が実施。毎月第 4

土曜日に開催。 

また、JFIKとは別に、NPO法人四季の森里山研究会

が毎月第 2日曜日に観察会を実施しています。 

 皆様の参加をお待ちします。 
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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「陽だまりの

里・境川遊水地公園で初冬の野鳥を楽しむ」 

 

       下飯田遊水地 

 

＜下見＞  

日 時：12月 5日（火）  

集 合：小田急線 湘南台駅改札口 10:00 

（※改札口は一箇所） 

＜本番＞ 

日 時：12月 12日（火）・16 日（土） 

集 合：小田急線 湘南台駅改札口 9:10 

（詳細は別途連絡） 

 

今回は松井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。   

 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「『アルチンボルトの抽象偶像画』に描

かれた植物の世界」 

  研修部会から 12月の室内勉強会のお知らせです。 

日 時：12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：久野正樹(25 期) 

参加費：500円 

概要：今夏、西洋美術館で「アルチンボルト展」が開

催されました。16世紀、西洋の宮廷画家が描いた、多

数の植物が組み合わさった頭像画群です。新大陸発見

により、欧州の花卉・ガーデニング・野菜・果物の世

界が一気に広がった時代です。絵画の意味合い、時代

背景、個々の植物の解説などを行います。 

絵画という JFIKの日常活動とは異色の内容とは思

いますが、自然と人間との関係など、絵画を通じて、

日欧文化を比較してみるのもいかがでしょう。尚、本

内容は神奈川シニア自然大学校専科で、講座発表した

ものをベースとしております。  

 

※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） 

 

■山こい倶楽部第38回「大野山」 

12月の山こいは丹沢の「大野山」です。2015年の11

月に計画しましたが、雨のため中止となった山です。

山頂は大野山乳牛育成牧場が広がり、素晴らしい展望

が開かれます。（関東の富士見100景） 

また、下山後は山北町健康福祉センターの「さくら

の湯」にゆっくり浸かる予定です。 

期 日：12月10日（日） 

集合場所：JR御殿場線谷峨駅 

集合時間：9:05（松田駅8:47御殿場行きに乗ると谷峨

駅に9:01着） 

コース：JR谷峨駅→嵐地区→頼朝サクラ→大野山山頂

723m→共和小学校→大野山入口→樋口橋→JR山北駅  

歩行時間：4時間30分） 

歩行難易度：初級ハイキングコース（高低差613m） 

持ち物：弁当、水、雨具、その他秋山登山（防寒具な

ど）に必要な持ち物。 

さくらの湯400円（2時間） 

活動予定 
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 （北海道長万部の名湯二股ラジウム温泉の石灰華原

石を100%使用した、炭酸カルシウム人工温泉） 

 

担 当：リーダー松井 サブリーダー久保 

※申し込みは12月7日（木）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 

12 月 9日（土）朝夷奈切通し 

12 月 16日（土）十二所果樹園 

 1月 13日（土）十二所果樹園 

 1月 20日（土）大仏切り通し 

 1月 27日（土）東勝寺跡 

○覚園寺 

 12月 14日（木） 

○その他のイベント 

 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 

  演者：大倉秀雄さん、 

  演題：「金メダリストに贈る花言葉～最強のメダ

リストは誰？」 

 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 

 1月 27日（土）お話しサロン      （廣瀬記） 

 

■ヤビツの森 

日 時：12月 9日（土）10：00～15：00 

作業概要：下草刈り、作業通路の整備など 

参加ご希望の方は吉井宛メールでお知らせください。 

  <yoshiit@green.ocn.ne.jp>    （吉井記） 

 

★■湘南の森 

日 時：12月 8日（金）、16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

をご覧ください。 

ＨＰ：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」 

12月 9日（土）、24日（日）定例作業 

1月 13（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（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会長の田中（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  

12月 2日（土）、18日（月）10:00～14:30  

 18日は、「重年さん里山塾」の予定です。 

1月 6日（土）、15日（月）10:00～14:30 

集合場所：久右衛門邸      （田中（真）記） 

 

 

 

■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～ 

日 時：11 月 22 日（水）晴、および 25日（土）晴 

10：00～15：00 

場 所：鎌倉市長谷周辺 

参加者数：90名（11/22日 30 名、11/25日 60 名） 

スタッフ：13名(菅原、田中（真）、吉原、昆野、小池、

山路、広川、久野、坂間、杉山、松田、山口、大橋) 

概要：江ノ電長谷駅に集合、11/22（水）は 4班、11/25

（土）は 5班体制で霊源閣に向け出発しました。 

活動報告 

mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
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霊源閣は、大正期に、山本条太郎氏の別邸として建

築された数寄屋建築です。建築当時の状態がほぼ保た

れており、2016年に国登録有形文化財に指定されまし

た。屋内では、霊源閣の歴史や数寄屋建築について説

明を受け、また、茶室や客間などを案内していただき

ました。表千家に出入りする大工さんが、京から取り

寄せた上質な木材をつかって建築した数寄屋建築で、

関東地震でも倒壊せず、わずかな補修で使用できるよ

うになったそうです。ガラス戸に使われている板ガラ

スはわずかに波打つ昔のガラスが使われています。現

在、このガラスは入手できません。大広間の柱は丸柱、

欄間には桐が彫られ、天井板は浮造りを施し木目を美

しく見せています。また、照明の覆いには、それとな

く鋳造でつくられた小さなバッタがとまっているなど、

至る所に職人の技が施されています。 

庭園では、アカマツ、マテバシイ、スダジイ、カク

レミノ、モミジ、ヤツデ、キリガヤサクラなど多数の

樹木を観察しました。10月の台風により、モミジをは

じめ、葉が傷んだ木々が見られ、海からの強風に晒さ

れたことが推測されました。霊源閣は、標高約 40mの

高台に建てられており、大広間や庭園からは由比ヶ浜

や材木座の海岸を一望することができました。 

 

        霊源閣の紅葉 

 

安齊商店、加賀谷邸、長谷子ども会館（旧諸戸邸）

など、鎌倉市の景観重要建築物に指定されている建築

物を見ながら、長谷の旧市街地を歩き、甘縄神社、そ

して昼食場所でもある鎌倉文学館に向かいました。 

甘縄神明宮は、鎌倉最古の神社ともいわれています。

社殿は階段を 60 段ほどあがる高台にあり、相模湾を

望むことが出来ました。社殿の背後には照葉樹の森が

広がっていました。神社の手前には、故川端康成邸が

あります。 

鎌倉文学館は、昭和 11年旧加賀藩前田家第 16代当

主前田利為氏が建築したもので、相模湾を見下ろすこ

とが出来る高台に位置しており、当時の鎌倉の別荘を

代表する建物の一つです。館内では、川端康成、小林

秀雄、里見弴、大佛次郎など、300 人を超える鎌倉ゆ

かりの文学者が紹介されていました。特別展「リスペ

クト 好き、好き、大好き」が開催されていました。 

展示を見学した後、庭園で昼食。昼食後は、庭園に植

えられた、ニオイシュロラン、カナリーヤシ、スダジ

イやシホウチクなどの観察。さらに、バラ園では、鎌

倉ゆかりの名前が付いた「鎌倉」「静の舞」「流鏑馬」

「星月夜」などのバラや多くの外国産のバラを鑑賞し

ました。 

 

         鎌倉文学館 

 

鎌倉文学館から住宅地を歩き、由比ヶ浜海岸に向か

いました。途中、センダン、ダイオウショウ、イチゴ

ノキなどの植物を観察することができました。 

由比ヶ浜海岸では、ハマユウ、イソギク、ハマヒル

ガオなど海浜植物や海藻を観察しながら海浜公園に向

かいました。 

海浜公園では、ソテツやシャリンバイなどを観察。

その後、坂ノ下の住宅地を抜け、御霊神社前を通り、

江ノ電長谷駅に戻り解散としました。 

二日間とも天気に恵まれ、青空の下、のんびりと鎌

倉の散策することができました。参加者のみなさんに

は、鎌倉の自然や歴史に親しんでいただけたように思

います。               （大橋記） 
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■室内勉強会 

「神奈川県の鉄道の蘊蓄と線路沿いの生態」 

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） 

参加者：中澤、吉原、坂間、廣川、久野、梶浦、神田 

概 要： 

前半は「神奈川を中心に鉄道について」のお話し。 

東海道線開設の経緯、神奈川県の鉄道の現状、廃線

された路線、幻の路線などの解説。さらには広軌、狭

軌などレールの幅、車両につけられている「モハ」「ク

ハ」などの表示、有名なＳＬ「Ｄ５１」の意味など、

鉄道マニアの集まりでもある今回の研修会は、参加者

からの発言も飛び出し蘊蓄披露会となる。 

後半は「線路沿いの生態」のお話し。 

線路沿いの環境は、障害物がない、電車の通過で風

がいつも起こっている、水はけがよいなどの特徴があ

る。そのため、ススキ、ヒメジョオン(一名線路花)、

ヒメムカシヨモギ（いちめい線路草）をはじめとする

風媒花が多い。また、最近電車と動物の接触事故が多

い。イノシシ、シカ、タヌキさらにはツキノワグマも。

カラスによると思われる線路の置石もあるとのこと。

人と動物との生活域の接近がここにも表れている。 

現在、講師が挑んでいるテーマは、鉄分と植生の関

係。例えばセイヨウヒルガオは鉄分が好きなのではな

いか。これが解明できれば鉄道と生態に新たな展開が

ありそうだ。             （神田記） 

 

■四季の森公園「どんぐりの仲間」 

日 時：11月 3日（金・祝）13:00～14:30  晴 

参加者：一般 34名、スタッフ：村山、松田 

 

       手話通訳付きで開講 

暖かく風もなく、絶好の観察会日和でした。参加者

はこども 4 名を含め 34 名が集まりました。最初に室

内にて、どんぐりについて 15 分ほど解説を行いまし

た。その後、大人だけの松田班と、こども連れの家族

を含む村山班に分け、観察会に出発しました。村山班

には手話通訳も同行します。以後村山班のレポートに

なります。 

四季の森で見られるどんぐりの仲間は、シラカシ、

コナラ、クヌギ、マテバシイ、アラカシ。このうちシ

ラカシ、コナラ、クヌギを主に、シラカシの暗い林と、

コナラやクヌギの明るい雑木林の違いを見ながら、そ

れぞれのどんぐりを見分けました。どんぐりの上下、

子葉など中の構造、鱗片状と同心円状の殻斗の見分け、

動物を利用する散布の方法なども学びます。観察を進

めながら、時々復習で、どんぐりを拾って何の木のど

んぐりか質問すると、皆さんだいたい正解してくれま

した。コナラとクヌギの樹皮の見分けも完璧です。こ

どもたちは、根が出始めたどんぐりや、割れて子葉が

見えるどんぐりを見つけてきてくれました。 

どんぐりだけでなくニシキギ、シャクチリソバ、コ

ブシ、シラヤマギク、ミツバウツギ、ミツマタなど秋

の植物や、カワセミ、ウグイス、ジョロウグモ、ナガ

コガネグモなど、様々な自然を観察しました。ノダケ

のカレーの香りや、カツラの甘じょっぱい香りを嗅ぎ、

ザラザラしたムクノキの葉に触り、五感を刺激する観

察会にすることもできました。 

北口に戻ると、松田さんからのどんぐり詰合せのお

土産がありました。参加者の皆さんの笑顔が嬉しい観

察会でした。             （村山記） 

 

      出発点にもどり振り返り 
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■四季の森公園「紅葉観察会」 

日 時：11月 23日（木・祝）13:00～14:30 

参加者：一般 17 名（内子供 2 名、聴覚障がい者も対

象としたが参加者はなし）、 

公園 1名、JFIKスタッフ 2名（品川、福田） 

 午前中は雨が降り続いており参加者が集まるか心配

されたが、昼には雨が上がり上記の参加になった。 

 まず、室内で 20 分程モミジ関連の概要として、ム

クロジ科であること、カエデ属の種類、属名を分類し

た節、紅葉のしくみ、花の形状などを説明した。 

 

       陽が射してきた 

 

 その後、外に出て観察するときには、陽が射してき

て気持ちよく歩いた。観察の対象は公園内にあるカエ

デ属のイロハモミジ、コハウチワカエデ、オオモミジ、

イタヤカエデ、ハナノキの 5 種をメインにしゆったり

とした感じで観察した。その合間には、俳句の季語に

ついて話し、また代表的な短歌などを味わっていただ

いた。ケヤキの葉もきれいで、落葉も沢山落ちていて

種を飛ばす様子も持参した枝で見てもらった。 

 最後に、ハナノキの雌雄別株の木を見てもらい、イ

ロハモミジの種の飛ぶ様子を確認して出発点に戻った。 

                   （福田記） 

 

        観察の様子 

■四季の森公園「里山アカデミー 野草ガイド入門講

座 第 4回」 

日 時：11月 5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 16 名（5 名欠席）、公園から小野澤副

所長、JFIK久野、品川 

概 要：今日は欠席 5名で、受講生 16名が参加した。

午前前半の久野講師が午後も講師として長い授業を受

け持った。 

 

久野講師の解説 

 

昨年の久野講師よりも講義の進め方や質問の誘導な

どは受講生にとても判り易く、理解が進んだという印

象であった。この傾向は作られた資料にもまた実技の

中でもみられ、受講生のアンケートにも「わかりやす

い」と感想が記載されていた。 

 

野外観察実技風景 

 

今回取り上げた植物は、タデ科、トリカブト、ノギ

ク、紅葉の仕組み、木の実・草の実など広範な話題が
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とりあげられ好評いただき、資料ではざっと 70 種ほ

どのタネの比較表を載せて説明したので、これまた好

評であったことはいうまでもない。最後にアンケート

を記入していただき、明年の四季守マスター塾参加者

希望者が 10 名あることが判り、明年のマスター塾も

継続開催の予定である。         （品川記） 

 

■四季の森公園「四季守マスター塾第 5回」 

開催日：11月 26日（日）10：00～15：00 

参加者：受講生 9名（3名欠席）、公園から小野澤副所

長、JFIK品川等 

概 要：10時から講義を開始、前回宿題になっていた

「紅葉のしくみ」について 20 分程度解説を行った。

植物の四大色素では白にも色があることに気が付いて

いただけたようだ。 

そのあと屋外で実物を前にして解説の実践を行った。

園路の最初はトキリマメですっかり実になっているの

が、池の水際に沢山観察された。ガマズミ、ナンキン

ハゼなどと今日のみどころであるカエデの仲間につい

ても解説を行った。午後はコウヤボウキから再開し、

特にカンツバキでは途中から学名の由来などのコメン

トを付けたが、終了後の講評よりも印象が強く残るの

で、今後そうしてほしいというリクエストがあった。

コウテイダリアでは茎の節を残した部分から苗を作る

ことが出来るということを受講生に教えてもらい、次

回はゴンズイのプラスティネーションをお見せするこ

とと、ネオニコチノイドとミツバチの関係をレクチャ

ーすることになった。また、小野澤副所長からボラン

ティアガイド実践の概要説明があった。 

当日、取り上げた植物は次のとおり。トキリマメ、

ガマズミ、ハキダメギク、セイタカアワダチソウ、イ

ロハモミジ、オオモミジ、コハウチワカエデ、イタヤ

カエデ、キバナコスモス、キチジョウソウ、カンツバ

キ、アメリカセンダングサ、ゴンズイ、コウテイダリ

ア、コウヤボウキ。          （品川記） 

 

次は、観察会の様子の写真 2枚です。 

 

 

 

■山こい倶楽部第 37回「ユーシン渓谷」 

実施日：11月 23日(木・祝)  

コース:玄倉⇔小川谷出会⇔境隧道⇔新青崩隧道⇔同

角沢出会⇔雨山橋⇔ユーシンロッジ（玄倉川に沿って

ユーシンロッジまでの往復） 

参加者：10 人 久保(リーダー)、和田（サブリーダー）、

境、山路、松井、中澤夫妻、引田、坂間、角田 

前日までの天気予報では、当日は 2つ玉低気圧の通

過のため、午前中雨、正午から曇りの予報が出ていま

した。当初の計画では寄から雨山峠を超えてユーシン

ロッジ近くの玄倉林道へ出て玄倉に下るコースでした

が、峠付近の登山道があまりしっかり整備されていな

いため、雨天時の登山は危ないのでこのコースは中止。

替わりに雨天でも安全な玄倉川に沿った林道を歩き、

ユーシンロッジまでの往復にコースを変更しました。 

雨天予報のため、参加者は大きく減ると思われまし

たが、１名の体調不良による辞退があっただけで 10

名の参加者が雨の新松田駅に 8時に集合。8時 10分発

の玄倉行きのバスは我々の他は数名の乗客しかいませ
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んでした。9時 10分、玄倉着。湖面にマガモが浮かぶ

丹沢湖周辺は紅葉の真っ盛り。湖畔ではアオサギが餌

を狙っていました。小雨模様のなか歩き始めます。 

 

        丹沢湖の紅葉 

 

植林された針葉樹の緑とイロハモミジ、オオモミジ、

メグスリノキ、イタヤカエデなどのカエデ類を中心と

した赤色や黄色の紅葉が美しいコントラストを織りな

す山々を眺めながら緩い坂道を登り続けます。ところ

どころにリンドウが見られましたがあいにくの天気の

ため花が開いているものはほとんどみられませんでし

たが、イワシャジンが雨に濡れて咲いていました。林

道脇の樹木の下にオオスズメバチの巣を見つけました。

車が通ると震動によって 4、5 匹のハチが巣から出し

てきましたがこちらに向かってくる様子はありません

でした。 

川底のトーナル岩の白色に浮き出るユーシンブルー

を期待していましたが、雨で水が濁っているためか、

日光がないためか残念ながらユーシングレーの状態で

した。 

11 時頃には雨は上がり、青空も見られるようになり

紅葉の色がより鮮明に映ります。山の稜線上の木の上

にワシタカ類が止まっているのを発見。双眼鏡ではよ

くわかりませんでしたが、望遠カメラで撮った写真か

らクマタカと判定されました。途中の新青崩隧道では

トンネルの中で道が曲がっているため暗闇状態となり、

それぞれがヘッドライトで足下を照らしながら進みま

した。 

12 時 25 分。ユーシンロッジに到着。すっかり晴れ

渡り、暖かな陽だまりの中での昼食となりました。日

光に反射して光る 1m〜2m ほどの糸に釣り上げられた

クモのバルーニングがあちらこちらに見られます。モ

ミの木にはヒガラが飛び回っています。 

 

     ユーシンロッジで集合写真 

 

昼食後は同じ道を下山。緩い下りで足が快適に出ま

す。川の水も透き通り、色もブルー近づいてきました。

途中一度休憩をとっただけで一気に丹沢湖まで下りま

した。 

玄倉着 15 時 40 分。 湖面にホシハジロ、キンクロ

ハジロ、カルガモが見られます。歩いた距離は 18km。

万歩計では多くの方が 3万歩を超えたようです。悪天

候の予想の中、拾い物をしたような山こいでした。  

                 （松井記） 

 

■鎌倉風致保存会 

〇みどりのボランティア 

11月 4日（土）十二所果樹園 

参加者：23人(JFIK黒川、廣瀬、松尾) 

 今日は松下 OB の 9 人が来てくれた。この皆さんと

長く手を入れてなかった北園の整備に向かった。昔の

梅園であるがササの密生と灌木の成長でミカンもウメ

も埋もれている。ササ刈りと灌木の除伐を進め何とか

ウメの木を堀り出した。多分次の花の時期には見どこ

ろになるかも！松下 OB の皆さん、とても元気でうら

やましい限りです。 

11月 18日（土）御谷 

参加者：13人（JFIK 黒川、松尾、廣瀬） 

 先週が雨で中止した為 23 日の里山フェスタの準備

が遅れがち。会場と駐車場の草刈を集中して行いほぼ

遅れは取り戻す。10月の雨パターンが続いている様で

里山フェスタが心配！ 
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〇その他のイベント 

11月 23日（木・祝）里山フェスタ、御谷 

 雨の為中止、心配的中！ 

11月 25日（土）お話しサロン 

 演者：鈴木康浩さん 

 演題：巡礼は癒しと楽しみの心 

 聴講者：22人 

 今月は森林インストラクターの鈴木さんに表題のお

話しを頂きました。 

 鈴木さんは学生時代から山岳部に属し 100名山を始

め日本の山は殆ど制覇された様でその体力、気力は正

に体育系とお見受けしました。 

 巡礼についても経験は豊富で四国八十八ヶ所、熊野

古道、西国三十三ヶ所、秩父三十四ヶ所など踏破され、

加えてスペインの「サンティアゴ・デ・コンポステー

ラ」も毎年 200kmづつ 4年を掛けて巡礼されたそうで

す。鈴木さんはスペインの素晴らしさ、それに巡礼の

癒しの効用について語られ、専門家のツアーをお勧め

頂きました。最後に鈴木さんは健康を保つ為の歩き方

について、丹田の鍛え又ナンパ歩きについてご教示を

頂きました。         （この項、花本記） 

（全体は、廣瀬記） 

 

■湘南の森 

1回目 

日 時：11月 10日（金）10:00～15:40 曇 

参加者：井上、臼井、太田、佐藤(憲)、高久、田中（文）、

田中（善）、土屋、仲手川、埴原、山口、山本、吉井、

和田 （下線は JFIK会員） 

活動概要 

2 週続けてきた台風が草地に落としていった枝を片

付けました。ヤブランや芽が出て大きくなったスイセ

ンを覆っているつる草などを取り除きました。実生幼

樹調査地区では成長の様子を調べ、将来残したい木を

選び樹種と高さを記録しました。伐採予定している病

木の予備的な枝おろしを行いました。昨年冬、鎌など

による手刈りと刈払い機による機械刈りによるヤブラ

ン保護の除草を比べたところ、手刈りの方がよさそう

なことがわかりました。 

ジュウガツザクラやトリカブトなどの花が目を楽し

ませてくれます。 

 

2回目 

日 時：11月 25日（土）10:00～15:20 晴 

参加者：井上、小林、小長井、杉山(徹)、高久、高野、

高松、田中（文）、田中（善）、仲手川、吉井、和田 

  （下線は JFIK会員） 

活動概要 

冬が近づき草の勢いが衰えてきましたが、来年も勢

いのあるヤブランが出てくることを期待して、残って

いるヤブランなどを覆うつる草やササを取り除きまし

た。 

この日は好天に恵まれ、イイギリの赤い実が青空に

映えました。湘南の森の紅葉の季節もそろそろ終わり

です。2名の見学者がありました。    （吉井） 

 

■谷本小学校 

日 時：11月 13日（月） 晴 8：50～12：10 

対 象：4年生 2クラス（35名、34名）  

スタッフ：久野、広川、菅原 

テーマ：・模型を作り植物の種子散布の知恵を学ぶ。・

枯れ枝を利用しミニ鉛筆のストラップ作り。 

内容：テレビモニターを利用して、普段動くことので

きない植物の種子散布の工夫について説明し、折り紙

などを利用して種子の模型を作ってもらった。 

① カエデ類やユリノキの種子など翼を作り風を利用

して種子を散布する、「翼果ヘリコプター」。 

② タンポポなど綿毛を付け風で種子を散布する、「く

るくる羽と紙のコップ」。 

③ カタバミなど飛び出す種子、「スライダーリング」。 

④ アルソミトラ・マクロカルパの種子、「グライダー

状の模型」。 

以上をすべて最初から最後まで生徒の皆様に作って

もらった。後半は「ミニ鉛筆作り」、用意したニッケ

イの枯れ枝を鉛筆状にとがらせ 3㎝位でカットし、ヒ

ートンと紐を付けて出来上がり。ナイフを授業で使う

のは初めてとのことだったが、ナイフの背を親指で押

すのも次第に慣れ、スムーズに削れるようになってい

った。教室にニッケイの香りが漂った。最後に皆で校

庭で「種飛ばし」、上手に飛ばせて「オー」という声

が上がっていた。植物の知恵を学んでいただけたよう

だった。給食を一緒にいただき、再会を約束して学校

を後にした。 
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日 時：11月 16日（木） 晴 8：45～11：55 

対 象：6年生 2クラス（35名、34名）  

スタッフ：吉無田、松田、菅原 

テーマ：「谷本の森」の階段、土留め、ロープの架け

替えなどの保全作業。 

内容：6 年生が来年卒業するにあたり、森の中で思い

出作りをしたいとのことで保全活動を行った。①階段

や道の崩れの補修作業。②古くなったロープの架け替

え、坂道の整備。③手作りテーブルの修理、周りの土

留め、階段の補修など。3 班に分け作業を行った。さ

すがに 6年生はノコギリなども上手に使い、杭や板な

どをカットして作業を進めていた。杭などが足りなく

なると皆で相談して竹や古い板などを再利用する様子

も見られた。少ない時間での作業だったが、先生もび

っくりするほど整備され、皆さんも保全することの大

切さを実感していただけたようだった。ケガもなく無

事に終了し、給食を一緒にいただいた。 

 

 

生徒の皆さんが実際に保全活動を行うことに意味が

ある。きっと卒業してからも、自分自身で森に手入れ

をしたことがいい思い出として残るに違いない。今後

も自然と付き合うことの大切さを感じ感性豊かに育っ

てくれることだろう。         （菅原記） 

 

■三ツ池公園「紅葉観察会」 

日 時：11月 19日（日）13：00～14：30 晴 

参加者：一般 14名（内 5歳女児 1人）、公園 2名、ス

タッフ 11名 

 

         開会式 

 

三ツ池公園での初めての観察会を開催しました。初

めてで宣伝もほとんど行っていない状況から、どれだ

けの参加者が集まるか、不安の中での出発となりまし

た。それでも、当日の呼び込みが功を奏し、14名の参

加者があり、まずまずのスタートとなりました。概要

説明の後、久野チーフリーダーのもと、カツラ、ケヤ

キ、ムクノキ、ホウノキ、イチョウ、メタセコイアな

どの樹木観察を行いながら、途中イロハモミジやオオ

モミジ、トウカエデを観賞。サネカズラの赤い実や珍

しいアカネの実、ヒイラギの白い花にも遭遇。展望広

場では、モミジバスズカケノキやユリノキの種を観察

したり飛ばしたりと、童心に戻っての一時を。 

中の池に降りる途中では、赤い実をたわわにつけた

イイギリや太陽を背にし、一際赤く染まったイロハモ

ミジが出迎えてくれました。また、中の池では多くの

キンクロハジロ、ホシハジロ、ユリカモメなどの野鳥

も観察することが出来ました。イタヤカエデやコハウ

チワカエデの他、この時期の貴重な花、フユザクラや

ジュウガツザクラにも。 

下の池周りではヤナギや大エノキ、アツバキミガヨ
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ランの白い花、タチバナモドキのオレンジ色の実を観

察しながらパークセンターへ戻り解散。 

1 時間半ほどの観察会でしたが、親子の方の参加も

あり、多くの樹木や紅葉、様々な草木の実や花、野鳥

までも観察することが出来、充実した時間を過ごせて

いただけたのではないかと思います。 

また、菅原理事長および久野リーダーの周到な事前

準備と、多くの JFIK の会員の参加により、有意義な

観察会となりました。 

最後に参加者の方から「ぜひ今後も続けてほしい」

という、嬉しい言葉をかけていただいたことも、あわ

せて記します。            （小池記） 

 

        観察の様子 

 

■伊豆でヒマラヤザクラ観賞 

実施日：11月 26日（日） 

場 所：熱海市の伊豆多賀駅 熱海高校近く 

参加者：河口、鈴木（康） 

 

春が来た！ 

来春、ヒマラヤに行くので、伊豆多賀の熱海高校の

近くにある秋咲きのヒマラヤザクラを見に行ってきま

した。 

日本では寺社に 1、2 本植樹している例があり、み

んな元気がありません。十月桜のような梅咲きかなと

あまり期待していなかったのですが、どうですか！こ

の満開！もう終わりかけで、桜吹雪が舞います！手前

のススキと見比べ、季節感のギャップにアタマがくら

くらしました。 

 

 私の師匠の染野豊さんによると、サクラは本来、中

央アジア、ヒマラヤあたりが原産で日本に渡ってくる

間に春咲きに変わったとの説があるそうです。 

 ヒマラヤザクラは蜜が豊富で、試しに舐めてみると、

甘ーい。メジロやヒヨドリがたくさん来て、寒い冬に

向けて糖分を補給してました。 

 看板によると、今から約 50 年前、ネパールのビレ

ンドラ皇太子が東大に留学中、伊東を訪れ、熱海の桜

と梅の種をもらったお礼にヒマラヤザクラの種を送っ

たのが、これだけの巨樹に育ったとのことです。皇太

子はその後、ネパールに帰り、王となりますが、クー

デターで殺されてしまいます。幸せだったろう留学中

の王の青春時代に思いを馳せ、合掌しました。 

（鈴木記） 
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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：11月4日（土）10:00～15:00 

参加者：24名（JFIK11名、一般8名、横浜メダカの会5

名） 

作業内容：3つの班に分かれて作業をスタートした。 

●モニタリング対象4か所の現状調査 

●物置小屋の移設 

●横浜メダカの会は、水生生物の実態調査 

 

        今回の参加者 

 

 
     モニタリング対象場所の調査 

 

 
        物置小屋の移設 

 

作業2回目 

日 時：11月20日（月）10:00～15:00 

参加者：13名（JFIK10名、一般3名） 

作業内容：2つの班に分かれて作業をスタートした。 

●久右衛門邸横のモウソウチク伐採のマーキング作業 

●道具小屋の新設 

 

       マーキング作業 

 

まちむら交流きこう現地視察 

日 時：11月8日（水）9:00～12:00 

参加者：まちむら2名、会員3名 

調査内容：作業場所とモニタリング箇所の確認 

 
  

名瀬小学校4年生 自然観察とクラフト素材集め 

日 時：11月13日（月）9:00～11:00 

 
（福田記） 
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Ｈ２９年度山梨県森林インストラクター会 

研修に参加して  

16期 瀬尾 克美  

 

 10月28～29日研修に参加してきました。山梨県には

縁があり、S48年に建設省富士川砂防工事事務所に1年

半、H6年から山梨県土木部に1年半勤めさせていただ

きました。特に県ではオーム教対策が印象的です。出

席者は日本森林インストラクター協会の寺嶋常務理事、

山梨県側は9名の方でした。28日は午後八ケ岳山麓の

森4か所を案内してもらい、夕食時小淵沢の宿で交流

会を行いました。翌日台風22号の影響もあり雨でした

ので、宿で寺嶋さんの講演（H29年の受験者および女

性が増加等）、および山梨県側の事情、および神奈川

会についてパンフレットを配り説明いたしました。 

山梨県においては、次のような実情とのことです。

１）会員は50名、森林組合関係者が多い。２）自然観

察会等が組合内では十分に評価されてない。３）県庁

関係者がリードしてきた。現在は森林組合にも関係さ

れていた安藤会長になってます。４）若手の養成が充

分にできてない。５）養成講座を今後作る予定である。

６）県内は交通の便も悪く、会員が一同に集まるのも

年に1～2回である。７）森林インストラクターの知名

度が弱い。８）山梨県は日照時間が多く、太陽光発電

の許可数が5千件ほどあり、現在1500件実施されてい

る。当初自然エネルギーの活用で期待していたが、実

態は森林が多量に伐採されることになり大問題である。

（現地案内してもらいました）９）神奈川県等で研修

もしたい。等々 

 今回の研修は山梨県みどり自然課の小松澤さんが取

り仕切り、前会長の金子森林整備課長、橘田森林総合

研究所長等の方々にお会いできました。特に現安藤会

長のエネルギッシュなご案内には圧倒されました。Ｔ．

Ｃアーボリスト（樹護士）、ツリーワーカークライマ

ースペシャリスト、樹木医等の資格を持ち、現在も数

十米の樹木に上り、伐採作業もされているとのことで

す。会の発展に協力できればと思っています。良い機

会を与えてもらえありがとうございました。 

 

 

          モミの木 

 

 

       安藤会長による案内 

 

 

 

 

 

 

 

寄 稿 
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箱根山地のニホンジカ 

20期 伊東 健二 

  

ニホンジカ（以下シカと言う）は万葉の昔からなじ

み深い生き物として人に親しまれてきたが、今日、全

国的に自然環境や農林産業の有害獣となってしまった。

丹沢山地のシカも鳥獣保護地域を中心に個体数増加と

分布地域を拡大し、シカの過度の採食により林床植生

が劣化し裸地化して土壌が流失し、今や 50年前の優

麗としたブナ林もスズタケも衰退してしまっている。 

 NPO法人小田原山盛の会は、丹沢のシカに係わって

こられた専門家の元東京農工大教授古林先生の指導の

もと、「箱根山地を丹沢の二の舞にするな」の合言葉

にシカの採食痕の踏査をしている。 

１ 箱根地区仙石原地区の状況 

 箱根地域で狩猟したシカの DNAを調べると伊豆、富

士山、丹沢のシカの DNAが認められ、移動定着した生

息密度は 1km２あたり 2 頭弱と丹沢の高密度地域（20

頭/ km２）よりかなり少ないが、草原やゴルフ場の餌

場に（雌の成獣で一日 5㎏日以上の生葉を採食の大食

漢）群での採食による植生劣化が進み、このまま放置

すると湿生植物群落に被害が及ぶことは明らかで、早

期にシカの個体数の管理と植生保護柵の設置を山盛の

会で提言、実現の運びとなっている。 

２ 箱根外輪山 明神・明星ヶ岳付近の状況 

 明神・明星ヶ岳の標高 700m 上はブナ、ヒメシャラ

等の自然林で、その林床はシカの過食圧、枝折、角研

ぎにより植生下層劣化や、裸地が進みツルシキミ、マ

ルバフジバカマ、ヒメシャラ、アセビ等のシカの不嗜

好植物が残り植生が変化している。標高 700m 付近下

方に繁茂のアオキは、常緑樹で栄養価の高いシカの食

べ物で、その付近のアオキは食べ尽くされて衰退しア

オキの墓場と化している。この状況はシカによる表丹

沢のアオキの衰退過程に類似し、箱根山地でもササ類

にも及んでいる。 

戦後植林のスギ・ヒノキは、今伐採期になり帯状伐

採地跡にスギ・ヒノキが植えられているが、その幼木

も枝折、枝葉食い角とぎで立ち枯れが 20～30％に達し

ている。冬季にシカは里地に降りて農作物に被害を及

ぼしている。雌シカは寿命 15～20 年程で、栄養状態

が良いと 1歳からでも毎年 1頭ずつ生み続けネズミ算

式に頭数は増える。餌場となる草地や耕作放棄地を減

らし、採食防護柵設置、移動能力の高いシカを管理捕

獲をし、シカ分布の適正な保護管理を早急に進めなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過度のシカ食圧は植生生態系に大きく影響を与える。

多様な生物の生態系の保護には森林に生息のシカが及

ぼす問題を早期に解決しなければならないと思う。 

 

 

 

※次号（1月号）のリレーエッセイ執筆は、 

21期の吉井勉さんの予定です。 

 

リレーエッセイ 
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「大人のための『ファーブル昆虫記』」 

 

ｋｏｔｏｂａ コトバ第 28号 

（集英社クオータリー季刊誌 2017年夏号） 

定価：1,440円（税込み） 

 

「ファーブル昆虫記」は、ここ数年、気になって仕

方がない書物だった。小さいころ読んだフンコロガシ

の不思議さがずっと頭に残っていた。それでも、今さ

ら「ファーブル昆虫記」という気がしてなかなか手が

出なかった。膨大なページ数もしり込みをさせた。 

そんな私の背中を押したのが、この「大人のための

『ファーブル昆虫記』」だった。様々な視点から専門

家が「昆虫記」を読み解いている。このガイドブック

だけでも「昆虫記」の重要な骨組みは十分把握できる。 

しかし、その神髄は「昆虫記」そのものを読まなけ

れば分からないと思い、いろいろな訳本を比べてみた。

その結果は、「完訳 ファーブル昆虫記」（奥本大三郎 

訳。全 10 巻／20 冊。 集英社）が、図表、注釈が細

かく丁寧で最も読みやすかった。しかし、この本は高

価なのが難点。現在私は図書館で借りて読んでいる。

気になる個所はメモをする。このメモをまとめていく

と私なりの「昆虫記読本」ができそうだ。 

 

 

 

（狛） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月間ブックレビュー 
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会員異動 

＜11月度の会員異動＞ 

11月 30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：自然観察会は多摩よこやまの道、オリエンテ

ーションは黒川青少年野外活動センター集会室 

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。 

日 時 平成 30年 2月 17日（土）14:00～17:00 

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、MLにて議題等詳細をお知らせします。 
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天気の良い週末に、近所の山を歩き

ました。キジョランの葉裏にアサギ

マダラの幼虫を見つけました！  

(松山) 

昇仙峡やその奥の板敷渓谷で、紅葉

や滝を長い間眺めていたら、身体が

冷えてしまい、その後、咳と鼻水に

苦労してしまった。 (福田) 

編集後記 

シジュウカラ(2016.12.8薬師池公園)     ホトケノザ(2016.12.18新治市民の森)     



4 満月 5 6 7 大雪 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

12

18 19 20 21 22 冬至 23 天皇誕生日 24

月

25 クリスマス 26 27 28 29 30 31 大晦日

1 元旦 2 満月 3 4 5 小寒 6 7 七草

8 成人の日 9 10 11 12 13 14

1

15 16 17 18 19 20 大寒 21

月

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 満月 1 2 3 節分 4 立春

2

5 6 7 9 9 10 11 建国記念の日

月

四季の森公園）野草ガイド名瀬谷戸の会

月 火 水 木 金 土 日

名瀬谷戸の会 月例会 四季の森公園）四季守マスター塾
さがみの森）定例作業

越冬昆虫研修（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

月 金

山こい倶楽部）身近な自然を訪ねて）下見 越冬昆虫研修（1/2） 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

湘南の森）定例作業 さがみの森）定例作業
鎌倉）十二所果樹園

2ヶ月 予 定 表　 2017年12月4日～2018年2月11日
日火 水 木 土

四季の森公園）下見

名瀬谷戸の会 新規合格者歓迎会
鎌倉）大仏切通

四季の森公園）春を待つ生き物たち

土 日

月例会 湘南の森）定例作業
鎌倉）東勝寺跡
鎌倉）お話サロン

名瀬谷戸の会
鎌倉）光則寺

さがみの森）定例作業

月 火 水 木 金

湘南の森）定例作業 さがみの森）定例作業
鎌倉）建長寺回春院

四季の森公園）下見


