
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名瀬谷戸の会 中川重年さんの里山塾（撮影者 福田 渉） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＮＰＯ法人全国森林インストラクター神奈川会 

理事長  菅原 啓之 

明けましておめでとうございます。 

昨年の暮れ森林インストラクター資格試験の結果発

表があり、県内では今までになく 48名もの受験者が

あり 17名の方が合格されました。森林・里山の保全

活動、自然観察会、環境教育ほか既会員の皆様の多方

面にわたる活躍により「森林インストラクター」の知

名度、魅力度が向上した結果だと思います。 

森の中には高木、中木、低木、フジなどのツル性植

物もあります。わずかな光を利用し、又過酷な場所で

工夫して生きている草花もあります。一見静かに見え

ますがそれぞれ大変な努力をしてダイナミックに生き

ているのが感じられます。動物もそれらの恵みを受け

て生きています。人間も自然の中の一員なのです。し

かし現在、先人が苦労して手を入れてきた森を壊し、
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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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森から育まれた水を利用した田畑まで放置して安易な

方法で食料、物資を手に入れ生活しています。森を破

壊して国が滅んだ事実は長い歴史が証明しています。 

今年は戌年です。植物は役に立たないものは「イヌ

…」の汚名を着せられます。自然界には役に立たない

ものはありません。すべて関連しあって生きているの

です。イヌの汚名は免れましたがサワグルミの材は役

に立たないと言われています。役に立たないことで伐

採を逃れ水源涵養に役に立ったのです。「和を以て貴

しとなす」、自然との調和をベースにして築き上げら

れた伝統文化の多くは消滅しかかっています。 

JFIKの活動も森と一緒です。多くの事務方や会計な

どの地道な活動に支えられています。特に会の発足か

ら携わり基盤を作った会計責任者は、大病を患いなが

らも多忙の中皆様の活動を支え続けてくれています。

他多くの方のボランティア精神により成り立っている

のです。 

本年も皆様自身が JFIKの諸活動を大いに楽しむこ

とが、多くの方に自然の大切さ、素晴らしさをアピー

ルすることにつながります。森林インストラクターの

役割がますます重要になってきます。本年もよろしく

お願いいたします。 

 

 

合格おめでとうございます 

平成 29年度森林インストラクター 

資格試験の合格者が発表されました。 

神奈川県在住の合格者は、 

次の 17名の方々（50音順、敬称略）です。 

・相原 基行 ・石川 洋一 ・大槻 哲夫  

・岡部 桂子 ・片桐 和彦 ・河岡 裕   

・桐生 眞明 ・酒井 忠司 ・坂本 勝彦  

・佐藤 克典 ・佐藤 千尋 ・白濱 真友  

・花田 勝美 ・松並 実洋 ・山内 良一 

・横山 俊輔 ・米山 美和 

神奈川県在住の方には 12月中旬に新規合格者歓迎

会案内、入会案内等を郵送させていただき、既に何名

もの方に入会いただきました。 

1月 20日（土）川崎黒川地区にて開催の歓迎会への

参加、並びに未入会の方の入会を心よりお待ちしてお

ります。                （事務局） 

 

 

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 

「城ヶ島の水仙と海岸の自然を楽しむ」 

 

 

＜下見＞  

日 時：1月 16日（火）  

集 合：京浜急行線 三崎口駅改札口 10:00 

（※改札口は一箇所） 

＜本番＞ 

日 時：1月 24日（水）・27日（土） 

集 合：京浜急行線 三崎口駅改札口 9:10 

（詳細は別途連絡） 

 

今回は吉原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） 

 

 

活動予定 
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★■四季の森公園 

「自然を訪ねて 春を待つ生き物たち」 

JFIKの恒例行事となっている「四季の森 冬の観察

会」です。「春を待つ生き物たち」をテーマの観察会

の後、参加者に“七草粥”を味わっていただく予定と

なっています。 

集合場所：公園北口管理事務所前集合 

下見：1月14日（日）10：00～12：00  

直前下見：1月21日（日）10：00～12：00  

本番観察会：1月21日（日）13：00～14：30 

七草粥試食：1月21日（日）14：30～15：00 会議室 

                   （小池記） 

 

■山こい倶楽部第39回「大山」 

平成30年最初の山こい倶楽部のお誘いです。今回の

リーダーは境さんです。ふるってご参加ください。 

大山は古くから信仰の対象であり、阿夫利神社の創

建は崇神天皇の代と言われています。江戸時代には大

山講で栄えた関東きっての霊山です。今回はこの大山

で初詣をしましょう。 

期 日：1月8日（月、成人の日） 

集合時間：8:25（8:35発の蓑毛行きに乗ります） 

集合場所：小田急秦野駅蓑毛行きバス乗り場（4番） 

コース：秦野駅（バス）→蓑毛→ヤビツ峠→大山→唐

沢峠→広沢寺温泉（バス）→本厚木 

（歩行時間：5時間20分） 

歩行難易度：一般向け（標高差 930m） 

持ち物：弁当、水、雨具、防寒具、手袋、暖かい飲み

物、その他登山に必要な物 

担 当：リーダー 境 

※申し込みは１月５日（金）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 

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 

 2月 3日（土）光則寺 

 2月 10日（土）建長寺回春院 

○覚園寺 

 1月 18日（木） 

○その他のイベント 

 1月 27日（土）お話しサロン 

  14:00～ きらら 

  演題：土木について、～とりとめの無い四方山話 

  演者：梶浦雄介さん 

〇中学生緑のボランティア予定 

 2月 20日（火）第一中学、和賀江島 

 2月 21日（水）御成中学、常磐亭跡、 

 2月 22日（木）深沢中学、中央公園 

 2月 26日（月）玉縄中学、中央公園 

 2月 28日（水）第 2中学、学校林    

 3月 1日（木）岩瀬中学、六國見山 

 3月 5日（月）手広中学、学校周辺林 （廣瀬記） 

 

★■湘南の森 

活動日：1月 12日（金）、27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 9：20 

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。 

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。  

                 （吉井記） 

 

★■フォレスト21「さがみの森」 

1月 13（土）、28日（日）定例作業 

2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（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 

 

 

 

file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.118/ma1950koji@yahoo.co.jp
mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp


JFIK 会報 2018 年 1 月号 

- 4 - 

 

★■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  

1月 6日（土）、15日（月）、22 日（月）10:00～14:30 

2月 3日（土）、19日（月）、26 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 「陽だまりの里・境

川遊水地公園で初冬の野鳥を楽しむ」 

日 時：12 月 12 日（火）10：00～15：00  晴 

12 月 16 日（土）10：00～15：00  晴 

場 所：横浜市泉区・戸塚区、藤沢市 

参加者数：67 名（12/12～37 名、12/16～30 名） 

スタッフ：12 名［松井、菅原、山路、吉原、昆野、

久野、辻、河野、小池、杉山、西岡、日比野］ 

概 要： 

両日とも天候に恵まれた中、小田急線湘南台駅から

4 班に分かれ、境川遊水地公園に向けて歩きだしまし

た。途中、街路樹の落葉したハナミズキの枝に、小さ

いお椀型の鳥の巣を見つけました。参加者から「カワ

イイ～」「なんの鳥の巣かしら」の声が上がり、小さ

な巣とそのかたちから皆で考えると、スズメ、シジュ

ウカラなどの声があがり、最後に正解のメジロが出ま

した。 

その先で境川と今田遊水地に出ました。境川流域は、

田畑が市街地化して「保水・遊水機能」が著しく低下

し、大雨で氾濫するようになり治水対策として今田遊

水地・下飯田遊水地・俣野遊水地が整備されました。

この境川遊水地公園には、様々な生き物が生息できる

ビオトープが整備され、いろいろな野鳥などが観察で

きます。今田遊水地では、オオバン、カイツブリ、カ

ワウ、ダイサギ、コサギ、アオサギなどそれぞれの体

の特徴やえさの採り方を観察しました。カワセミは、

冬の陽射しを浴びてその光の当たり方によって、水辺

の宝石よろしくブルーやエメラルドグリーンに輝きを

変化させ、参加者から「綺麗ねー」の声が。また、カ

ワセミがホバリングから急降下して水中に飛び込み、

何度も失敗しながらも小魚をとらえる姿に歓声があが

りました。 

 

        今田遊水地 

途中、「相模国準四国八十八ケ所」の札所の一つ東

泉寺を訪ねます。山門前には、樹齢 400年といわれる

大イチョウ、境内にはモチノキ、クスノキ、カヤなど

の大木があります。柿の木にシジュウカラ、メジロ、

オナガなどが来て、照柿色（てりがきいろ）に熟した

実を競うようにつつき、隣接した琴平神社のマユミに

は、たわわに実った実が割れて赤い種子が顔を出し、

それを 6～7 羽のメジロがついばんでいました。東泉

寺は、以前は境川のほとりにありましたが水害で何度

も流され、高台に移されたとのこと。階段をおりる途

中で雪化粧をした富士山を眺めました。再び境川に戻

り、鷺舞橋の上から、クイナ、タシギなど、下飯田遊

水地では、カワラヒワ、キンクロハジロ、オカヨシガ

モ、マガモ、コガモなどを観察しました。境川遊水地

情報センターに到着し、昼食。 

 

   俣野遊水地と境川遊水地情報センター 

活動報告 

mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
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センターを出て俣野遊水地へ。境川の河原ではイソ

シギ、ビンズイ、キセキレイ、ハクセキレイ、境川沿

いの畑にキジ（メス）、モズなどが、また上空には、

オオタカ、チョウゲンボウなどが見られました。 

両日とも、陽だまりと水辺ののどかな環境の中を散

策し、多くの鳥を見ることができ、参加された皆さん

も笑顔で帰途につかれました。     （吉原記） 

 

■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」 

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：講師：久野正樹(25期) 

参加者：大倉、大橋、小池、品川、中澤、松井、吉原、

坂間 （8名） 

内 容： 

昨夏、西洋美術館で「アルチンボルト展」が開催さ

れた。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ある。講師の久野さんに

時代背景、絵画の意味合い、個々の植物などを解説し

ていただいた。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いる。 

最初に、アルチンボルト（1527-1593）が生きた時

代背景を解説していただいた。大航海時代における「冒

険の時代」から「征服の時代」へ移行した時期であり、

トマト、ラッカセイ、マリーゴールドなどが中南米か

ら持ち込まれ、比較的貧しかった欧州の植生・食物が

豊かになった時期である。ハプスブルク家が栄え、ア

ルチンボルトは、フェルナンﾄﾞ 1世・マクシミリアン

2 世・ルドルフ 2 世の 3 代の宮廷画家として仕えた。

日本では室町後期から信長・秀吉の時代であり、禅宗・

華道・茶道などの植物をめでる文化が盛えた時代であ

る。 

 キーワードとして、「四つに分ける哲学」を解説し

ていただいたのは本日のクライマックスであるアルチ

ンボルトの「四季」を理解するうえで大切であった。

「火・気・水・土」、「温・冷・乾・湿」、「幼・青・壮・

老」、「東・西・南・北」などである。 

 いよいよ、「四季：春・夏・秋・冬」の解説である。

「四季」には幾つかの連作があるそうであるが、今回

解説いただいたのは 1573 年に描かれたルーブル美術

館所蔵のものである。各季節の植物で上半身を構成、

青年の春から老人の冬まで、各世代に対応している。

性別は春・夏は女性、秋・冬は男性という説が有力で

ある。アルチンボルトは宮廷画家として、宗教画の象

徴であり、皇帝の権威の象徴でもある植物をこれらの

絵に描きこんだ。季節の産物というモチーフによって

上半身が形作られ、それが季節を寓意するこの連作は、

ミクロコスモス（人間を構成する秩序）とマクロコス

モス（自然や宇宙全体の秩序）を統べる皇帝を称揚し

ている。特に「春」はカウフマンの分類によれば 81

種の植物があり、約 30 分をかけてそれら植物の幾つ

かを丁寧に解説していただいた。 

 最後に、クリスマスを迎えるこの季節ならではの植

物を紹介いただいたのも嬉しい。アオキはプラントハ

ンターによってもたらされたもの、セイヨウヒイラギ

の赤実はキリストの受難をあらわす、ポインセチアは

能の演目でもある「猩々」の赤ら顔にみたててショウ

ジョウボクとも言われる、などである。個人的に、日

本では正月にセンリョウ・マンリョウなどで赤をめで

るのと似ているなと思った。皆さん、「猩々」のよう

に赤ら顔で乱れないよう新年会の飲みすぎに注意しま

しょう。               （坂間 記） 

 

 

■野外研修会「越冬昆虫研修」 

日 時：12月 6日（水）、11日（月）10:00～14:00      

天 気：晴 

場 所：忠生公園（東京都町田市） 

講 師：池田倫子 

参加者：6日；河口、引田 

11日；片山、鈴木（康）、皆川 

概 要：落ち葉を踏みしめながら歩く冬、夏に元気に

活動していた昆虫たちはどこへ行ったのだろう？ 講
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師の勤務している忠生公園内のエノキ根元のチョウの

幼虫調査を兼ねて、越冬昆虫を観察しました。 

エノキの木の根元に積もった落ち葉を丹念にめくっ

ていくと、ゴマダラチョウ、アカボシゴマダラの幼虫

が見つかります。これらの越冬幼虫を探していると、

エサキモンキツノカメムシやツマグロオオヨコバイの

成虫、アカスジキンカメムシの幼虫などにも出会えま

す。温度変化の少ない北側の日陰の落ち葉に、虫たち

の姿が多いように思いました。 

今回、オオムラサキの幼虫が発見されました。調査

を開始して３年目にして初めてのことだそうです。ア

カボシゴマダラとオオムラサキの背中の突起はどちら

も 4対。この公園では、背中の突起が 3対のゴマダラ

チョウが圧倒的に多いのだそうですが、来年からは 3

種の幼虫を見分ける必要がありそうです。落ち葉が積

もってふかふかになっている場所では、地面の下にい

る虫たちと対面することもありました。落ち葉を食べ

る小さな虫を食べるムカデやクモなど、落ち葉の隙間

にも、「食べる・食べられる」の関係が存在していま

す。 

幼虫探しをしながら、他の昆虫の越冬している姿も

観察しました。成虫で集団越冬するムラサキツバメ、

幹のくぼみにびっしりと集まっているヨコヅナサシガ

メの幼虫、シラホシコヤガの繭、クヌギカメムシの卵

塊、枝に擬態しているコミミズクなどを確認しました。 

後日、全体の調査結果を池田さんから送っていただ

きました。ゴマダラチョウ 40頭、オオムラサキ 4頭、

アカボシゴマダラ 4 頭、計 48 頭の幼虫が確認された

とのことでした。落ち葉の中で冬を越す昆虫、常緑の

葉の裏で冬を過ごす昆虫、石の下や樹皮の裏で過ごす

昆虫。いろいろな姿でじっと春を待つ昆虫を探すのが

楽しみになりました。          (皆川記) 

 

    ゴマダラチョウの幼虫 

 

   エサキモンキツノカメムシ 

 

■四季の森公園「四季守マスター塾第 6回」 

開催日：12月 24日（日）10：00～15：00 

参加者：受講生 11 名（欠席１名）、小野澤副所長と品川 

概 要：クリスマスイブというのに受講生の熱意には

強いものがあるのでしょうか、とても高い出席率でし

た。先ずは前回のゴンズイ（ウナギ目）のプラスティ

ネーション標本を回覧して、口の周りの 8 本のヒゲ、

両体側にある二条の白線模様、背びれと胸びれにそれ

ぞれ 1本ずつある刺を観察してもらいました。続いて

2006年頃から話題になってきた「蜂群崩壊症候群（CCD）」

について反対運動をしている団体の資料も使いながら

解説しました。空中散布するネオニコチノイド系農薬

由来の現象であるかどうか、現象解明には時間が必要

とされるに留めています。 

 

四季守マスター塾の座学風景 

 

10：30から園内の課題植物を観察しながら受講生に

よるガイドの実技を行いました。今回は急がずに、受

講生同士の質疑も活発なやり取りが見受けられました。

今回も受講生の熱心さに圧倒された一日となりました。
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ちびっこ広場ではクロガネモチの赤実と黄実が並んで

いることに初めて気が付きました。また、この公園に

はマンリョウはあるが、センリョウはないという小野

澤副所長からの指摘もありました。 

 

赤く色付いたセンリョウの実を味見 

 

当日取り上げた植物は、次のとおりです。マンリョ

ウ、ヤブツバキ、スイセン、ヤツデ、ハコベ、ロウバ

イ、ヒメウズ、ロゼット（タンポポ）、常緑シダ（ベ

ニシダ、ヤブソテツ、リョウメンシダ、オオハナワラ

ビ他）、木の実（マユミ、カラスザンショウ、クロガ

ネモチ）。              （品川記） 

 

■山こい倶楽部第 38回「大野山」 

実施日：12 月 10 日(日)快晴 

コース:谷峨駅⇔頼朝桜⇔大野山⇔地蔵岩コース⇔山

北駅 

参加者：12 人、松井（リーダー）、 久保(サブリーダ

ー)、角田、境、佐藤、鈴木、田中（文）、辻、都留、

中嶋、引田、和田、久野 

御殿場線の谷峨駅に集合、9:20出発、河内川を渡っ

て北方の大野山（723m）を目指します。河内川の上流

は丹沢湖、下流は皆瀬川と合流して酒匂川となります。

この辺りは約 100 万年前に伊豆半島が本州に衝突し、

本州側が隆起して丹沢山地となったというドラマチッ

クな場所、河内川の川床には丹沢と伊豆半島の間に挟

まった、足柄層群の浅海性の砂岩や泥岩が遠望できま

す。一方、目指す大野山は殆どが丹沢の緑色岩で構成

され、古い緑色岩が新しい足柄層群の上に分布してい

るのですが、この境界部が国府津・松田断層の延長部

にあたる神縄断層という逆断層で、この地域が 100万

年前には大きな変動を受けたことを雄弁に物語ってい

るのです。 

冬旱という言葉が相応しい天気のなか、道はどんど

ん高度を上げ富士山が見えてきます。今年は例年にな

く鮮やかな紅葉越しの、雪をまとった富岳は登るに従

って迫力を増します。寒風を避けて大野山頂上の手前

のベンチで昼食。 

大野山頂上からは、真下に丹沢湖が一望できました。

この付近は平坦な地形を利用して、乳牛育成牧場が県

によって運営されてきましたが本年 3月末で廃止され

たとのことです。 

 

     大野山頂上 

 

12:50 地蔵岩コース経由、皆瀬川水系に向けて下山

開始、盛りの紅葉を楽しみながら、15:30 山北駅前に

到着、入浴後「ぽっぽ駅前」という食堂で、忘年会を

開催しました。この店は SL をテーマにしており、料

理も値段も満足のゆくものでした。   （佐藤記） 

 

       富士山を望む 
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■鎌倉風致保存会 

〇みどりのボランティア 

12月 9日（土）朝夷奈切通し 

参加者：11人(JFIK黒川、松尾) 

 切通し入口の三朗滝付近は隠れた紅葉の名所、今年

はコナラの黄色とカエデの赤が見事でした。滝の水量

が多い時は深山の趣です。溝に溜まったどろや枯木を

取り除き倒木、落石を始末、はみ出た両側の枯草の草

刈で終わりました。結構な労働で我ら高齢者には少し

きつくなって来た様です。 

12月 16日（土）十二所果樹園 

参加者：18人（JFIK黒川、松尾、広瀬） 

今年最後の作業はウメの剪定と普段はなかなかやれ

ない場所、今日は小豆沢のササ刈りを実施しました。

ササも太くなると刈り払い機で刈るのにもテクと腕力

がいります。皆で頑張ってほぼ終えましたが春には芽

が出ます。2、3年刈り続ける必要があるでしょう、ウ

―ン。 

 

〇その他のイベント 

12月 2日（土）クリスマスリース 

参加者：39人（内子供 12人） 

 山の作業時に採取したフジ蔓、アケビ蔓などにモミ

の葉、マツカサ、サンキライなどを飾ります。皆さん

なかなか立派なリースを完成させていました。 

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 

聴講者：8人 

 今年最後のお話しサロンは森林インストラクターの

大倉秀雄さんに「金メダリストに贈る花言葉～最強の

メダリストは誰？」と題してお話を頂きました。 

大倉さんは神戸生まれの神戸育ち、運動は水泳を得

意としてやってこられたようです。オリンピックの歴

史、それに競技、記録の変遷など今回のサロンの為に

過去の新聞記事など多くの情報を検索抽出して戴きま

した。因みに古代オリンピックは紀元前 9世紀頃と言

われていますがその競技の一つは徒競走で距離は 3種

類、192m、384m、3840m だったそうです。その他ボク

シング、レスリング、戦車競走それにペンタスロンと

いう短距離、幅跳び、円盤投げ、やり投げ、レスリン

グの 5 種目を一人でこなす競技もあった様です。又、

パラリンピックは 1948 年にロンドン病院の負傷兵の

リハビリ治療が始まりだそうです。日本の歴代の金メ

ダリストは 100人以上ですがその栄ある方々に花言葉

を与えようと言うものです。ア行のアオキからワ行の

ワスレナグサまで 100種余りの花言葉の中から探し出

し与えられました。歴代の選手の後、話題に上った政

治家へも花言葉が送られました。世間から期待された

政治家にはカーネーション（黄色）の「あなたには失

望しました」が与えられました。 （この項、花本記） 

（全体は、廣瀬記） 

 

■ヤビツの森 

日 時：12月 9日（土）10:00～13:00 晴 

参加者：湘南の森のメンバー他：相原、高野、高松、

田中（善）、仲手川  

JFIK：河野、坂間、椎野、須山、田中（文）、中澤（均）、

中島、引田、吉無田、吉井 （合計 15名） 

概 要：支柱を降ろした。苗の周りを整理した。   

内 容： 

① 外して積んである支柱約 160本を 10本単位で結束

し、小屋まで下した。 

 

        支柱を下す 

 

② 伐採したイボタノキなどを整理した。 

山の神に今年無事に作業できたことを感謝し、用具

保管小屋の前で昼食を取った。     （坂間記） 
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山の神に感謝 

 

■湘南の森 

1回目 

日 時：12月 8日(金)10:00～15:20 曇 

参加者：相原、臼井、小長井、佐藤(憲)、田中(文)、

高松、田中(善）、仲手川、山口、吉井、和田 

活動概要 

冬の湘南の森を彩るヤブラン、スイセンなどの周り

のササ、草を除いたほか、倒れていた枯死木の処分、

罹病木伐採の準備として隣接していた木を除伐しまし

た。 

 

        枯死木処分 

 

2回目 

日 時：12月 16日(土)10:00～15:10 晴 

参加者：相原、井上、臼井、小長井、小林、杉山(文)、

田中(文)、田中(善）、高久、高野、土屋、仲手川、埴

原、吉井、和田、 見学者 1名 

活動概要 

前回同様、つる草やササを取り除きました。アジサ

イの冬季剪定を行いました。ハイキング路脇の枯死木

2本を切り倒し処分しました。 

湘南の森にはマンリョウ、カラタチバナ、ヤブコウ

ジ、キチジョウソウなどが実をつけています。 

（下線の参加者は JFIK会員）     （吉井記） 

 

■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：12月2日（土）10:00～15:00 

参加者：22名（JFIK12名、一般5名、横浜メダカの会5名） 

作業内容：5つの班に分かれて作業を実施 

●道具小屋の最終仕上げ 

●久右衛門邸横のモウソウチク伐採のマーキング作業 

●今期初めてのモウソウチク伐採作業 

●ヤマアジサイの植え替え作業 

●名瀬メダカ及び水生生物・水質の調査 

 

       今回の参加者 
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    ロープワークの練習と実践 

 

 

    伐採タケのマーキング 

 

作業2回目 

日 時：12月16日（土）10:00～15:00 

中川重年氏の里山塾の第３回目の研修を実施 

 

      中川先生の熱い講義 

 

        室内での講義 

報告は次の通り            （福田記） 

 

名瀬谷戸の会 第３回里山塾 

日 時：12月18日（月）10:00～15:00 

講 師：中川重年氏 

参加者：29名（JFIK18名、一般7名、メダカの会1名、 

行政3名） 

記録担当：皆川 追記：田中（真） 

（１） 野外研修 

◎ヤマナシ：ナシの品種（4月に白い花が樹冠をおお

う、湿地にあるシンボルツリー）・樹齢は30年～50年・

地上から2ｍくらいの上下で木の肌が違う（上部はつ

るつる）。長枝には花は咲かない。短枝の冬芽が目立

つ。徒長枝がたくさん伸びている。ナシの野生種であ

るヤマナシは尾根筋の乾いた場所に分布する。落ちた

ナシが美味しく、果実酒(ナシワイン)を作る。 

・ロドレイア（シャクナゲモドキ）・・３月に赤い花

が咲く、東南アジアから中国南部原産の常緑、マンサ

ク科の小高木。園芸種。つぼみをつけている。濃い緑

で厚い葉の裏は白い。 

◎ニガキ、エノキ、クヌギ 

いずれも萌芽枝を発生するが、成長速度が違う。ク

ヌギ＞エノキ＞ニガキ。 

高い位置で切断すると、上から水が下りてきて、根

がくさり、中が洞になる。萌芽更新を意図する場合は、

しゃがんで地際で伐採するのが望ましい。木の種類に

よって再生の速さが違う。里山の樹木は何もしないと

自然淘汰され樹木の種類も減っていき、最終的にはク

ヌギはのこる。クヌギはコナラに負けない。 

・ニガキ・・雑木林に混じる。鳥の種子散布によるも

のと思われる。直径40cmくらいになっていてくさって
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いない。 

・クヌギ・・硬く、根元がへたらない。コナラは親の

根から水が吸えなくて水平方向に更新していくのに対

し、クヌギは上に伸びる。地上からある程度高い位置

で幹を伐採して、そこから発生した芽を生長させる特

殊な仕立て方である「台場クヌギ」は、古くから行な

われている歴史・文化面から価値のある林業技術。ク

ヌギが雑木の中で生き残れるWinの樹木。 

・エノキ・・林の縁に出る（暗い林床では稚樹が育た

ない）。電線の下にも出やすい。果実を鳥が飲み込ん

で、果肉の部分を消化している間に移動し、止まった

先（電線の上）で糞と一緒に種子を散布する、鳥散布

によるもの。 

・里山林を構成する樹木には、①薪炭生産や農業用な

ど目的をもって管理されてきた木、②鳥などの採餌行

動と種子散布によって出てしまった木、③出てはなら

ない木、があり、利用方法や価値によって管理された。

燃料用ではないが、利用はしていて、放置していた木

には、パイオニアツリーであるミズキ、カラスザンシ

ョウ、ネムノキ、クサギ、タラノキなどがある。④昔

の人は目的を持って意識的に里山を管理した。 

・ウルシ・・軽くて腐らない。木肌がレモンイエロー

をしているので寄木細工にも用いられる。樹皮を刃物

で傷つけ、傷口から出る樹液を一滴ずつ掻き取って汁

を集めたのが漆。一掻きから数滴しか採取できず、一

掻きしたら数日間休ませてから再度採取する。鳥散布。 

・ケヤキ・・種子が実った枝を、葉を羽がわりにして

風を飛ばす種子散布方式をもつ木。あたりを探したが、

見つからなかった。 

・サルトリイバラ・・雌雄異株。葉柄の基部が残って

いて、この中に冬芽がある。 

◎ウルシの木の周辺にある木 

 スイカズラ、アケビ、キヅタ、アオツヅラフジ（カ

ミエビ）、サネカヅラなどのつる植物、マンリョウ、

イボタノキなど、鳥散布種子をもつ樹木が見られる。

森のはじは鳥が止まりやすいのでよく糞をするので、

そこには「ウンコ更新」されたものが育つ。この周辺

でこれだけ多くの種類の植物に何が起きたのか調べる

こと。 

◎コナラとクヌギ 

 雑木林でクヌギの稚樹はめったに見られない。実生

や稚樹が見られるのはコナラ。コナラのどんぐりは地

表に落ちると２週間で発根する。根から土中の水分を

吸い上げて乾燥を防ぐため、クヌギよりコナラの方が

乾燥に耐えられる。薪炭材としてのクヌギは収益性が

高く、有用な木であったため、人の手によって植えら

れ育てられてきた。コナラの枝は横に広がるが、クヌ

ギは上へ広がる。この周辺は株立ちの樹木が多い理由

として、東電の電線が真上を通っているので、その電

線の邪魔にならないように伐採したと想定出来る。 

 クヌギとコナラ、クリ、アベマキ、ミズナラ、カシ

ワ・・葉脈だけで区別できる。側脈の角度を見て区別

できるようになればたいしたもの。 

 

（２） 室内研修 

・山の塩（山から採れる天然の塩） 

 長野県大鹿村、山梨県白州、会津、日本各地の山塩

は、海塩とは違った味わいがあり、注目されている。 

・山梨県「なでしこ農園」のバルサミコ酢・・ブドウ

栽培からのワイン作りの先、客に喜ばれるモノづくり

をしている。 

・里山の木は、炭、薪、ほだ木、堆肥、灰（カリウム

肥料）として利用されてきた。良質の野菜を収穫する

のに灰は重要で、兵庫県の篠山など、肥料としての灰

を作る「灰小屋」が残っている。小屋の中で、土、小

枝、落ち葉などを重ねて燃やし、灰を作った。 

★バイオマスの利用は、生産量を加味しながら考える。  

・鉱石を溶かすための木炭、海水から製塩するための

薪など、バイオマスが生産され利用されてきた。バイ

オマスとして竹林を有効に利用するには「量」が大事。

例えば、ピザ釜を作って、ピザを作るのに必要な伐竹

量。 

・ピザ釜は古い大谷石で作ると2～3時間でできる。ピ

ザ釜は300℃に加熱してピザを作り、200℃でパンが焼

ける。 
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ヤビツの森 四季 

21期 吉井 勉  

ヤビツの森では 2011年の 3 月に最初の植樹をし、

2017年まで毎年植え続けてきました。11年にはブナ、

コナラ、ミズナラ、ヤマハンノキ、ヤマボウシ、ホオ

ノキ、イロハモミジなどを植えました。今、大きいも

のは 10ｍを超えています。2016年には、マメザクラ、

エゴノキ、コブシなど、樹種が変わってきました。7

年間でほぼ 20種、650本ほど植えました。針葉樹はモ

ミ 1種です。すべて神奈川県内で採取された種から育

てた苗を植えてきました。 

 

マメザクラはヤビツの森の植樹地にも、また、少し

下った旧のヤビツ峠にも数本あります。ヤマザクラよ

り遅く 4月半ばに花が咲きます。大きくなって花見が

できることを楽しみにしています。 

植えた苗の下草刈りは夏から秋口にかけての重要な

作業です。ススキは人丈以上に茂ります。 

 

写真の白いネットは苗をシカなどから保護するもの

で、苗ごとに設けます。生分解性の樹脂で作られてお

り、10 年間くらい苗を守り、自然に還ります。 

3月に苗を植えるために夏過ぎから予定地のササ、

ススキなどを刈り取り、作業路を切り開きます。斜面

に沿った上下（縦）方向とそれに直交する横方向にロ

ープを張り、おおよその形と広さを調べて植える本数

を調整します。その後、植え位置を決め、穴を掘りサ

サやススキの根を取り除き、刈り取ったササを目印に

立てて春先の植樹に備えます。 

 

植樹するため、茂っていたササやススキを刈り取っ

て 2年もすると隠れていた種が芽を出し花を咲かせま

す。春のニリンソウから

タツナミソウ、ヒメハギ、

マルバダケブキ、センブ

リ、リンドウ、ホトトギ

ス、トリカブトなど多く

の草花が楽しめます。 

 

ヤビツの森はヤビツ峠の近く、岳ノ台の中腹、南斜

面にあります。大山はもちろん、秦野、平塚、相模湾

がよく見えます。近くに送電の鉄塔があり、その横の

ヤビツの森の植樹地は平塚の花水川べりや湘南平から

も見ることができます。

 

ネットに雪が付くと重みで倒れますが、融けるとす

ぐに立ち直ります。送電の鉄塔に凍り付いた雪が陽を

受けて落ち、鉄骨にあたるとカーン、コーンと音を立

てます。冬の青空に響く天空の音楽です。 

 

※次号（2月号）のリレーエッセイ執筆は、 

29期の方にお願いしたいと思います。 

 

 

リレーエッセイ 
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「花の辞典」 
 

新井光史著  

2017年 

雷鳥社  

本体 1,500円＋税 

 

 

 

 

 

フラワーデザインを生業とする著者が野生種も園芸

種も含めた「花の辞典」を出した。その数 206種。花

の名前、学名、漢字名、花言葉など 1ページに簡潔に

まとめている。付録には花にまつわる慣用句、諺、名

言を拾い集め、最後に「花のあれこれ」と題してフラ

ワーアレンジメントの観点から選び方、飾り方などに

も言及している。 

ところで辞典と事典の違いをご存知でしょうか？辞

典は「言葉を一定の順序に配列して、その発音・意味・

用法・用例などを解説した書物」で、事典は「物や事

柄を表すことばを一定の順序に配列し、それらについ

て内容・定義などを記した書物」と説明があるが、こ

の著者にとっては用法と用例が十分行き届いて書かれ

ていれば、フラワーアレンジメントには満足なようだ。 

一寸厚めの文庫本サイズの本は、思いの外手触りが

よく、眼を休めるには手頃な余白のあるレイアウトが

認められて、私の枕頭の小さな本棚に並ぶ睡眠誘導本

の一冊に加わることになったのである。（獺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月間ブックレビュー 
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会員異動 

＜12月度の会員異動＞ 

12月 31日現在会員数 155名 
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本年も、より見やすいレイアウトを

心がけたいと思います。引き続き 

よろしくお願いいたします！(松山) 

会報が 118 号になりました。今年も

原稿の執筆や HP への投稿をよろし

くお願いします。書くことは面倒で

労力を強いられますが、活動の大切

な要素とも感じます。 (福田) 

編集後記 

セツブンソウ(2017.2.3昭和記念公園)     

ロウバイ(2017.1.15四季の森公園)     



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

5 6 7 9 9 10 11 建国記念の日

2

12 振替休日 13 14 15 16 17 18

月

19 雨水 20 21 22 23 24 25

26 27 28 1 2 満月 3 4

3

5 6 啓蟄 7 8 9 10 11

月

山こい倶楽部）ほうきざわ荘（2/2）
四季の森公園）下見

湘南の森）定例作業 山こい倶楽部）ほうきざわ荘（1/2）
さがみの森）定例作業
鎌倉）建長寺回春院

月 火 水 木 金

身近な自然を訪ねて（2/2）
湘南の森）定例作業
鎌倉）東勝寺跡、お話サロン

身近な自然を訪ねて）下見 名瀬谷戸の会
鎌倉）光則寺

さがみの森）定例作業

四季の森公園）春を待つ生き物たち

山こい倶楽部）大山

土 日

名瀬谷戸の会 身近な自然を訪ねて（1/2） 月例会

名瀬谷戸の会 身近な自然を訪ねて）下見 室内勉強会 新規合格者歓迎会
鎌倉）大仏切通

2ヶ月 予 定 表　 2018年1月1日～2018年3月11日
日火 水 木 土月 金

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

四季の森公園）野草ガイド

四季の森公園）下見

名瀬谷戸の会

身近な自然を訪ねて（2/2）
湘南の森）定例作業

四季の森公園）四季守マスター
さがみの森）定例作業

室内勉強会 JFIK総会

名瀬谷戸の会

四季の森公園）野鳥

名瀬谷戸の会 身近な自然を訪ねて（1/2） 月例会

四季の森公園）野草ガイド

月 火 水 木 金 土 日

名瀬谷戸の会

湘南の森）定例作業 さがみの森）定例作業


