
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規合格者歓迎会 真光寺公園（町田市）（撮影者 福田 渉） 

 

 

1月の主な活動は、保全活動以外では次のようなも

のでした。詳細は、後述の本文をご覧ください。 

 

・神奈川の自然を訪ねて「城ヶ島の水仙と海岸の自然

を楽しむ」 

1月24日は天気予報が強風のため中止になりました

が、27日は記録的な寒さにもかかわらず大勢の方に参

加いただき、三浦半島の海岸の自然を楽しんでいただ

きました。 

・四季の森公園「自然を訪ねて～春を待つ生き物たち」 

天候に恵まれ多くの方に参加をいただきました。冬

は花や葉、生き物が少ないですが、冬芽、葉痕、ロゼ

ットなど冬ならではの観察を楽しんでいただきました。

観察の後、七草粥も召し上がっていただきました。 

・山こい倶楽部「大山」 

1月の恒例として、初詣をして今年の安全のお祈り

を兼ねた山行です。富士山と都会のビル、それに海と

眺望がきれいでした。ツルウメモドキの実の楽園を通

りました。 

・新規合格者歓迎会 

新規合格者 12名を含む総勢 57名の参加があり、大

いに盛り上がりました。観察会、オリエンテーション、

宴会と朝から夜まで盛りだくさんでした。例年、鎌倉

でやっていましたが、今回は初めて黒川地区での開催

でした。 
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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 

「清閑亭・小田原文学館など早春の小田原散策」 

 

 

＜下見＞  

日 時：2月 2日（金）  

集 合：小田原駅 JR改札口 10:00（※改札口は一箇所） 

＜本番＞ 

日 時：2月 22日（木）・24日（土） 

集 合：小田原駅 JR改札口 9:10（詳細は別途連絡） 

 

今回は菅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） 

 

■室内勉強会「丹沢の動物調査」 

日 時：2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：岡林良一氏（元津久井町町史自然部会動物調査員） 

参加費：500円 

概 要：講演者の岡林良一氏は、津久井町内の哺乳動

物の痕跡調査・自動撮影調査を行い、また丹沢ツキノ

ワグマ研究会ではツキノワグマの調査に取り組んでい

ます。 

今回はツキノワグマをはじめとする主な哺乳類の痕

跡とその見分け方、自動撮影による様々な動物の記録、

カメラの設置の方法、クマの糞の分析と中に含まれる

獣毛の見分け方などの他、神奈川県におけるクマの人

里への出没と木の実の豊凶についてなど、丹沢のクマ

をめぐるいくつかの話題について話して頂きます。  

※資料準備のため、事前申し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） 

 

★■四季の森公園「自然を訪ねて 冬の野鳥」 

落葉樹が葉を落とし、冬芽に春をはらんで芽吹きを

待ちかまえています。そんな枝々を飛び交う、可憐な

鳥たちを見に行きましょう。特に29期の方々のご参加

をお待ちしております。 

＜下見＞ 

日 時：2月11日（日）10:00～12:00 

＜本番＞ 

日 時：2月18日（日）10:00～12:00 

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：片山 村山 

当日は下見なしで午前中に本番です。 （日比野記） 

 

■山こい倶楽部第40回 

「宿泊山行」西丹沢・権現山と曽我丘陵 

森林インストラクターとしての集団ですので、単に

山に登るだけではありませんよ！とばかりに、植物・

鳥・地質・地形・天文から人文・歴史まで熱い探求心

を道連れに楽しい山行を続けてきました。ここで第40

回を記念？して宿泊山行を計画しました。 

皆さま、是非ご参加ください。 

期 日：2月10日（土）～11日（日・祝） 

集 合：小田急線新松田駅 西丹沢自然教室行きバス

停8時（8時10分バス乗車） 

行 程：2月10日 新松田(バス)～浅瀬入口（徒歩）

活動予定 

 

mailto:h.yoshi.green@lake.ocn.ne.jp
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～滝壺橋～ミツバ岳（834m）～権現山（1018m）～二

本杉峠～細川橋（バス）～箒沢荘（泊） 

2月11日 箒沢荘（バス）～新松田駅～上大井駅 

(徒歩スタート)～いこいの村～浅間山（317m）～不動

山（327m）～六本松跡～梅の里センター～下曽我駅 

＊1日目歩行時間4：40 歩行距離8.5km 高低差約600m  

＊2日目歩行時間3：15 歩行距離10km 

持ち物：地図・雨具・10日の昼食・水・寒さ対策グッ

ズ・その他登山、宿泊に必要な物・美味しいつまみ・

（飲み物） 

＊箒沢荘に直接行かれる方は新松田駅西丹沢自然教室

行き14時25分発のバスに乗車ください。 

箒沢バス停15時31分着）、次の15時50分発のバスは16

時56分着です。 

山へ登らずに直接箒沢荘へ行かれる方、又、翌日曽

我丘陵を歩かずに新松田で解散の方、大歓迎です。 

「酒こい倶楽部」と陰口をたたかれながらも、美味

しいお酒と山談議で多いに宴席も楽しみましょう。 

＊箒沢荘 ☎0465-78-3501 

 足柄上郡山北町中川728 1泊2食付5500円  

＊天候の具合でコース変更する場合があります。 

＊一部参加の方、その旨参加申し込み時に連絡願います。 

リーダー（辻・090-2228-8335）、サブリーダー（久保・

090-5311-1281） 

※申し込みは2月6日（火）までに辻さんまでお願いします。 

メール：a7t7g7masumi@alto.ocn.ne.jp 

電 話：090-2228-8335        （松井記） 

 

★■鎌倉風致保存会 

○みどりのボランティア 

 2月 3日（土）光則寺 

 2月 10日（土）建長寺回春院 

 3月 17日（土）十二所果樹園 

 3月 24日（土）御谷山林 

○覚園寺 

 2月 15日（木） 

○その他のイベント 

 2月 3日（土）歴史ウオーク  

 3月 24日（土）お話しサロン 

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、  

  8：10現地集合 

 2月 21日（水）御成中学、東勝寺跡 

  8：50現地集合、 

 2月 22日（木）深沢中学、中央公園 

  8：40現地集合 

 2月 26日（月）玉縄中学、中央公園 

  10：10現地集合 

 2月 28日（水）第 2中学、学校林 

  8：30学校集合    

 3月 1日（木）岩瀬中学、六國見山 

  8：30現地集合 

 3月 5日（月）手広中学、学校周辺林 

  12：50学校集合          （廣瀬記） 

 

★■湘南の森 

活動日：2月 9日（金）、24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」 

2月 10日（土）、25日（日）定例作業 

3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 

 

★■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 

a7t7g7masumi@alto.ocn.ne.jp
mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
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電 話：090-1542-2154  

2月 3日（土）、19日（月）、26 日（月）10:00～14:30 

3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） 

 

 

 

■新規合格者歓迎会 

日 時：1月 20日（土）10:00～19:30 曇のち晴 

参加者：57名（内、新規合格者（以下新人）12名） 

幹 事：大倉、鈴木、坂間 

概 要：多くの新人を迎え、歓迎会(自然観察会、オ

リエンテーション、懇親会)を無事に終了した。 

内 容： 

（１）自然観察会（10:00～14:00） 

コース：小田急多摩線はるひ野駅～多摩よこやまの道

～地～湧水池～黒川青少年野外活動センター 

参加者：42名（内、新人 9名） 

曇ってはいたが、風がなくまずまずの観察日和だっ

た。全体を 4班に分け、大橋、日比野、大倉、坂間の

各班長がコース図を配布して説明した。 

 はるひ野駅（川崎市麻生区）を出発し、多摩よこや

まの道まで緩やかな坂を登った。シデコブシの大木を

観察し、コナラ・クヌギ・シラカシなどが混交して茂

る尾根道を散策した。この道は、古代より武蔵野と相

模野の双方を眺められる高台として、また西国と東国

を結ぶ交通の要衝として活用されてきた。また暮らし

の道でもあり、多摩の農村風景が所々に残され、尾根

沿いに残された樹々の萌芽更新はここが里山であった

ことを物語っている。 

 

       尾根道を進んだ 

 

里山から湧水池を見おろす 

 

またこのあたりは、万葉集で望郷や別れを惜しむ道

筋として詠われている。古代、国防警備の目的で北九

州に配置された防人たちは東国から陸路で九州に向か

った。再び生きては戻れない覚悟の彼らが、この地の

尾根で故郷を振り返りながら、家族との別れを惜しん

だ。この地を詠んだ万葉集の例を参加者に紹介した。 

「赤駒を山野に放(はが)し捕(と)りかにて 多度の横

山徒歩(かし)ゆか遣(や)らむ」万葉集 巻 20 4417。

作者は防人の妻であり、意味は、「山野に放牧してい

た赤駒が逃げてしまい捕らえられないため、夫に多摩

の横山を徒歩で行かせることになるのだろうか」であ

る。 

尾根道から谷戸に下りて、湧水池でのムクノキ、マ

ンリョウなどを観察した。続いて相模川を水源とする

神奈川県企業庁管轄の柿生水力発電所や地神塔、庚申

塔から成る石塔群などを説明し、見晴らしのよい真光

寺公園（町田市）で昼食を取った。全員で記念撮影後、

オリエンテーション会場に向かった。 

 

（２）オリエンテーション（14:30～17:00） 

場 所：黒川青少年野外活動センター 集会室 

参加者：44名（内、新人 9名） 

以下順番で JFIKの活動を紹介した［（ ）内はプレ

ゼンテーター］。理事長挨拶（菅原）、組織および事務

局（中澤）、企画部会（品川）、研修部会（佐藤(憲)）、

事業グループ（森林教育部会）（田中(真)）、事業グル

ープ（森林保全部会）（和田）、 安全部会（梶浦）、

会報・神奈川自然情報（福田）、 山こい俱楽部（辻）、

お話サロン（山路）。最後に新人からの自己紹介があ

活動報告 
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り、どのように試験に取り組んだか、また今後の抱負

が述べられた。 

 

     オリエンテーションの様子 

 

（３）懇親会（17:30～19:30） 

場 所：「魚民」新百合ヶ丘北口駅前店 

参加者：39名（内、新人 8名） 

大倉の司会進行で挨拶（菅原）、乾杯（佐藤（憲））、

三本締め（梶浦）の順に進め、途中新人のユニークな

自己紹介をはさみながら親睦をはかった。 （坂間記） 

 

■神奈川の身近な自然を訪ねて  

「城ケ島の水仙と海岸の自然を楽しむ」 

日 時：1月 27日(土) 10：00～15：00 

（1月 24日(水)は強風予報のため中止） 

参加人数：38名 

スタッフ：10名：吉原、山路、松井、小池、久野、鈴

置、坪池、山口（正）、杉山、菅原 

 24 日予報は強風のため中止になったが、27 日は記

録的な寒さにもかかわらず大勢の方に参加いただいた。

バスで三崎漁港、城ケ島大橋を通りバス停・「白秋記

念碑前」からスタートした。1980 年代は観光客が最高

200 万人/年も訪れたが現在は約 93 万人程度とのこと

だが、巨大な駐車場も整備されている。「松虫の さ

さで寝る戸や 城ケ島」（松本たかし）と詠われた趣

のある風情も人工的に改造されてしまったようだ。常

緑樹の緑の葉以外あまり彩の無いハイキングロードに

はセンダンの実、フウトウカズラの赤い実がひときわ

目立っていた。カワヅザクラはすでに葉桜になりかけ

ていた。キダチアロエの鮮やかなオレンジ色の花も目

を引いた。城ケ島には約 30 万本の「ヤエズイセン」

が植栽されているが、園内のニホンズイセンの突然変

異で発生したもので、たまに先祖返りしたニホンズイ

センが見つかると抜いて処分しているとのことだ。現

在はほぼ 100％ヤエズイセンだとのことだ。花も終盤

に近いが、参加者の皆様は一面に漂う甘い香りを楽し

んでいるようだった。よく手入れされたクロマツが皆

北側に傾いており海からの風の強さを感じることが出

来た。「スイセン祭り」の一環で、公園事務所脇では

特産の地元野菜の販売所も設けられていた。 

 

       スイセンの道を歩く 

 

クロマツ並木を通り、「うみのね広場」、「ピクニッ

ク広場」へと向かった。両脇のアズマネザザの一斉枯

れがやけに目立つ。更新の時期に来ているのだろうか。

芝生の上ではツグミやハクセキレイがせわしく餌をつ

いばんでいた。城ケ島の東端「安房埼灯台」を見下ろ

せるところまで到達した。剣崎灯台越に鋸山、さらに

房総半島が一望できた。城ケ島は鎌倉時代三浦水軍の

本拠地で、戦国時代は北条早雲によって滅亡され、そ

の後北条と安房の里見水軍と戦った歴史のある場所だ。

天気のおかげか房総半島を間近に見ながら、しばし皆

様と往時の戦の様子に思いをはせた。展望台からは富

士山の雄姿、頂上付近に冠雪をいただいた伊豆大島も

はっきり見ることができた。 

 昼食後、ウミウの展望台に向かった。多くのウミウ

が羽を休めている様子が観察された。さらに急な階段

を下り「馬ノ背洞門」にでた。関東大震災当時 1.5ｍ

ほど隆起して陸化してしまい、震災以前は小舟で洞門

をくぐることが出来たようだ。すぐ脇の藪の部分を良

く見ると 3段になっているのがわかる。数千年をかけ

隆起しては平らに削られ次々と沼面状態に出来上がっ

てきた様子も見ていただいた。 
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         馬ノ背洞門 

 

春、一斉に芽吹くであろうハマユウ、ハマゴウ、ハ

マヒルガオなど、海浜植物の生存戦略についても皆様

に考えていただいた。約 1200～4000 万年の三崎層、

300～400万年前の初声層の断層部分も見ていただいた。

気の遠くなるような時間をかけ、海底火山で作られた

凝灰岩が地上に押し上げられ、現在目の前で見られる。

自然現象にはいつも驚かされる。火炎構造、貝や石が

削った穴、スランプ構造なども見ていただいた。予報

に反して快適な天候に恵まれ、終日楽しく観察するこ

とができた。三崎漁港で買い物をされる方もいて、バ

ス停で解散した。           （菅原記） 

 

■四季の森公園 

「自然を訪ねて～春を待つ生き物たち～」 

日 時：1 月 21 日(日) 晴  

観察会 10:00～14:30  お粥提供 14：30～15：30 

参加者：一般 48 名（内こども 17名） 公園職員 1 名  

JFIK：小池（リーダー）、日比野（サブリーダー）、松

井（サブリーダー）、広川（サブリーダー） 他 16名 

概要：一見、全てが眠っているように見える森の中だ

が、生き物たちはしたたかに春に向けて準備を進めて

いる。そんな生き物たちの密かな営みとして、冬芽（ふ

ゆめ）をメインテーマとして観察した。観察の後は、

七草粥で春の息吹を味わった。 

先ず、参加者に予備知識を理解していただくため、

小池より解説があった。冬芽には「被い」で保護され

ている鱗芽(りんが)(コブシ、コナラなど)と「被い」

のない裸芽（らが）（エゴノキ、ムラサキシキブなど）

がある。また、「被い」は種々の形があり、1枚で帽子

のように全体を包んでいるものやコナラなど十枚以上

重なったもの、コブシなど毛皮のコートを着ているも

のなどがある。アジサイは裸でも凍らないように不凍

液を蓄えている。さらに、冬芽には葉芽と花芽があり、

それらが明らかに分かれているキブシやマンサク、そ

れらが一つになっているニワトコなどがある。 

観察場所は、はす池、あし原湿原周辺とした。全体

を四班に分け、小池班と松井班は反時計回りに日比野

班と広川班は時計回りに観察した。 

 

観察の様子 

 

今回の観察対象である冬芽は比較的小さいので、参

加者にはルーペを持ってもらい、この公園にあるコブ

シ、コナラ、エゴノキ、ムラサキシキブ、キブシ、サ

ンシュユ、マンサク、ニワトコ、アジサイなどの冬芽

を紹介した。 

 

コブシの鱗芽 

 



JFIK 会報 2018 年 2 月号 

- 7 - 

 

 

    ミツマタの蕾も膨らんできた 

 

キブシには雌雄があり、それらの冬芽の違いも実物

で説明した。植物が落葉したとき、茎の表面に残され

る跡である葉痕（ようこん）も、顔のかたちに見えて

面白いので適宜紹介した（ヤマグワ、ハナイカダなど）。

冬籠りしていた、コナラの幹のヨコヅナサシガメとト

イレ付近のナミテントウの高密度集団はこども達の興

味を引いたようだ。 

観察会後に、JFIK大橋、鈴置、大倉が公園北口事務

所で料理したアツアツの七草粥を参加者や他の来園者

に提供した。春の七草はセリ、ナズナ、ゴギョウ（ハ

ハコグサ）、ハコベラ、ホトケノザ（コオニタビラコ）、

スズナ（カブ）、スズシロ（ダイコン）である。 

天気も良く、多くの人に参加してもらい、用意した

七草粥も完食されて大盛況であった。  （坂間記） 

 

         七草粥提供 

 

■四季の森公園 

里山アカデミー「野草ガイド入門講座」第 5回 

日 時：1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 14 名（6 名欠席）、公園から小野澤副

所長、JFIK鈴置、野牛、福田、品川 

概 要：年が改まって暦はまだ７日、この寒さの中で

も元気に野外観察を開催しました。開講時に小野澤さ

んから、最終回のワークショップと次の四季守マスタ

ー塾募集案内の紹介がありました。今日は講師の都合

で変則時間割とし、講義は午前中前半に鈴置さんの座

学、このあと園内でガイドの実技を見てもらいました。

園内実技で今回取り上げた植物は、ロウバイ、スイセ

ン、ロゼットの他、沢山の冬芽がとりあげられ好評で

した。 

 

鈴置講師の観察実技 

 

昼食をはさんで野牛さんの座学が１時間、テキスト

を使いながら事例で説明する熱弁を拝見しました。講

師の話題にフィールドが登場すると、これが受講生の

興味を掻き立てたようで、アンケートにもそのような

感想が見られました。特に森の手入れの話題がとても

面白く感じました。 

 
野牛講師の座学 
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その後、品川が「ケッペンの気候区分と日本の気象」

を解説しました。さらに 3月 4日開催のワークショッ

プに関する質問があったので、再度進め方を解説して

終了しました。最後にアンケートを記入していただき

ました。               （品川記） 

 

品川講師の座学 

 

■山こい倶楽部第 39回「大山」 

実施日：1月 8日(月・祝)曇のち雪、雨 

コース：秦野駅(8:35バス発)→蓑毛→ヤビツ峠→大山

(11:45)→唐沢峠→広沢寺温泉入口バス停(15:30) 

参加者：13 人 境（リーダー）、 久保(サブリーダー)、

松井、田中(文)、山路、辻、伊東、引田、久野、吉原、

鈴木、角田、松山 

概 要：大山(1,252m)は、山容が非常に美しく特徴的

なため、古くから山岳信仰の対象や航海の目印になっ

ています。また特に「大山詣（おおやままいり）」と

言われ受け継がれている、鳶などの職人達が江戸から

巨大な木太刀を担いで運ぶといった、他に例を見ない

参拝方法が、近年、文化庁により日本遺産に認定され

ました。 

境リーダーの案内で蓑毛道へ 

数日前まで当日の天気予報は雨でしたが、当日は曇

り空の中、午後から降水確率が高くなるとのことで、

蓑毛バス停を降り、足早に登山道へ。 

蓑毛からの上りは、名水の涌水地や、ヤビツ峠を経

由しながら、所々に眺望の良い尾根を歩き、途中、林

の中に数羽のウソを見ることができました。 

山頂は奇跡的に天候に恵まれ、相模湾や房総・伊豆

半島、東京スカイツリーのほか、遠く筑波山まで眺め

ることができ、感動しました。 

 

山頂にて記念撮影 

 

昼食の後、唐沢峠までの下山路の途中、まるで樹木

に果実が実っているのではと錯覚するほどのツルウメ

モドキの群生を楽しみながら下山しました。 

 

ツルウメモドキの楽園 

 

また、今年の初雪(牡丹雪)に巡り合えたのも感動で

した。全行程、予定通りの充実した山行となりました。 

                    (松山記）  
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■鎌倉風致保存会 

〇みどりのボランティア 

1月 13日(土)十二所果樹園 

参加者：17人(JFIK黒川、松尾) 

 新年の最初は果樹園のウメの剪定と灌木の伐採です。

冬の内にササも含め、日が入るように刈り取ると、春

の草花の数が多くなる様です。冬は藪の中にも入り易

く作業には良い時期です。 

1月 20日（土）大仏切り通し 

参加者：16人（JFIK黒川、松尾、廣瀬） 

 短いですが昔の姿を良く残し、この所観光客が増え

て来た切通しです。踏まれる為か路のササが少なくな

った様です。狭く急な両岸の崖に伸びる灌木やササを

除伐し、垂れ下がりを抑えます。安全で歩き易くなり

ました。 

1月 27日（土）東勝寺跡 

参加者：15人（JFIK松尾、廣瀬） 

 来月の中学生ボランティアで使うので、中央部を手

付かずに残し、周りの崖の枯れ木や密生灌木の伐採を

行いました。狭い谷間の為、日当たりがあまり良くな

いのでアオキ、シュロ、モチ、ヤツデなどが多い。平

地には枯れた太いセンダングサやカラムシの茎が残り、

大鎌で刈ります。夏には又凄い草原になりそう。腹切

りヤグラは相変わらず人気があります。 

 

〇その他のイベント 

1月 27日（土）お話しサロン 

演者：梶浦雄介さん 

演題：“とりとめのない四方山話―土木についてー” 

と題して森林インストラクター梶浦さんにお話を頂き

ました。土木構造物を何の為に地球の上に作るか？災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

害を防ぐ為➡堤防、堰堤など。人々の生活を便利にす 

る為➡発電所、下水処理場、浄水場、道路、鉄道など。 

まずは少々硬い土木の基本から入りその構築物の必

要とする条件の話に展開します。物の性質と壊れ方の

話、それから気象条件、地震などの災害による破壊に

耐えなければならない事、過去の地震、台風、噴火、

津波などと構築物の事例が示されました。 

 梶浦さんは仰います“実は子育て中のお母さんに聞

いて欲しいのです”土木を志す学生が減っている、土

木の良い事、為になる事、それに土木は地球との関わ

りで楽しい事を知ってもらい子育てに生かしてもらい

たい、との事です。確かに土木は地味な響きがありま

すが遣り甲斐は大きく応援したくなりました。女性の

進出も期待します。 

 土木志向の女性を“ドボジョ”と言うそうです、新

幹線も旅客機も女性が操縦する時代です、建築現場で

凛々しい女性の姿が日常となる日を期待します。 

（この項、花本記） 

（全体は、廣瀬記） 

 

 

 

 

 

 

  

大山尾根筋からの眺望 
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■湘南の森 

1回目 

1月 12日(金)10:00～15:30 曇 

参加者：相原、井上、臼井、小長井、佐藤(憲)、田中

(文)、高久、高松、田中(善）、土屋、仲手川、埴原、

山口、吉井、和田 （下線は JFIK会員） 

活動概要 

テングス病にかかったサクラの伐倒と病巣枝の処分、

一昨年植樹したニシキウツギなどの枝の整理などを行

いました。ほかにキツツキの巣穴 2個の大きさなどを

調査しました。 

 

      テングス病のサクラ 

 

2回目 

1月 27日(土) 10:00～15:30 晴 

参加者：臼井、小長井、小林、杉山(徹)、田中(文)、

田中(善）、高久、高野、高松、仲手川、松田、吉井、

和田  （下線は JFIK会員） 

活動概要 

以前から放置されていた切り株を地際で 13 本切り

取り処分し景観をよくしたほか、つる草やササを取り

除きました。アサギマダラの食草であるキジョランな

どの植生地保護のために囲いを作りました。 

ウメに混ざってカワヅザクラが花を開き、園地では

トウダイグサも咲き始めました。     （吉井） 

 

■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：1月6日（土）10:00～15:00 

参加者：39名（JFIK18名、一般15名、横浜メダカの会

6名） 

作業内容：  

●定例作業参加全員を対象にロープワーク、安全研修 

●3班に分かれてモウソウチク伐採作業 

●横浜メダカの会による水生生物・水質の調査 

 

     午前中、安全研修を実施 

 

       

今回の参加者 

 

 

       モウソウチクの伐採 
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作業2回目 

日 時：1月15日(月) 10:00～15:00 

参加者：13名（JFIK8名、一般5名） 

作業内容：2班に分かれてモウソウチク伐採、および

道具小屋の防腐材塗り 

 

       伐採作業の様子 

 

 

      道具小屋の防腐材塗り 

 

作業3回目（1月22日(月)）は、雪のため中止とした。 

 

定例作業の他に、次の催しを実施した。 

1月11日(木)は、名瀬小学校4年生90名の里山学習を実

施 

 

 

1月13日(土)は、もちつき大会があり、名瀬谷戸の会

はタケの切断体験とネイチャーゲームで参加した。 

 

    タケの切断体験、お土産とした 

 

  ネイチャーゲーム「私はだーれ」を楽しんだ 

           （福田記） 
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29 期 松並 実洋  

はじめまして。29期森林インストラクターの松並実

洋（まつなみ みなみ）と申します。私は 2歳と 5歳

の子供がいる専業主婦です。高校は普通科、大学は工

学部、職業は専門職でした。登山経験もキャンプ経験

も、もちろんボーイスカウトの経験もありません。樹

木に接点のない私がなぜ森林インストラクターを目指

したか、今回自己紹介も兼ねて自分の原点について語

らせていただきます。 

私の実家は自営業でした。私が生まれる前に祖母は

亡くなっており、従業員だった祖父の従妹にあたる K

さん（以後、ばあちゃん）が祖母代わりでした。4 歳

の頃からばあちゃんの家に泊りがけで通っていたこと

が私の最初の自然への憧れと親しみを感じる機会だっ

たと思います。 

ばあちゃんの家に行く

にはバスに乗って終点で

降ります。道幅が狭く舗

装も少し乱暴になった里

山を子どもの足で 30 分

程行くとばあちゃんの家

です。家に着くと休む間

もなくばあちゃんは背負

い籠を背負って裏山を登

ります。ばあちゃんの裏 

ばあちゃんの家   山には、ばあちゃんが少

しずつ切り開いて作った小さな畑とウメの木、短く刈

られた草の道の先にはミカンの木、イノシシが作った

であろう、けもの道とその奥には竹藪があります。畑

に行くまでにフキを採ったり、ミツバや種がこぼれて

生えた大葉を摘んだりしました。畑仕事をしつつ秋に

はスダジイの実を拾って食べたり、冬にはフユイチゴ

を探したりと、四季のある遊びは幼稚園や小学校では

体験できないものばかりでした。 

今では子どもに刃物を持たすことは躊躇われる時代

ですが昔の人は大らかだったのでしょう、幼い私にも

鉈や鎌を持たせてくれ、竹になる途中の伸びたタケノ

コを切ったり、草刈りの手伝いをさせてくれました。 

ばあちゃんの家のお風呂は灯油ボイラー焚きでした

が、薪をくべる口もついていました。お風呂を沸かす

と称して火遊びができるのです。最初にどうやったら

火がうまく回っていくかを教えた後は「ばあちゃんは

ご飯の準備すっから」とばあちゃんは火の番を私に任

せます。子ども心に信頼されているのがわかり、誇ら

しかったことを今でも覚えています。自分の扱いきれ

る大きさの火を面倒見ることはいつまでも飽きない遊

びでした。 

夜になると家のまわりには電灯がほとんどなく星明

りがきれいでした。夜空よりも暗い木々の影、虫たち

の声、むせ返るような草の匂い。そういったものを教

えられるのではなく自然に感じさせてもらったばあち

ゃんの家での生活は今でも私の中に深くあります。 

現在、暮らしの中心にあった山、刃物、火がない時

代になりました。今そういったことを子どもたちが体

験する機会は一つのレジャーイベントになっている気

がします。そこに違和感を感じはじめた頃、偶然森林

インストラクターの方の講座に参加しました。特別な

ことをしなくても公園などの身近なところから自然の

不思議さや美しさを感じることができることを知り、

もっと学びたいと思いました。そしてそのご縁から小

学校の野外活動の補助もやらせていただきました。草

木を触るたびに生き生きとする子どもたちを見て私の

やりたかったことはこれだ！と思い、森林インストラ

クターの資格を取る決意をしました。 

 

現在私は家族の協力

もあって「まずは親が

自然を楽しんだら子供

はもっと豊かになる」

をモットーに子育て世

代を中心に自然あそび

（自然観察会）を開催

しています。今後は森

林インストラクターと

して教育機関へアプロ 

ーチしていきたいです。 ばあちゃんと子供達と 

そしてもっと多くの事を学び、伝えていきたいです。

これからどうぞよろしくお願いいたします。 

    

※次号（3月号）のリレーエッセイ執筆は、 

29期 横山俊輔さんの予定です。 

リレーエッセイ 
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「実とタネ キャラクター図鑑」 

 

多田多恵子著  

2017年 成文堂新光社 定価 本体 1400円＋税 

 

いろいろな植物たちの知恵や工夫がわかります。タ

ネの色や形がさまざまでそれぞれに特徴や魅力がある

ようです。自分では動けないので動物、昆虫、風、水

などを巧みに使って動く方法は実に見事です。 

この本では特徴を序章から 10 章に分けて、それぞ

れを説明しています。例えば、次のような内容があり

ます。 

「1 章ふわふわダネ」では、綿毛のあるタネを紹介

しています。綿毛にもいろいろあります。ガガイモの

毛はタネの一部が変化したもので種髪と呼ばれます。

チガヤの毛は実の基部から生じた基毛です。タンポポ

の毛は萼片が変化した冠毛です。 

「2 章ひらひらダネ」では、翼を利用してゆっくり

と舞い降りながら移動するタネです。カエデの実はプ

ロペラのようにクルクル回転しながら舞い子供たちに

も人気です。 

「9 章きれいダネ」にあるセンリョウもおもしろい

です。センリョウ科は日本にはセンリョウ、ヒトリシ

ズカ、キビヒトリシズカ、フタリシズカの 4種があり

ます。花被がなく 1～3 個の雄しべと 1 個の雌しべで

できています。センリョウの赤い実には黒い点が二つ

あり、柱頭と雄しべの跡が点となって残ったものです。 

その他いろいろな実を紹介しているのでまとめとし

て読んでみてはどうでしょうか。（獏） 
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会員異動 

＜1月度の会員異動＞ 

1月 31日現在会員数 164名 

 

平成 30年度（2018年度）会費納入のお願い 

会計担当からのお願いです。日頃より JFIK の会計に

関しては大変お世話になっております。  

平成 30年度（30年 1月～12月）の年会費として 3,000

円を下記口座にお振込頂きたくお願い致します。尚、

会報郵送者の方は 4,000円となります。 

 会費振込口座：横浜銀行 戸塚支店（359） 

 口座番号：普通預金 6174917 

 名義：NPO法人全国森林インストラクター神奈川会  

2月 17日(土)の総会において、会場でも年会費をお受

け致します。（会計担当 田中（真）、昆野、石川）  
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1 月の大雪、普段からオートバイ通

勤の私は、数十分の徒歩と電車通勤

を余儀なくされましたが、登山靴が

滑りにくくて、とても役に立ちまし

た！ (松山) 

1 月 22 日に大雪となりました。翌朝

は好天になり近所を歩いたら雪を付

けたツバキ、サザンカ、ロウバイが

煌めいてとてもきれいでした。たま

の雪は嬉しいかも。(福田) 

編集後記 

フクジュソウ(2017.2.3昭和記念公園)       ジョウビタキ(2017.2.3昭和記念公園)  



5 6 7 8 9 10 11 建国記念の日

12 振替休日 13 14 15 16 17 18

2

19 雨水 20 21 22 23 24 25

月

26 27 28 1 2 満月 3 4

5 6 啓蟄 7 8 9 10 11

3

12 13 14 15 16 17 18 彼岸

月

19 20 21 春分の日 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 満月 1

4

2 3 4 5 清明 6 7 8

月
四季の森公園）下見名瀬谷戸の会

日

名瀬谷戸の会 身近な自然を訪ねて（1/2） 月例会 身近な自然を訪ねて（2/2） 四季の森公園）特定植物 サクラ

月 火 水 木 金 土

四季の森公園）四季守マスター
さがみの森）定例作業

名瀬谷戸の会 身近な自然を訪ねて）下見 湘南の森）定例作業
鎌倉）御谷山林、お話サロン

室内勉強会 鎌倉）十二所果樹園

山こい倶楽部）箒沢荘（2/2）
四季の森公園）下見

会報発行 湘南の森）定例作業 山こい倶楽部）箒沢荘（1/2）
さがみの森）定例作業
鎌倉）建長寺回春院

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

2ヶ月 予 定 表　 2018年2月5日～2018年4月8日
日火 水 木 土月 金

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


