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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理事長就任挨拶
この度理事長を仰せつかりました、中澤均です。
当会は、この 4 月で発足 10 周年を迎えます。発足から欠かさず毎月発行されてきた会報
も、今号で 120 号を迎えました。また私自身、今年で森林インストラクター10 年目になり
ました。この記念の年に理事長を仰せつかったことには、何か意味があるのかと考えます。
当会の発足に当たっては、
先輩森林インストラクターの方々の大変な努力がありました。
その後の 10 年間には会員皆様の尽力により、自然観察会、森林保全活動、環境教育等、活
動の場と分野が大きく広がってきました。また、平成 27 年 4 月には NPO 法人化もなされ、
法人としての安定運営、森林インストラクターの知名度向上・地位向上にも貢献したもの
と思います。一方、社会的責任の重大さも増しました。
これからは、事業を通じて社会的責任を更に果たしていくことはもちろんですが、会員の皆様が、各事業に
参加し易く、楽しく活動が出来ることを目指します。また、事業だけでなく、自然好きな皆様が、会の活動に
気軽に参加でき、スキルアップも図れる仕組みを作ってまいりたいと思います。
事業の拡大につれて、事務局、会計、会報発行、ホームページ管理、安全管理など、裏方の業務も益々増え
てまいります。これらの業務はどうしても特定の方に負荷が掛かり易いのですが、会員の皆様の協力をいただ
きながら、更に改善を図っていきたいと思います。皆様の益々の支援をお願いいたします。
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■室内勉強会「安全講習会」

活動予定

日

時：3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

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。

講

師：JFIK安全管理責任者 梶浦雄介（22期）

★■神奈川の身近な自然を訪ねて

概

要：テキスト「子どもたちと森のステキな出会い

「陽春の矢倉沢往還・大山道を歩く」

のために～森林体験学習活動を安全に行うためのQ&A」
を使って主催者、指導者としてどう考え行動するか勉
強していきたいと思います。普段から安全、リスク回
避に関心のある方はもちろん、
「あまり興味ないな」
「危
ないところに行かないから大丈夫」という方々等、特
に今年からJFIKのメンバーに加わった方々の参加をお
願いします。（講師記）
参加費：500円
※皆様の積極的な参加をお待ちしています。資料準備
のため、前日までに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）

＜下見＞
日

時：3 月 22 日（木）

■山こい倶楽部第41回「箱根外輪山」

集

合：小田急線 鶴巻温泉駅 北口改札口 10:00

今回は箱根外輪山の西側（静岡県側）を歩くコース

（※南口改札口ではありません）

で、静岡の人たちの箱根権現への参詣道を辿ります。

＜本番＞

今回の見所は深良水門。駿河国駿東郡深良村（今の

日

時：3 月 28 日（水）・31 日（土）

裾野市）の人たちは芦ノ湖の水を村に引いたら水田を

集

合：小田急線 鶴巻温泉駅 北口改札口 9:10

うるおし
（８千石）
豊かになるであろうとの思いから、

（詳細は別途連絡）

江戸幕府や芦ノ湖の水の権利を持つ箱根権現に願い出
て、紆余曲折を経て1666年から4年の歳月を経て完成

今回は山路さんが企画しています。

したものです。

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

今回のリーダーは田中さん、サブリーダーは松井。
期

円の参加費を負担してもらいます。

日：3月21日（水・祝）春分の日
＊中止の場合は前日の午後8時までにメールでお知

（下見時の CONE 保険は適用しませんので、各自で何

らせします。

らかの傷害保険・賠償責任保険にお入りください。）

集合場所：小田急線小田原駅改札口前
集合時間：7:50（8:10の桃源台行きに乗ります）

本番だけのご参加に関して参加費及び保険料の負担

コース：小田原駅8:10→桃源台（730m）9:30→深良水

はありませんが、一般参加者に関するお手伝い等をお

門10:00→湖尻峠（ウミジリ）10:30→静岡の人たちの

願い致します。

箱根権現への参詣道→三国山（1101.8m）ブナの大木

是非、本番にはご家族やご友人をお誘い下さい。

あり（昼食）11:00-12:00→箱根峠→箱根町16:00→小

一般の方の申し込みは、
参加コース名、
参加年月日、

田原駅17:00

名前、住所、電話番号、高校生以下は学年を書いて申

歩行時間：4時間30分 標高差:370m

し込みください。
詳細はホームページをご覧願います。

歩行難易度：一般のハイキングコース

（昆野記）
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に必要な持ち物
担

JR 橋本駅南口（マクドナルド前）に集合して車での

当：リーダー田中 サブリーダー松井

送迎になります。

(菅原記)

※申し込みは3月18日（日）までに松井までお願いし

申し込み：
「さがみの森事務局」

ます。

電

メール:ma1950koji@yahoo.co.jp

メール：sagami@moridukuri.jp

電話：070-2811-7267

話：03-3868-9535、FAX：03-3868-9536

（松井記）
★■名瀬谷戸の会

★■鎌倉風致保存会

名瀬谷戸の会の作業は下記の通りですので、参加希

○みどりのボランティア

望の方はメール又は電話で会長の田中（真）まで事前

3 月 17 日（土）十二所果樹園

にお知らせ下さい。

3 月 24 日（土）御谷山林

メール：m.tanaka@feel.ocn.ne.jp

○覚園寺

電

3 月 15 日（木）

話：090-1542-2154

3 月 3 日（土）、19 日（月）、26 日（月）10:00～14:30

○その他のイベント

4 月 7 日（土）
、16 日（月）10:00～14:30

3 月 10 日（土）会員総会

集合場所：久右衛門邸

（田中（真）記）

3 月 24 日（土）お話しサロン
演者：高橋政夫さん

活動報告

演題：開花直前！桜の事～、季節感と行事について
〇中学生緑のボランティア

■神奈川の身近な自然を訪ねて

予定

「小田原文学館など小田原城界隈を巡る」

3 月 1 日（木）岩瀬中学、六國見山

日

8：30 現地集合

時： 2 月 22 日（木）10:00～15:00 曇
2 月 24 日（土）10:00～15:00 晴

3 月 5 日（月）手広中学、学校周辺林
12：50 学校集合

場
（廣瀬記）

所：参加者数：79 名（22 日及び 24 日の合計）

スタッフ：16 名(菅原、山路、松井、大橋、昆野、小
池、田中（真）、吉原、伊東、杉山、広川、坂間、鈴

★■湘南の森

置、河野、西岡、久野) 順不同

活動日：3 月 9 日（金）
、24 日（土）

コース：JR 小田原駅→小田原城址公園→報徳二宮神社

集

→清閑亭→小田原文学館（昼食）→伊藤博文邸跡→正

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

恩寺→御幸の浜→小田原城址公園

参加ご希望の方はメールで吉井までお知らせください。

概

メール：yoshiit@green.ocn.ne.jp

24 日（土）は 5 班体制により上記コースで出発した。

湘南の森の活動報告、予定や写真は次のホームページ

要：JR 小田原駅に集合、22 日（木）は 4 班体制、
まず、最初の目的地である小田原城址公園ではたく

をご覧ください。

さんのユリカモメ、カルガモとコイが二の丸東堀で我々

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

一行を出迎えてくれ、そこの石垣には江戸時代から歴

活動日は原則として毎月第 2 金曜日と第 4 土曜日です。

史がある古典園芸植物で且つ地上の植物の生きている

（吉井記）

化石と言われているマツバランを観賞した。小田原城
は 1500 年ごろに戦国大名小田原北条氏の居城となっ

★■フォレスト21「さがみの森」

てから、豊臣秀吉の来攻に備えて城下を囲む約 9km の

3 月 10 日（土）
、25 日（日）定例作業

総構（そうがまえ）を完成させると城の規模は最大に

4 月 14（土）
、22 日（日）定例作業

達し、日本最大の中世城郭に発展した。江戸時代の小

森林保全作業実践の場として活用ください。6 日前

田原城は徳川家康の家臣である大久保氏を城主として

までに申し込んでください。

迎えたが、城の規模は三の丸以内に縮小された。明治
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3 年に廃城となり、ほとんどの建物は解体され、残っ
ていた石垣も大正 12 年(1923 年)の関東大震災により
ことごとく崩れ落ちてしまった。現在の小田原城は、
本丸・二の丸の大部分と総構の一部が、国の史跡に指
定された本丸を中心に城址公園として整備され、昭和
35 年(1960 年)から天守閣が復興、そして常盤木門、
銅門、馬出門が徐々に復元され、天守閣の来館者のた
めの耐震補強工事が平成 28 年 4 月に終了したばかり
である。小田原城の本丸・二の丸周辺には、その歴史
を感じさせる巨木であるクロマツ、アカマツ、イヌマ
キ、ヒノキ、クスノキ、ヒマラヤスギ、ビランジュ等
に圧倒された。

小田原文学館
そして最後の目的地である 25 代・650 年以上も続く
老舗の薬屋の小田原外郎（ういろう）を訪ね、1885
年に建てられた蔵にある博物館では、戦国時代に北条
早雲に招かれ京都からやってきた外郎家の 25 代にわ
たる歴史、一子相伝の薬「透頂香」と接待用に作られ
ていたお菓子のういろうについての説明に耳を傾けた。
今回のコースではいろいろな巨樹の観察を堪能し、
今が盛りのウメとカワズザクラの花を満喫した。また
小田原の由緒ある場所での歴史と文化に浸り、そして
小田原の蒲鉾や干物の買い物を楽しむことが出来て、

小田原城址公園

参加者の皆さんにとってとても満足のいく一日であっ
た。

報徳二宮神社では、二宮尊徳翁の偉業を学び、創建

（田中（真）記）

百二十周年記念として平成 29 年に建立された両部鳥
居は辻村山林の樹齢約 300 年スギの大樹 4 本で作られ、

■室内勉強会「丹沢の動物調査」

その威厳を感じることが出来た。

日

時：2 月 16 日（金）18:00～20:00

小田原には明治以降、多くの政治家や文人などが別

場

所：かながわ県民活動サポートセンター

荘を構え、その代表の一つである清閑亭は小田原の町

講

師：岡林 良一氏（元津久井町町史自然部会動物

や相模湾を一望できる素晴らしい眺めに恵まれた場所

調査員）

に造られた。もう一つの代表である小田原文学館の建

参加者：梶浦、河野、後藤、昆野、坂間、佐藤（憲）、

物の本館は昭和 12 年スパニッシュ様式で建築され、

清水［東京会］、鈴木（康）、関（孝）、田口、中澤、

屋根瓦など本場スペインから取り寄せ、当時の小田原

西岡、久野、福田、藤原［東京会］、松井、山本（明）
、

町民をびっくりさせたと言われている。界隈には三好

横山、吉原、和田（昇）

達治、谷崎潤一郎、伊藤博文ほか多数が居を構え、そ
して明治天皇・皇后ゆかりの御幸の浜では海辺の散策

岡林さんは、津久井町内の哺乳動物の痕跡調査・自

を楽しみながら、その当時の歴史に思いを馳せること

動撮影調査を行っており、
冒頭の調査の説明に際して、

が出来た。

キツネから逃げるウサギ、疥癬にかかったタヌキ、巣
箱からカメラを見つめているモモンガなどの臨場感あ
ふれる動物たちの写真を披露していただきました。ま
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た、動物の排泄物について、
「溜めフンはタヌキ」
「キ

リーダーより参加者の皆さんに挨拶、四季の森公園に

ツネの尿はゴマ油のようなニオイ」などの特徴や、動

いる野鳥の種類や環境、発見の要領や観察の着眼点な

物による葉の食痕や足跡の見分け方の説明もありまし

どについて説明がなされ 3 班に分かれていただきスタ

た。

ート。

次にツキノワグマのヘアートラップ調査について説
明があり、体毛採取・分析による結果、丹沢には少な
くとも 33 個体が生息しているとの報告がありました。
また、調査の際に使用された蜂蜜を入れた缶を室内で
見せていただきました。缶には熊の歯により穴が複数
空けられており、熊が缶に執着していた様子が想像で
きました。
獣毛の同定についても説明があり、顕微鏡を通して
確認できる種ごとに異なる特徴を、調査写真を見なが
ら説明を受けました。
最後にツキノワグマの自動撮影動画を披露していた

カルガモの観察から

だき、躍動している熊の様子を確認することができま
した。

天候が良いわりに鳥の数が少なく、長く観察できた

山を歩いていても、なかなか哺乳動物とは遭遇する

のはジョウビタキの♀、キセキレイぐらいで班によっ

機会はありませんが、そこには躍動する動物たちが確

ては見られた野鳥、
見られなかった野鳥がありました。

かに存在しており、人と動物の存在と関係について考

最後にカワセミが近くに飛んで来て、エサを捕るた

えさせられる良い機会にもなりました。

（横山記）

めにダイビングをしたり、毛づくろいをしたりして、
サービス満点の行動を見せてくれたので、参加者の皆

■四季の森公園「自然を訪ねて～冬の野鳥～」
日

さんは写真を撮る等して喜んでいただきました。

時：2 月 18 日（日）10:00～12:00 晴

参加者：一般参加者 60 名、公園職員 1 名、JFIK13 名

観察された鳥：ジョウビタキ♀、ガビチョウ、コサギ、

日比野（リーダー）
、片山（サブリーダー）
、村山（サ

カルガモ、ハシボソガラス、ハシブトガラス

ブリーダー）

ハクセキレイ、キセキレイ、ルリビタキ♀、ヒヨドリ、

スタッフ：大倉、桐生、坂間、坂本、鈴置、花田、久

カワセミ、コゲラ、ヤマガラ、シジュウカラ

野、福田、嶺、横山

ドバト、キジバト、ミソサザイ?

リーダーの説明でスタート

ネコヤナギが咲いていた

風もなく穏やかな日曜日でした。10 時定刻に日比野
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■四季の森公園

四季守マスター塾第 7 回

の森でカンコウバイを観察、大回りしてカンザクラの

開催日：2 月 25 日（日）10：00～15：00

蕾を観察して、帰還し散会しました。

参加者：受講生 7 名（欠席 5 名）
、公園から小野澤副
所長、JFIK 品川
概

要：フィールドに出る前に「南方録」に登場する

生け花にしない花の解説をしました。茶道の奥行きの
深さを楽しんでいただきました。次いで、昨秋富山県
へバス旅行した際に車中で楽しんでいただいた「撫子
クイズ」を紹介しました。ことわざも使わなければ滅
びてしまうという趣旨はご理解いただけたようで、特
に植物にまつわる解説が好評でした。

赤く咲いたアセビを観察する
当日取り上げた植物は、次のとおりです。タネツケ
バナ、フキノトウ、オオイヌノフグリ、ヒメオドリコ
ソウ、ホトケノザ、ツクシ、サンシュユ、オニシバリ、
ウグイスカグラ、マンサク、セツブンソウ、フクジュ
ソウ、カンコウバイ、カンザクラです。

（品川記）

■山こい倶楽部第 40 回
座学の様子

「宿泊山行

ミツバ岳、権現山と曽我丘陵」

実施日：2 月 10 日(土)～11 日(日・祝)
10：30 から園内の課題植物を観察しながら受講生に

コース：(1 日目) 新松田駅(バス 8:25 発)→浅瀬入口

よるガイドの実技を行いました。北口広場でタネツケ

(徒歩)→滝壺橋→ミツバ岳→権現山→二本本杉峠→細

バナでは、コタネツケバナ、ミチタネツケバナの見極

川橋→箒沢荘 (宿泊)

めについて沢山のコメントをいただき、話題が沸騰し

(2 日目) 箒沢荘 (バス 8:50 発)→谷蛾駅(JR)→下曽我

ました。
これは帰路の水田でも再び話題になりました。

駅(徒歩)→六本松跡→不動山→浅間山→いこいの村あ

休憩所の先でオオイヌノフグリ、ヒメオドリコソウ、

しがら→上大井駅

ホトケノザを順に観察しましたが、日射が当たらず花

参加者：17 名、宿泊者 16 名、 2 日目「曽我丘陵」参

は開花していませんでした。また、先月は開花してい

加者 13 名 辻(リーダー)、久保(サブリーダー)、仲

なかったヒメウズが開花していました。今回も急がず

田(FIT:東京会)、佐藤(憲)、山路、田中(文)、梶浦、

に、
受講生同士の質疑も活発なやり取りが見受けられ、

境、角田、山口(久)、中澤ご夫妻、松井、吉原、鈴木

熱心さに圧倒された一日となりました。続けて開花し

(康)、坂間、引田

たばかりのサンシュユ、雌雄別株のオニシバリを観察

概

し、近くに開花していたベニバナマンサクを観察しま

企画されました。1 日目は新松田から西丹沢ビジター

した。ウグイスカグラとマンサクを楽しみました。特

センター行きのバスに乗り、浅瀬入口で下車、9:40

にマンサクはかやぶき屋根を支えるためには重要な素

から歩き始めました。丹沢湖畔の道路を 40 分ほど歩

材であることを理解していただきました。昼食後は、

き、滝壺橋を渡ったところがミツバ岳の登山口です。

沢山の開花したばかりのセツブンソウ、4 本だけ開花

登山道に入るといきなり急登が始まり、植林された杉

したフクジュソウを解説して学習しました。ふるさと

林の中のつづら折りの道をゆっくりと登って行きます。
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中腹を過ぎたあたりからは先月降った雪が残っており、

に下山しました。花の時期には早かったためか我々の

斜面にミツマタがちらほら現れてきます。更に登り、

他に登山者もなく、静かな山行ができました。FIT の

傾斜が緩くなるとミツマタの群落が出現、11:40 にミ

仲田さんはここからバスで新松田へ向かい、我々は箒

ツバ岳山頂に到着しました。山頂付近は一面ミツマタ

沢方面のバスが 1 時間後でしたので歩いて箒沢荘へ行

の群落です。ミツバ岳は 3 月下旬から 4 月に黄色いミ

くことにしました。舗装道路で軽い上り坂の最後の 1

ツマタの花が山一面に咲き誇ることで、近年多くの登

時間はさすがに足にこたえました。17:00 に箒沢荘に

山者が訪れるそうです。まだ花の時期には早かったの

到着。丁度天気予報通りに雨がポツポツﾂ降り始めま

ですが、白く小さな蜂の巣のような蕾が沢山膨らんで

した。

いました。ミツバ岳は個人所有の山で、昭和初期に内

宿ではビールを飲みながら順番に風呂に入り 18 時

閣印刷局(現在の国立印刷局)に納入するミツマタを栽

から大宴会(？)。 佐藤さんに運んで頂いた銘酒「〆

培するために植栽され、その後役目を終えたが伐採さ

張鶴」を始め「丹沢山」などの地酒を飲み交しながら

れることもなく成長したそうです。そういえば、小田

の山談義に花が咲きました。帰りの電車を気にしなく

原の印刷局で製造している五千円札の色は、卵黄色の

ても良く、仲間とワイワイ飲むお酒は本当においしい

ミツマタパルプを配合しているからだと聞いたことが

ものです。

ありました。一般登山客の入山を規制せず黙認してく

2 日目は 8:20 に箒沢荘を出発。夜半の雨が上がり、

れている地権者の方に感謝です。ミツバ岳の本当の名

薄いガスがかかった箒杉にお参りして巨木のパワーを

称は「大出山(おおだやま)」で、その「三椏畑(ミツ

いただき 8:50 のバスで谷蛾駅へ。谷蛾で中澤さんご

マタバタケ)」が勘違いしてミツバダケと呼ばれるよ

夫妻、山口さんと別れ、13 名が JR で下曽我駅へ行き、

うになったとのことでした。ミツバ岳の山頂で昼食、

曽我丘陵へ向かいました。

晴れて風もなく、尾根の西側には笠雲がかかった富士
山も眺めることができました。

ミツバ岳山頂付近のミツマタ群落
12:15 ミツバ岳を出発、権現山へ向かい 13:20 に二
等三角点のある権現山に到着しました。権現山からの

箒杉前での集合写真

下りは急斜面で、雪は柔らかいものの下の地面が凍っ
て硬く、木の根などが雪に覆われていて滑り易かった

下曽我駅では「曽我梅まつり」が始まっており、大

のでアイゼンを付けて慎重に下りました。なかには木

勢の人でにぎわっていました。曽我兄弟の菩提寺であ

の杖でグリセードをしながら下りを楽しんでいる強者

る城前寺に立ち寄り、梅林の中の坂道を登り、六本松

もいました。14:45 二本杉峠に到着。二本杉峠からは

跡へ。晴れて暖かい日差しに大勢のハイカーが散策し

山腹を巻く道をたどって下り、15:45 に細川橋バス停

ていました。途中の畑に白と黒のコントラストが美し
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い羽を持ったケリやジョウビタキなどの鳥が姿を見せ

アジサイを植える予定。裏山の回遊路も際を整理し少

ていました。ウメの花は全体的には３～５分咲きでし

しずつ広げました。

たが、種類によってはほぼ満開で、暖かくなって一気

2 月 10 日（土）回春院

に花が咲いたようでした。六本松跡から不動山入口ま

参加者：17 人（JFIK 黒川、松尾）

で行き、その近くにある元 JFIK 会長の内野さん宅の

今日は参加者も多いので旧回春院の広場とその先の

梅林で昼食。昼食後その梅林の管理を手伝っている佐

杉林のササ刈りを行いました。間伐により日が入るよ

藤さん等に内野梅林の案内と管理作業状況などのお話

うになるとササも灌木も元気になります。暫くは手が

を伺いました。

抜けません。息の長い作業です。
〇覚園寺
2 月 15 日（木）
参加者：JFIK 黒川、椎野、廣瀬、松尾、山路
竹林の間伐ですが、急斜面の作業は 2 人組で注意し
ながら慎重に進めます。傷んだもの、込み合った中の
古い物を選んで除伐します。枝を払い柵として土止め
に積みます。春にはタケノコが期待できるでしょう。
〇中学生緑のボランティア
もう 10 年以上になる年中行事、中学 3 年生が卒業
前に鎌倉の山（海も）などの手入れをして緑に感謝す
る行事です。

曽我丘陵から相模湾を望む

2 月 20 日（火）和賀江島
第一中学校 参加生徒：54 人、スタッフ 8 名（JFIK

13:00 に出発、不動山からアオキの生い茂る林道を

黒川、松尾、廣瀬）

歩き、浅間山を越えた農道からは大山、塔ノ岳などの

一中は山ではなく海岸の清掃です。最近は綺麗にな

丹沢の山々が見渡せました。14:10 にテニスコートや

ってきましたが、まだまだプラごみが問題、ガラス片

温泉宿泊施設のある「いこいの村あしがら」に到着、

など危険物と共に小さい破片まで拾います。ペットボ

少し休んで上大井駅へ。途中の炭焼き小屋で炭の窯出

トル、レジ袋も捨てない事が大事！

しをしていました。この日は天気も良くウメの花を楽

2 月 21 日（水）東勝寺跡

しみながら春うららの陽だまりハイキングでした。15:00

御成中学校 参加生徒 124 人、スタッフ 12 名（JFIK

に上大井駅に到着。15:31 の JR で松田駅に行き、そこ

黒川、松尾、廣瀬）

で解散しました。

御成中は今までは常磐亭跡でしたが、今年から広い

2 日間とも天候にめぐまれ、また、全員怪我などの

東勝寺跡に。3 グループ 3 か所の広場で平地の枯草と

トラブルもなく安全に下山でき、楽しい山行でした。

周りのササ、灌木を刈ります。大きいシュロや枯れ木

(引田記)

を皆で倒し、歓声が上がります。ノコギリなど使った
ことのない子供たちが結構早く覚え、玉切りして積み

■鎌倉風致保存会

上げます。フキノトウがもう顔を出しています。数人

2 月 3 日（土）光則寺

の生徒に“知っている？”と問いかけましたが、見た

参加者：13 人（JFIK 黒川、松尾、廣瀬）

ことがあるまでで正解はなし。鎌倉では身近な場所に

花の寺も今は一番少ない時期、でもロウバイ、ミツ

見られますが、
家庭でも学校でも教えていない様です。

マタ、マンサクなど早春の花が迎えてくれます。山ア

2 月 22 日（木）鎌倉中央公園

ジサイを一手に面倒を見ている住職の妹さんが咲いた

深沢中学校 朝の雨で中止

ばかりのセツブンソウの花を皆に見せてくれました。

2 月 26 日（月）鎌倉中央公園

今日は節分！墓地裏の斜面のササ、灌木を刈ります。

玉縄中学校 参加生徒：198 人、スタッフ 19 名、
（JFIK
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黒川、松尾、廣瀬）

■名瀬谷戸の会

予報では、
朝雨か雪！連続中止かと心配しましたが、

写真を中心にして作業状況などをお知らせします。

雨降らず実施。公園全体に散ってササ、灌木刈りに取

作業1回目

り組みます。さすが大勢の力、昔より真面目に取り組

日

む生徒が多い事もあり、どんどん綺麗になります。元

参加者：25名（JFIK10名、一般13名、横浜メダカの会

気な 3 人の男の子に立ち枯れの伐採に取り組んでもら

2名）

います。硬く手こずったがうまく倒し、見ている生徒

作業内容：

も歓声と拍手、切り子も満足そうでした。

・モウソウチク伐採保全作業 伐採本数40本

2 月 28 日（水）学校林

・モウソウチク開花調査の継続

第 2 中学校 参加生徒 64 人、スタック 10 名、2 中は

・横浜メダカの会のメダカ池の調査

時：2月3日（土）10:00～15:00

2 クラスでこじんまりした山の中の学校。畑の奥の竹
藪の整理とササ刈りです。畑はクラブ活動で野菜を作
っている様ですが、タケ、ササの浸食が止められませ
ん。年 1 回の作業ではなかなか難しいですが生徒もス
タッフも頑張って切り開きました。事務局長のササ、
タケの違い、タケのテングス病の話なども興味深く聞
いてくれました。もう校庭の玉縄桜が満開です。
（廣瀬記）
■湘南の森

これから作業開始

1 回目
2 月 9 日（金）10：00～15：20 晴
参加者：井上、臼井、太田、小長井、佐藤（憲）、高
久、高松、田中（文）
、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
コメリの助成金獲得が決定し、贈呈式に参加したこ
とが披露された。テングス病にかかったサクラの枝お
ろしと病巣枝の処分、ここ 2 年間で植えたヤマザクラ
などの生育状況を点検し補植の資料を作りました。
作業の様子
2 回目
2 月 24 日（土）10：00～15：20 晴
参加者：相原、井上、小長井、小林、高久、田中（文）
、
田中（善）、土屋、仲手川、和田（下線は JFIK 会員）
活動概要
ハイキング路脇 1m ぐらいの幅でイネ科の草、ヤブ
ラン平東側ではアオキやササなどの刈りこみを行いま
した。伐採して未処理であった切り株の整理を行いま
した。

（吉井記）
小学生も活躍しました
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作業2回目

作業3回目

日

日

時：2月19日（月）10:00～15:00

時：2月26日（月）10:00～15:00

参加者：19名（JFIK12名、一般4名、見学者3名）

参加者：17名（JFIK11名、一般6名）

作業内容：

作業内容

・モウソウチク伐採保全作業 伐採本数：43本

・モウソウチク伐採保全作業 伐採総数158本

・午後

横浜市環境創造局による主催の第2回フォロ

（私有地 124本、ゾーン6

34本）

ーアップ研修会

この日の参加者
作業の様子

ゾーン６にも着手した
午後はフォローアップ研修

フキノトウ
マダケの切り方、まとめ方の実践
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鉄筋コンクリートによる外観のみ復元した天守がほ

リレーエッセイ
29 期

とんどです。しかし、そのお城も再建されてから半世
紀を経過し、劣化と現行建築基準法では耐震強度不足

横山 俊輔

なものが続出してきたことから、建替または補強工事

初めまして、29 期の横山俊輔です。今年 40 歳を迎

を選択する時期になってきたようです。そのような状

える 3 児の父で、趣味の登山では、今までに日本百名

況下、木材加工技術の進化もあり、創建当時の状態を

山 25 座を登頂しており、今後、山レクにも参加させ

忠実に復元、現行耐震基準もクリアできる木造復元が

て頂きたく思っています。また、歴史好きから、日本

注目を浴びています。最近では、500 億円をかけて名

の城巡りにも人生を賭けております。

古屋城の天守を木造再建することが決まりました。

平成 18 年、北は北海道

なお、我らが神

から南は沖縄まで「日本

奈川県小田原城

百名城」なるものが選定

も耐震強度不足

され、百名城スタンプラ

の対策として、木

リーが開始されることに

造復元も計画さ

なりました。小生は当時

れたようですが、

すでに約 70 城と訪問済

残念ながら、復元

でしたが、スタンプ収集

再オープンした小田原城

に必要な資料不足

のために一からの再訪と

や費用的な問題から断念したようで、耐震工事と最上

なり、ようやく 43 城を

階の木質化のみ対応し、平成 28 年に再オープンをし

終えたところです。

たところです。

子供と会津若松城にて

お城ファンとしては、木材で忠実されたお城がふた

さらに、
平成 29 年 4 月から新たに 100 城追加され、

たび日本各地にそびえ立つことを願う気持ちと、大量

続日本 100 名城スタンプラリーも始まるとのこと
（汗）。

の木材需要と供給が期待されることから、衰退してい

再訪するお城が再び激増！と正直、疲労感が漂ってお

る過疎地の林業界復活の起爆剤になるのでは？などと

ります。

思っておりますが、巨額な再建費用と、そもそも大形

今回はそのお城、
その中でもお城の木造復元について、

木を中心とした大量の木材確保は自然破壊、違法伐採

紹介させて頂ければと思います。

を招かないか、また、エレベーター設置が困難という

お城といえば、
「天守」と呼ばれる古の巨大なビル。

バリアフリー対応などその他諸問題が山積しているよ

その天守も、明治の廃城令と先の大戦の戦禍等で多く

うです。森と木とお城を愛する者として、様々な角度

が灰燼に帰してしまい、江戸以前から創建当時のまま

からこの全国のお城の木造復元運動を見てまいりたい

残っているのは 12 城しかありません。

と思っております。
皆様の思いはいかがでしょうか？
戦後、天守再

建運動が各地で
起こりましたが、

※次号（4 月号）のリレーエッセイ執筆は、

当時の建築基準
法の制限で、木
造で再建するこ
とは不可能だっ
たこともあり、
木造で再建予定の名古屋城
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月間ブックレビュー
「冒険歌手」～珍・世界最悪の旅～
著 者：峠 恵子
出版社：山と渓谷社
出版日：2015 年 10 月 1 日（初版）
価 格：1200 円＋税
人間の眼は静止物を見つめているときも眼球が細か
く振動しているそうです。これを「固視微動」といい
ます。この振動を実験的に止めてしまうと、わずか数
秒から十数秒で画像は視野から消えてしまうのです。
人間の思考も視点が固まってしまうと物事が見えなく
なるのかもしれません。
この「冒険歌手」はついつい固定しがちな私たちの
眼球（視点）を激しくゆさぶってくれます。著者は大
学生の時にスカウトされてデビューしたシンガーソン
グライター。
あまりに順調な人生にふと恐怖を感じ「こ
のままでいいわけはない」と、山も海もど素人の彼女
が「日本ニューギニア探検隊」に参加。隊長はベテラ
ン冒険家、隊員は彼女と現役大学生探検部員。ヨット
で油壷を出発したとたんに激しい時化、それがこの探
検隊の前途を象徴する始まりでした。
ニューギニアの山や川で数々の試練をかいくぐって
1 年 1 か月後、ほうほうのていで油壷に帰還します。
その間、自然の偉大さ（美しさ・怖さなど）
、人間の
愛おしさ（優しさ・醜さなど）を有り余るほど受けと
めた著者の日記がこの本です。日頃、やさしい自然と
人々に囲まれ、文化的で快適な生活に馴れてしまった
私たちの「視点」をぐいぐい広げてくれるようです。
眼球微動どころか眼球が飛び出しそうになる本です。
（狛）
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編集後記
会員異動

新編集長を務めさせていただきます。

＜2 月度の会員異動＞

準備中

2 月 28 日現在会員数 164 名

実務は 4 月号からになります。よろし
くお願いします。 (小池)

第 3 回通常総会が開催されました

会報編集長を 4 年間担当させていた

2 月 17 日に総会が開催され、議案が原案通り承認され

だきました。関係いただいた皆様に

ました。内容はホームページをご覧ください。

感謝です。力量不足ではありました
が、毎月の会報が出来上がっていく
のが楽しみでした。引き続き、執筆
等よろしくお願いします。(福田)

福田さま、４年間大変お疲れさま
でした！引き続き、写真ご提供等
でもよろしくお願いします。
(松山)
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フクジュソウ(2017.3.3 昭和記念公園)

記事・写真等の無断転載を禁じます。

ボクハンツバキ(2017.3.23 城山)

アセビ(2017.3.8 四季の森公園)
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2ヶ月 予 定 表
月
5

火
6

啓蟄

2018年3月5日～2018年5月6日

水
7

木
8

金
9

土
10

湘南の森）定例作業

日
11

さがみの森）定例作業

3
12

13

14

15

16

鎌倉）覚園寺

17

室内勉強会

18

彼岸

鎌倉）十二所果樹園

月
19

20

21

名瀬谷戸の会

月
26

火
27

22

23

29

4

金
30

清明

満月

身近な自然を訪ねて（2/2）

6

四季の森公園）四季守マスター塾
さがみの森）定例作業

土
31

月例会

5

25

湘南の森）定例作業
鎌倉）御谷山林、お話サロン

木

身近な自然を訪ねて（1/2）

3

24

身近な自然を訪ねて）下見

水
28

名瀬谷戸の会

2

春分の日

山こい倶楽部）箱根外輪山

7

日
1
四季の森公園）特定植物 サクラ

8

名瀬谷戸の会

四季の森公園）下見

4
9

10

11

12

13

14

湘南の森）定例作業

月
16

17

18

19

20

名瀬谷戸の会

23

穀雨

24

月
30

振替休日 満月

21

25

26

火
1

水

四季の森公園）四季守マスター塾
さがみの森）定例作業

27

2

木
3

憲法記念日

28

29

湘南の森）定例作業

金
4

四季の森公園）樹に咲く花

22

室内勉強会

月例会

5

15

四季の森公園）特定植物 スミレ
さがみの森）定例作業

みどりの日

土
5

こどもの日 立夏

昭和の日

四季の森公園）公園まつり

日
6
四季の森公園）野草ガイド入門

月

