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神奈川の自然を訪ねて（撮影者 久野 正樹） 

 

 

3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「陽春の矢倉沢往還・大山道

を歩く」 

3/28（水）・31（土）に開催しました。両日とも、

好天の中での開催となり、矢倉沢往還道を歩き、キブ

シ、ヤマブキ、ウグイスカグラなど春の木々の花や三

嶋神社のシダレザクラを観賞しました。 

 

 

 

・名瀬谷戸の会 

3/3（土）・19（月）・26（月）、3回にわたってモウ

ソウチク・マダケの伐採、メダカ池の水質調査を行い

ました。 
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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 

「春爛漫の里山を歩く―頭高山
ずっこうやま

～渋沢丘陵」 

 

＜下見＞  

日 時：4月 8日（日）  

集 合：小田急線 渋沢駅改札口 10:00（※改札口は

一箇所） 

＜本番＞ 

日 時：4月 21日（土）・25日（水） 

集 合：小田急線 渋沢駅改札口 9:10（詳細は別途連絡） 

今回は小池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「シダって何？」 

日 時：4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：日比野聡氏（27年） 

参加費：500円 

概 要：一昨年から昨年にかけて、学研より「日本産

シダ植物標準図鑑Ⅰ、Ⅱ」が刊行されました。その『概

説』から学んだことを中心に発表させていただきます。 

また、新旧の図鑑の分類体系も比較してみました。私

同様のシダ初心者の皆様の情報源となれば幸いです。

（講師記） 

※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～樹に咲く花」 

普段は気にかけることもない樹に咲く花を探してみ

ませんか。思いがけない花姿に出会えるかもしれませ

ん。皆様の参加をお待ちしております。特に、29期の

皆さんの参加を期待しております。 

＜下見＞ 

日 時：4月8日（日）10:00～12:00 

＜直前下見＞ 

日 時：4月15日（日）10:00～12:00 

＜本番＞ 

日 時：4月15日（日）13:00～15:00 

集合場所：四季の森公園・北口管理事務所前 

リーダー：大倉 

サブリーダー：鈴置、大橋、日比野 （大倉記） 

 

■山こい倶楽部第42回「箱根外輪山」 

4月の山こいのお誘いです。今回は 3月に予定した箱

根外輪山が悪天候のため中止したコースにリベンジし

ます。このコースは静岡の人たちの箱根権現への参詣

道にあたります。今回の見所は深良水門。駿河国駿東

郡深良村（今の裾野市）の人たちは芦ノ湖の水を村に

引いたら水田をうるおし（8千石）豊かになるであろ

うとの思いから、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したものです。 

今回のリーダーは 3月と同じく田中さん、サブリーダ

ーは松井です。 

期 日：2017年 4月 18日（水） 

＊中止の場合は前日の午後 8時までにメールでお知ら

活動予定 
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せします。 

集合場所：小田急線小田原駅改札口前 

集合時間：7時 50分（8 時 10 分の桃源台行きに乗ります） 

コース：小田原駅 8:10→桃源台（730m）9:30→深良水

門 10:00→湖尻峠（ウミジリ）10:30→静岡の人たちの

箱根権現への参詣道→三国山（1101.8m）ブナの大木

あり（昼食）11:00-12:00→箱根峠→箱根町 16:00→小

田原駅 17:00 

歩行時間：4時間 30分 標高差:370m 

歩行難易度：一般のハイキングコース 

持ち物：弁当、水、雨具、ヘッドライト、その他登山

に必要な持ち物。 

担 当：リーダー田中 サブリーダー松井 

※申し込みは 4月 15日（日）までに松井までお願い

します。 

メール:ma1950koji@yahoo.co.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 

  4月 14日（土）回春院 

  4月 21日（土）御谷 

  5月 9日（水）浄光明寺 

  5月 12日（土）泣き塔 

  5月 19日（土）十二所果樹園 

  5月 26日（土）光則寺 

○ 覚園寺 

4 月 19日（木） 

○ その他のイベント 

4 月 7日（土）大仏茶亭公開 

4 月 21日（土）緑と歴史探訪 

5 月 26日（土）お話しサロン 

               （廣瀬記） 

 

★■湘南の森 

活動日：4月 13日（金）、21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

が、4 月は第 2 金曜日（13 日）と第 3土曜日（21 日）

です。 

（吉井記） 

★■フォレスト21「さがみの森」 

4月 14日（土）、22日（日）定例作業 

5月 12（土）、27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」 

メール：sagami@moridukuri.jp 

電 話：03-3868-9535、FAX：03-3868-9536 

 

★■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  

4月 7日（土）、16日（月）、23日（月）10:00～14:30 

5月 5日（土）、21日（月）10:00～14:30 

集合場所：久右衛門邸      （田中（真）記） 

 

 

■室内勉強会 「安全講習会」 

日 時：3月 16日（金）18:00~20:00 

場 所：かながわ県民サポートセンター 

講 師：JFIK 安全管理責任者 梶浦雄介 

参加者：大橋、河野、久保、品川、西岡、 

    久野、松井、山内、吉原の 9 名 

 前半は JFIKが活動の際、かけている CONE保険 

傷害保険の説明があった。傷害保険充足要件は「急激 

かつ偶然の外来の事故によりケガをした場合」であり 

「医療機関の診断が必要」であるので本人の病気の 

場合とか医療機関に行かず自分で治療した場合などで

は保険金はおりない。 

続いて保険代理店の様式を使って CONE保険の付保 

の仕方や保険金請求の手続きの説明があった。保険金 

請求の場合、ネゴとなるケースがほとんどであり日頃 

活動報告 

mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
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から代理店と良好な関係を構築しておくことが大切で 

ある。 

下見の場合、JFIK は CONE 保険を適用しないので各自

何らかの傷害保険、賠償責任保険に加入しておく必要

がある。 

 講習会の後半はテキスト「子どもたちと森のステキ

な出会いのために～森林体験学習活動を安全に行うた

めの Q&A」を使って説明があった。児童・生徒を参加

者とした森林体験学習活動を行う場合には、JFIKと学

校側との間で連絡・協力体制を築き可能な限り認識や

情報の共有化に努めることが大切である。そのうえで

JFIKと学校側との責任分担を取り決める必要があるが

なかなかすんなりとは決まらず悩ましい。 

 自然の中で活動している JFIK にとって安全対策は

必須事項である。毎年、安全講習会に出席し知識をア

ップデートしておく必要があると思った。 （山内記） 

 

■神奈川の身近な自然を訪ねて  

「陽春の矢倉沢往還・大山道を歩く」 

日 時：2018年 3月 28日（水）および 31日（土）10:00

～14:30晴 

場 所：伊勢原市・秦野市 

参加者数：96名〔3/28～55名、3/31～41名〕 

スタッフ：21 名〔山路、菅原、田中（真）、松井、吉

原、小池、大橋、久野、鈴置、相原、坂本、杉山、広

川、松田、山内、岡部（俊）、岡部（桂）、河野、坂間、

瀬尾、昆野（敬称略、順不同）〕 

概 要： 

 両日とも好天に恵まれた中、小田急線鶴巻温泉駅に

集合し、5班に分かれてスタートしました。 

 駅前にある手湯「つるまき千の湯」で鶴巻温泉の源

泉に触れました。その後、街中を歩き、東名高速の歩

道橋を渡ると、一転して里山の雰囲気が色濃くなりま

す。遠くの山々は、薄っすらと緑の装いを始めていま

す。冬から春への暖かい変化を感じ取れます。まさに

「山笑う」ということがぴったりの風景でした。畑の

土手には、ツクシ、ホトケノザ、ヒメオドリコソウ、

ナズナなどが咲いています。 

 

山笑う 

 愛鶏供養塔から矢倉沢往還が始まります。矢倉沢往

還は、奈良時代に開かれ、箱根越えの東海道ができる

まで官道の役割をしていた古道です。道端には、ヒメ

ウズ、タネツケバナ、ショカッサイ、ネコノメソウ、

セントウソウなどの山野草の花々が咲き、またシキミ、

キブシ、ウグイスカグラ、モミジイチゴやヤマブキな

どの春を彩る木々の花が迎えてくれます。シュンラン

も見ることができました。そして遠く民家の庭では、

ハナモモやサクラなど花々が咲き、私たちの目を楽し

ませてくれます。 

 往還道の途中では善波川の渓流に下り、昭和初期に

掘られた手掘りの農業用「導水トンネル」や旧石器時

代からの名残である「埋もれ木」なども見学しました。 

 さらに矢倉沢往還道を進んで行くと、道沿いに「夜

泣き石」や「馬頭観音」などが見られます。道にはコ

ナラ、クヌギ、イヌシデなどの里山を代表する木々が

見られます。 

 途中で往還道に別れを告げ、田園地帯を歩き、国道

246 号を超えて勝興寺に向かいます。渓流添いには、

コナラの大きな木から穂状の雄花が垂れ下がり、葉が

展開する前なのでとても目立ちます。アケビやヒサカ

キの花を見ながら緩やかな坂を登りますと勝興寺に到

着します。 

 



JFIK 会報 2018 年 4 月号 

- 5 - 

 

勝興寺は曹洞宗のお寺で 1577 年創建されていて、

本尊は木造薬師如来坐像で伊勢原市重要文化財に指定

されています。庭には立派なモッコクやコウヤマキ、

ヒイラギなどがあります。お寺のご好意でトイレをお

借りました。 

ここからちょっとした山道を歩くと、シダレザクラ

の咲く三嶋神社に着きます。シダレザクラの咲く下で

昼食となりました（※3/31は散っていましたが、ソメ

イヨシノやヤエザクラなどが満開でした。） 

三嶋神社は、平安時代から鎌倉時代にかけて活躍し

た善波太郎ゆかりの神社です。シダレザクラの花の間

から、遠くに平塚市などの展望が開けています。 

昼食後、ミカン畑の中を下り、帰路につきます。「太

郎の力石」という史跡の近くには、オドリコソウの群

落があり、花が咲き始めていて、その愛らしさに皆さ

ん喜びの声をあげていました。 

 その後、鶴巻温泉の元湯・陣屋に寄り、宮崎駿監督

ゆかりの「トトロの木（クスノキ）」などを見て、鶴

巻温泉駅で解散となりました。 

 陽春の一日、春の可憐な山野草の花々や新緑を楽し

んだ一日となりました。 

             （昆野記） 

 

■四季の森公園 

里山アカデミー「四季守マスター塾」第 8回開催 

日 時：3月 25日（日）10:00～15:15 

場 所：県立四季の森公園 

参加者：受講生 9 名（欠席 3 名）、公園から小野澤副

所長と JFIK品川 

概 要：フィールドに出る前に牧野富太郎が書き残し

た混々録から「赭鞭(しゃべん)一撻(いったつ)」を紹

介しました。若き日の牧野富太郎がどのような決意を

胸に植物学に取り組もうとしていたか、断片なりとも

知っていただきたく紹介いたしました。 

それと 3 月 13 日に新聞発表があったクマノザクラ

新種発見のニュースの概要を紹介しました。 

 

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。北口広場でショウジ

ョウバカマが満開、課題にはしていないタネツケバナ

では、コタネツケバナ、ミチタネツケバナの見極めに

ついて受講生からコメントをいただき、前回同様に話

題が盛り上がりました。タチツボスミレの谷では沢山

の花が迎えてくれました。さらにその隣のアマナの園

内唯一の群生地では、撮影で踏み散らさないようにお

互い足許に注意しながら観察しました。アオイスミレ

の白花、シュンランの開花、ヤマザクラの膨らんだ蕾

などを観察して午前中の観察を終了しました。キクザ

キイチゲは今年は花数が少ないように感じました。 

 

キブシで雄花と雌花の違いを説明する受講生 

 

午後は、カタクリの 1年生の実生苗の観察からスタ

ートです。今回も急がずに、カタクリのフェノロジー

に関して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。開花したばかりのユキヤナギ、ハナモモ、

レンギョウを観察して、トンネルを抜けてさくらの谷

に移動しました。沢山の花見客の中で、ヒュウガミズ
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キ、コブシ、モクレン、カンヒザクラ、ヨコハマヒザ

クラ、ソメイヨシノ、オオシマザクラなど、寒い冬に

も関わらず、盛大に満開を迎えつつある沢山のサクラ

の仲間を観察することができました。 

会議室に戻って、参加者全員に修了証をお渡しし、

今後のガイドデビューについて受講生の希望をお聞き

しました。その結果、4月 7日から「見どころガイド」

を始めてみようということで、新たな取り組みが始ま

ります。予定は四季の森公園の HP に掲載されますの

で、皆さま、ご注目下さい。（品川記） 

 

■鎌倉風致保存会 

〇みどりのボランティア 

3月 17 日（土） 

場 所：十二所果樹園 

参加者：18名（JFIK黒川、松尾、広瀬） 

参加者も多いのでしばらく手を付けてなかったミカ

ンのある北園のササ刈りに挑戦。 

親指程の太いササは刈り払い機も跳ね返す、ササに

覆われた山ツツジを掘り出したり、シイタケを打った

太いコナラに沢山のシイタケが出ているのを見つけた

り結構楽しい作業でした。 

日 時：3月 24日（土） 

場 所：御谷山林 

参加者：28人（JFIK黒川、松尾） 

やっと天候も回復、春の陽気！タンポポが一杯！御

谷のタンポポは半分以上白花です。フキのとうは遅い

ですがカンゾウはまだ食べられます。今日は奧の谷の

両側のタケや灌木の除伐です。急斜面の作業が暫く続

きそうです。タケ、ササとの闘いはまだまだ終わりが

ないです。 

〇覚園寺 

日 時：3月 15日（木） 

参加者：黒川、椎野、松尾、山路、広瀬 

モウソウチクの竹藪の整理です。良いタケノコを出

す為にも古いタケ、込み合ったタケの除伐を進めます。

この場所も急斜面で太いタケの処理には苦労します。

もう半月もするとタケノコのシーズンです。今年はど

うでしょうか？ 

〇その他のイベント 

中学生ボランティア 

3月 1日（木）岩瀬中学、六國見山、雨で中止。 

3月 5日（月）手広中学、校庭周辺、雨で中止。 

今年は雨にたたられ 6校の内 3校が中止となり、子

供たちにも思い出の行事ですが残念でした。 

お話しサロン 

〇3月 24日（土） 

演 者：高橋政夫さん 

演 題：「開花直前！桜のこと～季節感と行事につい

て」 

聴講者：18名 

29年度最後のお話しサロンは上記演題で森林インス

トラクターの高橋征夫さんにお話を頂きました。 

高橋さんには4年前にも牧野富太郎博士の逸話や野

草の珍名など楽しい話をして頂きました。この度はキ

ーワードを「季節感」に置き、桜について種類、俳句、

短歌など、季節について地球と太陽、五節供、二十四

節気など、暦について中国の暦や日本に伝わった暦、

世界の暦など。 

歴史上の人物の詠んだ柔らかな歌の解説から真面目

で勉強の暦の話まで、軽妙な語り口でアッという間の

2 時間でした。 

ところで鎌倉のサクラ五山の話もお聞きしました。

一位に海蔵寺から光則寺、浄智寺、瑞泉寺、東慶寺と

続くそうです。（花本記）      以上、広瀬記 

 

■湘南の森 

3 月 9 日に予定した定例作業は荒天のため取りやめま

した。   

3月 24日（土） 10：00～15：20 

天候：晴 

参加者：相原、井上、臼井、大貫、小長井、小林、杉

山(徹)、杉山(文)、高松、田中(文)、田中(善）、土屋、

仲手川、松田、山口、吉井、和田（下線は JFIK会員） 

 

高枝伐ノコギリで枯れた木を切ります 
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活動概要 

ハイキングルートの整備、実生木調査区域で残す木、

切る木を選別しマークしました。 

テンナンショウの生育地の広がりに合わせてロープ

の囲いをやり直しました。 

枯死倒木、枯死立木それぞれ1本を処分しました。 

      （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：3月3日（土）10:00～15:00 

参加者：26名（JFIK12名、一般9名、横浜メダカの会5名） 

作業内容：  

・モウソウチク伐採保全作業  

4班で実施 伐採数 137本 

・メダカ池水生生物調査 プラナリアを確認 

 

 

これから作業開始 

 

作業の様子 

作業 2回目 

日 時：3月 19日（月）10:00～15:00 

参加者：20名（JFIK11名、一般 9名） 

作業内容： 

・モウソウチク伐採保全作業 3班で実施  

伐採数 144本 

    

ゾーン6での作業 

 

           私有地での作業 

作業 3回目 

日 時：3月 26日（月）10:00～15:00 

参加者：20名（JFIK13名、一般 7名） 

作業内容： 

・モウソウチク伐採 3班と枝葉処理 1班 

・ゾーン６のマダケ伐採に刈払い機を使用 

 

マダケの伐採 

（福田記） 
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29期 山内 良一  

 29 期の山内良一です。67 歳と年を取った新人です

が、どうぞよろしくお願いします。定年退職後、自然

観察会やウオーキングの会に参加するうち、森林イン

ストラクターという資格を知りチャレンジしようとい

う気になりました。大学及び企業で登山のサークルに

所属していましたので少しは自然分野の知識を持って

いるつもりでしたが、今回、資格試験の受験勉強をや

ってみて自分の知識が、いかに断片的であったかを痛

感しました。勉強は大変でしたが、知識が少しずつ体

系的に結びついていくのが実感出来、うれしかったで

す。 

私は神戸市灘区の出身で

す。ご承知のとおり神戸

は東西に細長く市街地が

広がっており、私の実家

から北へ 30分歩けば摩耶

山、南へ 30分歩けば灘浜

の海です。山がすぐそこ

にあるという土地柄です

ので、毎日登山をする人、

宮水を汲みに山へ行く人、

初日の出を見るため新年

暗いうちから山に登る人

など六甲山系の山は神戸市民の生活と極めて密接な関

係にあります。私も小学校時代、友達とカブトムシ、

クワガタムシなどを取りに山に行きました。 また通

称水晶山に水晶を探しに行ったりしたのも懐かしい思

い出です。もちろんクズの石英しか採取出来ませんで

したが本物の水晶が見つかるのではとワクワクしなが

ら探し回ったものでした。 

そんな身近な存在の山でしたが、私が自然好きにな

る原点ともいえるイベントが小学校 5年生の時にあり

ました。担任の先生がクラスで山へ行って飯盒炊さん

をやろうと誘ってくれたのです。日曜日、各自割り当

てられた鍋、飯盒、薪、お米、カレーの材料、缶詰な

どを持って市電に乗り、最寄り駅で下車後、山を登っ

て行きます。30分くらいで目的地の河原に到着します。

場所は今の新神戸駅から徒歩 15 分くらいの布引の滝

の近くであったように記憶しています。目的地に着く

と先生の指示で河原の大きな石を集めてかまどを作り

ます。カレー作りなど炊事は主に女の子が担当し、男

の子は火の番です。当番以外の子供は河原で石投げを

したり、沢ガニを探したりしながら過ごします。食器

を忘れた生徒のために先生は大きな葉を重ねてお皿を

作ったり、木の枝を削って箸を作ったりし、子供心に

かっこいいなと思いました。クラスメートとともに遠

くまで行って思う存分遊び、自分たちで作ったカレー

に舌鼓を打ち、本当に楽しい一日でした。これが私が

自然好きになった原体験です。今から 50 年以上前の

出来事ですが、今から振り返ってみると衛生面、環境

面とも実にいい加減ですね。森林インストラクターと

して今日的にみてみると河原に食事の残骸を捨てなか

ったかとかゴミは持ち帰ったかとか、何点か、気にな

る点があります。 

この飯盒炊さんは本当に楽しかったと私の心に深く

残っています。 

感受性豊かな子供の時の楽し

かった体験は、私がそうであ

るように一生忘れないもので

す。 

人生の節目節目で自分の原点

として思い出されます。 

私には 8歳と 5歳の孫がいま

すが、彼らが我が家に遊びに

来た時には、趣味でやってい

る家庭菜園に連れて行って野

菜の収穫をさせることにして

います。サツマイモやジャガイモの収穫の時には嬉々

として土にまみれています。大きなイモを掘り当てる

とあたかも自分が育てたかのように自慢しています。 

自然に接する機会の比較的少ない大都市に住む子供

たちに、五感で自然と触れ合い自然が好きになる原体

験を味わわせてやりたいと思います。このような考え

から私は里山の保全活動や小学生に対する環境教育な

どに携わってみたいと考えています。 

 

※次号（5月号）のリレーエッセイ執筆は、29期の相

原基行さんの予定です。 

（前号で、4 月号の執筆者を相原さんとしてしまいま

したが、山内さんでした。お詫びし、訂正いたします。） 

リレーエッセイ 
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「桜の科学 日本の『サクラ』は 10 種だけ？ 
新しい事実、知られざる由来とは」 

 

勝木俊雄著 

サイエンス・アイ新書、2018 年 2 月 25 日発行。

本体 1000円＋税 

 

3月 13日 NHK 総合ニュースで、サクラの自生種ク

マノザクラ発見のニュースが流れた。大正 4 年のオオ

シマザクラ発見以来、103 年ぶりのことだった。従来

地元では自生するヤマザクラやカスミザクラに似た早

咲きのサクラが自生することが知られていて、地元で

は「早咲きのヤマザクラ」として認識しており、独立

した種としては区別さていなかった。 

そこで森林総合研究所と和歌山県林業試験場の共同

で 2014 年からの研究の結果、早咲きのヤマザクラが

既存の種の突然変異ではなく、新種であることを見つ

けた。この日は研究論文が学会誌に掲載受理された報

告で、学会誌は 6月下旬に発行される予定である。 

新種クマノザクラの特徴は本書をご覧いただくとし

て、このニュースの 2週間前に書店の平台にはこの「桜

の科学」が並んだ。何より本書の特徴は真偽が疑わし

い話題、新しい発見、文化史的情報などを 50 のトピ

ックスとしてまとめてあることだ。特に第 2章’染井

吉野’の真実は、それだけでも観察会ネタに活用できそ

うである。（獺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月間ブックレビュー 
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会員異動 

＜3月度の会員異動＞ 

3月 31 日現在会員数 163名 

 

月例会を開催しました 

日 時：3月 30日(金) 18:00～20:00 

場 所：かながわ県民活動サポートセンター 

出席者：理事 13名、監事 1名、会員 2名  計 16名 

議事内容は会員向けメールをご覧ください。郵送会員 

には、会報に同封してお送りします。 
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編集後記 

 

今月号から編集長を仰せつかりまし

た。よろしくお願いいたします。(小

池) 

タケノコ(2017.4.28名瀬) 

コイノボリ(2017.4.29四季の森公園) ホタルカズラ(2017.4.28名瀬) 

小池新編集長のもと、引き続きレ

イアウトを担当します。よろしく

お願いいたします。 (松山) 
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月

四季の森公園）四季守マスター塾
さがみの森）定例作業

鎌倉）十二所果樹園 森こい倶楽部

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）
湘南の森）定例作業
鎌倉）光則寺

四季の森公園）下見
近県合同研修会（筑波山）

身近な自然を訪ねて）下見 室内勉強会 鎌倉）十二所果樹園 四季の森公園）花の不思議

自然を学ぼう　春の草花
鎌倉）浄光明寺

湘南の森）定例作業 四季の森公園）特定植物 キンポウゲ
さがみの森）定例作業
鎌倉）泣塔
近県合同研修会（筑波山）

金 土 日

2ヶ月 予 定 表　 2018年4月2日～2018年6月3日
月 火 水 木

湘南の森）定例作業 四季の森公園）特定植物 スミレ
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
身近な自然を訪ねて）下見
相模原さくら祭り（2/2）

名瀬谷戸の会
相模原さくら祭り（1/2）

　

四季の森公園）樹に咲く花

名瀬谷戸の会 山こい倶楽部 室内勉強会 身近な自然を訪ねて（1/2）
鎌倉）御谷山林
湘南の森）定例作業

四季の森公園）四季守マスター塾
さがみの森）定例作業

会報発行

名瀬谷戸の会

四季の森公園）公園まつり名瀬谷戸の会 身近な自然を訪ねて（2/2） 月例会

四季の森公園）野草ガイド入門
森こい倶楽部

月 火 水 木 金 土 日

四季の森公園）特定植物 ユ
リ・ラン

日月 火 水 木 金 土


