
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川の身近な自然を訪ねて―頭高山～渋沢丘陵（撮影者 鈴置 慎吾） 

 

 

4月の主な活動（保全活動以外）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。 

 

・神奈川の身近な自然を訪ねて「春爛漫の里山を歩く

―頭高山～渋沢丘陵」 

4月 21日（土）に開催しましたが、25日（水）は、

雨で中止となりました。21日は、初夏を思わせる好天

の中での開催となり、春爛漫の里山を歩き、キンラン、

ギンラン、ヤマルリソウ、フデリンドウなど、多くの

野草を観賞しました。 

 

・名瀬谷戸の会 

4月 7日（土）・16（月）・23（月）、3回にわたって 

 

 

モウソウチクの伐採、メダカ池の水質調査を行いまし

た。 

 

・森こい倶楽部 

会員限定の「森こい倶楽部」が誕生し、4月 1日（日）

に第１回を開催しました。 

 

会員の皆様が気軽に参加できる自然観察会を指向し

ます。特に、今年入会した 29年新人の皆様（今後の

活動に関する様々な質問相談にもお答えする場にいた

します）、社会人で週末しか活動できない皆様、ぜひ

ご参加お待ちします。         （久野記） 
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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 

 

「春の緑豊かな境川遊水池公園と横浜薬科大学の薬草

園等を満喫」 

 

＜下見＞  

日 時：5月 17日（木）  

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：5月 23日（水）・26日（土） 

集 合：小田急線 湘南台駅改札口 9:10（詳細は別途連絡） 

今回は田中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「つる植物・着生植物は興味深い!!」 

日 時：5月18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：吉原秀敏氏（23年） 

参加費：500円 

概 要：つる植物は、他の樹木等を支えにして高いと

ころへ茎を伸ばし、茎を太らす栄養分を伸長と葉に回

しています。その茎は長さの割には細く、高い枝で体

を支えながらそれ以下の部分を引っ張らなければなり

ません。また、成長も早い必要があります。よじ登る

ための仕組みは、巻き付く（右・左）、付着根・吸盤

などで張り付く、トゲやカギで引っかけるなどさまざ

まで、知恵と工夫を感じます。つる植物は、昔から生

活に利用され、縄文時代の遺跡からもかごなどが発見

されています。農家では手仕事で作り利用していまし

た。現代でも、つる植物はガーデニングや壁面緑化・

グリーンカーテンに使われたり、工芸品が作られてい

ます。太いものは、重いものを支えることができ、有

名な祖谷渓のかづら橋はサルナシのつるを用いて作ら

れています。 

また着生植物は、他の木の上など高いところに根を

おろして生活し、他の植物等を利用しています。着生

植物は、その姿に特徴があり、花の美しいものも多い

ことから、シダ類、ラン科のものが多く栽培されてい

ます。興味深いつる植物・着生植物について、考えて

みたいと思います。（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「花の不思議」 

我々を楽しませてくれる花たち。小さな花から豪華

な花まで、形も色も季節もそれぞれ違うが、どれもが

みな美しい。それは、其々が実を確実に結ぶために、

長い道のりをかけて進化してきた結果だからです。そ

んな花の秘密を覗いてみませんか。特に、29年の皆さ

んの参加を期待しております。 

＜下見＞ 

日 時：5月13日（日）10:00～12:00 

＜直前下見＞ 

日 時：5月20日（日）10:00～12:00 

活動予定 
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＜本番＞ 

日  時：5月20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：鈴置 

サブリーダー：日比野、小池     （鈴置記） 

 

■山こい倶楽部第42回「高川山」 

5月の山こい倶楽部第 43回企画「高川山」のお誘いで

す。 

 高川山は、山梨県都留市と大月市の境にある山です。

標高 975.7m。 相模川水系の桂川と笹子川にはさまれ

た御坂山地の東端に位置します。山梨百名山の一峰で 

都留市の都留市二十一秀峰、大月市の秀麗富嶽十二景

に選定されています。山頂は 360度の展望が開け、富

士山・三つ峠をはじめとした近隣の山々が一望できま 

す。入山、下山後の交通が電車で登りやすい山です。 

日 時：5月 27日（日） 

集 合：JR中央線初狩駅 9時 

行 程：JR中央線初狩駅～高川山～天神峠～むすび山

～JR中央線大月駅 

歩行時間：4時間 30分 

標高差：587ｍ 

歩行距離：8.36ｋｍ 

難易度：一般向け登山 

持ち物：弁当、水、雨具、その他登山（防寒具など）

に必要な持ち物。 

担 当：リーダー境、サブリーダー辻 

申し込み：5月 25日（金）までに境まで 

メール：sakaim@jcom.home.ne.jp 

電 話：090-7812-9809          （境記） 

 

★■鎌倉風致保存会 

○みどりのボランティア 

  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 24 日（木）覚園寺 

  5 月 26 日（土）光則寺 

  6 月 2 日（土）十二所果樹園 

  6 月 9 日（土）東勝寺跡 

  6 月 16 日（土）建長寺回春院 

  6 月 23 日（土）大仏切り通し 

  6 月 30 日（土）御谷山林 

 

○ その他のイベント 

5 月 26 日（土）お話しサロン 

演者：酒井忠司さん 

演題：“電子地図で空から散歩してみませんか？” 

6 月 2 日（土）梅の即売会 

10：00～、きらら玄関 

6 月 23 日（土）歴史ウォーク 

座学：常楽寺周辺、場所；保存会事務所 （廣瀬記） 

 

★■湘南の森 

活動日：5月 11日（金）、26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」 

5月 12日（土）、27日（日）定例作業 

6月 9（土）、24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 

 

■谷本小学校 

日 時：6月 2日（土）9：00～10：30、雨天の場合の

予備日 6月 16日（土） 

集 合：田園都市線 藤が丘南口改札 8：30 

内 容：階段の補修作業、草刈り、ビオトープの清掃等 

持ち物：手袋、飲み物、ヘルメット、道具類は用意さ

れています。交通費程度支給。 

申し込み：菅原まで 

メール：minx@mbe.ocn.ne.jp 

電 話：090-3007-6766 

file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.122/sakaim@jcom.home.ne.jp
mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
mailto:minx@mbe.ocn.ne.jp
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★■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  

5月 5日（土）、21日（月）10:00～14:30 

6月 2日（土）、18日（月）10:00～14:30 

集合場所：久右衛門邸      （田中（真）記） 

 

■森こい倶楽部―横浜第 2 回「寺尾城址を巡る」鶴

見区、ワンテーマ：グミ 

京浜工業地帯の中心である鶴見、北西部の丘陵に

は自然が残されています。寺尾城址（現在は住宅地）

周辺の、ふれあいの樹林・和風庭園、古刹の名木古

木、浄化された小川アメニティなどを巡ります。今

回の案内人は石川さんです。 

開催日：5月 6日（日） 

集 合：JR横浜線大口駅 東口改札 10:00（時間

厳守） 

参加費：100円（保険代） 

コース：大口駅→松蔭寺→東寺尾ふれあい樹林→宝

蔵院→寺尾城址→馬場花木園 13:00（解散） 

少雨決行：荒天で中止する場合は、前日 17:00頃ま

でに JFIKメールでご連絡します。 

所持品：名札、飲み物、雨具、筆記用具など 

昼食（弁当）：13:00馬場花木園で解散後は自由で

すが、好天であれば昼食（弁当）を持参いただき、

花木園でご一緒に懇談しましょう。  

帰路：花木園から約 10分でバス停があり、鶴見・

菊名方面などに行けます。 

好天であれば、昼食後、OPで馬場赤門→入江川アメ

ニティ→建功寺経由大口駅まで徒歩で戻る予定です。 

お問合せ、ご参加の方は、5 月 5日までに、久野宛

ご連絡ください。 

メール：masakihisano77@yahoo.co.jp 

電 話：090-8280-1816       （久野記） 

 

 

 

 

 

■森こい倶楽部―横浜第一回トライアル 

「根岸森林公園周辺」（中区）、ワンテーマ： 

クスノキ 

日 時：4月 1日（日） 

コース：JR山手駅→山手外国人墓地→山元町クスノ

キ並木→根岸森林公園→白滝不動尊→根岸海岸崖

自然林→根岸八幡神社→柳下邸なつかし公園→八幡

神社 

参加者：18 名、山内、鈴置、相原、花田、中澤、

大橋、梶浦、吉原、引田、片桐、坂間、皆川、松井、

大倉、戸田、當麻、廣川、石川、久野（案内人） 

概 要：近傍の都市公園・市民の森・名木古木等を

気楽に巡る自然観察会をスタートしました。特に、

新規会員の方々、週末しか活動できない社会人の皆

様の参加を期待しました。行程は事務局が案内しま

すが、自然観察は参加者相互研鑽・対話を重視しま

した。対話のきっかけとして、毎回ワンテーマを設

け、事前学習を参加者にしていただく事にしました。

横浜市は谷戸と里山、海岸線が複雑に入り組んだ地

域です。多くの森・水域（水源・流域）等の自然が

残されています。第一回目は、開国から昭和の歴史

伝説が詰まった根岸地区です。 

旧競馬場跡地の

広大な森林公園

から、海岸崖の天

然林・湧水の滝、

外国人墓地、レト

ロな邸宅、神社、

等の木々を巡り

観察しました。好

天に恵まれ、満開

の桜吹雪を楽し

みながら、多くの

木々が手元に枝

を伸ばしており、

カツラの雌雄異花、新芽が芽吹くメタセコイアとラ

クウショウ、ケヤキ等ニレ科の木々の比較、ブナ科

のスダジイ、マテバシイ、コナラの芽吹き・花芽、

クスノキ科のタブノキの花と葉の混芽を身近に観察

できました。海岸崖の照葉樹林、神社の名木古木も、

活動報告 

 

mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.122/masakihisano77@yahoo.co.jp
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少し駆け足でしたが巡りました。トライアルであり

ましたが、総勢 18 名の参加をいただき、継続させ

ていただく事にしました。     （久野記） 

 

■四季の森公園まつり「生き物クイズラリー・クラフ

ト・ラン観察」 

日 時：4 月 29 日(日) 10：00～16：00 

場 所：県立四季の森公園 

参加者：クイズラリー224 名、ネイチャークラフト 71

組、バードコール購入 12 名、ラン観察 13 名 

スタッフ：大橋、河口、坂間、品川、白木、鈴置、福

田、松田、皆川、山内の 10 名 

 

概 要：快晴で日差しはやや強いものの適度の風もあ

り、絶好の日和の中での活動となりました。スタッフ

はショウブ園前に 8 時 45 分に集合、ミーティング後

手分けをして受付、ゴールの設営、クイズパネル設置

にかかります。 

10 時より受付開始、天気の良いせいもあり四季の森

公園の入園者は大変多く、すぐに数十名の参加があり

ました。大橋さん作成の「生き物クイズラリー」は中

には難しい問題もあり、親子とも首をひねる場面も多

くありました。しかしスマートフォン等の動員もあり、

参加者224名中全正解が44名と昨年よりかなり多く、

スタッフが持ち寄った満点賞品は早々に姿を消すこと

になりました。 

 

ネイチャークラフト 

 

白木さん主催の「ネイチャークラフト」は相変わら

ず人気が高く、今回は 71 組が挑戦しました。やや狭

い作業場がいっぱいになることも。ある程度時間が経

つと子供たちは飽きることが多いのですが、そこは保

護者の方が一生懸命になって接着剤を使う光景も見ら

れました。 

品川さん担当の「ラン観察」は 13 名の参加者。公

園の尾根筋中心に今盛りのキンラン、ギンラン、シラ

ン等について熱心な観察があったそうです。 

平成 30 年神奈川県立四季の森公園まつり「生き物

クイズラリー・クラフト・ラン観察」は天気にも恵ま

れ多くのスタッフの協力で無事に終了することができ

ました。               （松田記） 

 

生き物クイズラリー 

( 

■室内勉強会 「シダって何？」 

日 時：4 月 20日（金）18:00～20:00 

場 所：かながわ県民サポートセンター 

講 師：JFIK  日比野 聡 

参加者：小池、土屋（東京会）、菅原、引田、大倉、

西岡、細井、辻、皆川、坂本、松井、大橋、

中沢、三樹、吉原、片桐の 16 名 

 学研から刊行された「日本産シダ植物標準図鑑」（全

２巻）を中心に、前半はシダ植物の定義や分類体系か

ら始まり、シダ植物の種類や分布、シダの体のつくり、

生活環、など森林インストラクター講習の講義を思い

出させるような話題をわかりやすく説明していただい

た。随所に 20 世紀に刊行された旧版の図鑑との比較

や違いの説明があり、特に DNA 解析の結果から大き

く変わってきている分類体系の話や、生活環の図が配

偶体にも雌雄があり、形状が異なることから二つに分

岐させて記述されるようになっていることなどの説明

などが、全体的に難しかったが印象に残ったところで

す。 

 後半では、分類体系の比較ということで前半でも話

題に出た分類体系が変わったことから、科や属がどの

ように変更になったか具体的な例をあげて科の解体や
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吸収、名称変更などの説明がありました。この辺から

各科についての説明で、「シダらしくないシダ」「シダ

らしいシダ」という順番で、四季の森や小石川植物園

などで撮影された写真などを次々と紹介していただき

ながら、イワヒバ、ミズニラ、トクサ、ゼンマイ、メ

シダ、オシダなどなど各科の形態の特徴や生育環境、

化石記録などを教えていただき、大変勉強になりまし

た。名前を一つ一つ覚えていく努力で精一杯なところ

がありますが、分類を理解して体系的に学習していく

ことも大切だと感じさせられた勉強会でした。 

（片桐記） 

 

■四季の森公園「自然を訪ねて～樹に咲く花」 

日 時：4 月 15 日（日）13:00～14:30  晴 

場 所：県立四季の森公園 

参加者：14 名 

スタッフ：大倉、鈴置、日比野、大橋、福田、坂本、

花田、桐生、西岡、吉原、三樹の 11 名 

概 要：前日からの強風と荒天で、当日午前中の下見

は中止。また、予定ルートの一部でシラカシの倒木の

恐れありとのことで、ルートを変更しての実施となり

ました。 

心配されたお天気ですが、午後には風も落ち着き、

春の日差しのなか、集まった 14 名の方に２班に分か

れていただき、観察会を実施しました。 

 

 

大倉・大橋班 

 

テーマである「樹に咲く花」は、カツラ、ヤエヤマ

ブキ、ミツバウツギ、ニワトコ、ウワミズザクラなど。

野の花では、クマガイソウはじめ、キンランやニリン

ソウなど、たくさんの花を楽しむことができました。

参加者の皆さまが、とても博識で植物のことをよくご

存知だなと思っていたら、他の会に所属されている方

が、勉強のためにこちらに参加されていたそうです。

 

日比野・鈴置班 

 

初リーダーの大倉さんは準備や天候対応で大変だっ

たことと思います。本当にお疲れ様でした。（三樹記） 

 

■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～渋沢丘陵」 

日 時：4月 21日（土）10:00～15:00晴 

場 所：秦野市 

参加者：35名 

スタッフ：小池、吉原、松井、大橋、鈴置、広川、松

田、大槻の 8名 

概 要：朝 10 時に小田急線渋沢駅集合。風も心地よ

く晴れ渡り、素晴らしい観察会日和となりました。4

班に分かれて出発。渋沢の町を登りながら抜けて里山

の面影の残る室川沿いの畑道に出ます。様々な色の緑

の山と、オドリコソウ、オオジシバリ、クサノオウな

どを観察しながら、「ふるさと生き物の里」に向かい

ます。ここは自然が残る谷戸田、遊水地を秦野市が「ふ

るさと生き物の里」に指定して整備した場所で、シュ

レーゲルアオガエルの鳴き声が迎えてくれました。ツ

ルニチニチソウ、コメツブツメクサ、キュウリグサ、

ヤブヘビイチゴ、ケキツネノボタン、ムラサキケマン

などが咲いていました。卵嚢を腹部に持ち運ぶコモリ

グモも見られました。ここにはホタルを始めとしてホ

トケドジョウ、シャジクモなど貴重な生き物がすんで

います。 
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ふるさと生き物の里 

 

水路がホタルの産卵が可能なように壁面に工夫をし

ているホタル工法の様子などを見学した後、チューリ

ップの寺として知られる曹洞宗のお寺泉蔵寺に向かい

ます。泉蔵寺は 1481 年開かれ、徳川家光から寺領 13

石の朱印を受けていました。残念ながらチューリップ

は殆ど終わっていましたが、ボタンが見事でした。カ

ラスノエンドウ、スズメノエンドウ、カスマグサの違

いを確認することができました。その後向かったのは、

樹齢 600年と推定される大杉が聳え、鬱蒼とした木立

に囲まれた白山神社。千村の鎮守で、徳川家康から社

領 1石 5斗の朱印を受けていたそうです。ホウチャク

ソウ、ツルカノコソウ、サンショウの花を観察しまし

た。 

  

白山神社 

 

ここから傾斜が増した山道となり、ヤマルリソウ、

ミツバウツギ、ムラサキケマンなどを楽しみながら頭

高山に向かいます。途中いくつもの獣道が山道に降り

てきています。頭高山の登り口からは丹沢山系の眺め

を参加者の方々に楽しんで頂きました。最後の山道で

はカキドオシの群落、ナツトウダイ、オニシバリ、ホ

タルカズラ、ギンラン、アマドコロ、タラノキなどを

見ながら山頂に到着しました。山頂には秋葉神社があ

り、かつては秋葉山とも呼ばれていた山頂で昼食を取

りました。昼食後可愛らしい花を咲かせたフデリンド

ウを確認してから山を下り、渋沢丘陵の尾根道を辿り

ました。 

  

頭高山山頂 

 

途中全国の食用桜花の 7、8 割を生産すると言われ

る千村の八重桜の林にはまだ花が少し残っていました。

林道ではマルバウツギ、ナツグミ、ガマズミ、ハナイ

カダの花やサルトリイバラなどを観察しました。野鳥

の繁殖期を迎えたため、ウグイス、シジュウカラ、ヤ

マガラ、キビタキなどの囀りもよく聞こえました。「か

りがね姫」の悲しい物語が残る雁音神社に立ち寄り、

展望台では再び丹沢の山々が迎えてくれました。広々

とした尾根道にはソラマメ畑が広がり、遠くには箱根

の山々も臨めました。最後の下り道ではシラユキゲシ、

マルバアオダモ、ハンショウヅルの花も見られ、新緑

と野草を堪能し、渋沢駅に戻りました。 （松井記） 

 

■里山アカデミー「四季守マスター塾」第 1回開催 

日 時：4 月 22 日（日）10：00～15：00 

場 所：四季の森公園内及び会議室 

参加者：9 名（4 名欠席）、公園から中村所長、小野澤

パークコーディネーター、JFIK から品川。 

概 要：昨年度実施した里山アカデミーの野草ガイド

育成講座の修了生を対象とした四季守マスター塾の第

1 回を開催しました。申込みは 13 名で 4 名の欠席が

ありました。昨年からこの 3 月にかけて公表した第 24

回市民環境活動報告会の要旨集と 4 月 12 日に発行さ
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れたタウンニュースの緑区版に掲載された「人物風土

記」のコピーも配布して、このプログラムの重要度を

理解していただきました。 

  

座学の光景 

 

初めに中村所長からこのような地道な環境活動が地

域の人々の植物への関心を高めていることに感謝の言

葉がありました。次いで品川が「人を引き付ける話法」

について講義を行い、続けて園内で受講生によるガイ

ドを実践しました。事前に毎回、見どころを迎えた園

内の植物 15 種を教材として取り上げ、各自が少なく

とも 3 種については植物概要、毒性、薬効、食草、材

の利用、加工、害虫、学名由来、花言葉、俳句、短歌

などとことん調べてくるという負担の大きな課題でし

たが、受講生は.それ以上に下調べをしてガイドに臨ん

でくれたようで、実に優秀な受講生ばかりでした。 

  

ミツバウツギの解説に耳を傾ける受講生 

 

冒頭から科名の不整合について質問があり、リンネ

以来の科名がゲノム解析によって系統分類の研究が進

展し、科名や分類上の位置がダイナミックに変わりつ

つあると説明しましたが、次回の前座で簡単に紹介す

ることを約束しました。身近な植物解説では、丁寧な

ストーリーが出来ていて十分すぎるようなガイドもあ

れば、先行ガイドが細かく特徴を紹介したため、自分

の発表の場面では「ネタ切れ」宣言をするガイドもあ

りました。花の時期を過ぎつつあるクマガイソウ、盛

りを迎えたキンランなどじっくり観察ができました。

また、花言葉や多様な解釈をするガイドもありました

が、概ね好評でした。 

  

エビネの観察中 

 

今回取り上げた植物は、ハナダイコン、アマドコロ、

ミツバウツギ、シャガ、ニリンソウ、キンラン、ウラ

シマソウ、ツボスミレ、エビネ、クマガイソウ、ホオ

ノキ、ツクバキンモンソウ、ワニグチソウ、ホウチャ

クソウ、ヤマブキソウです。     （品川記） 

 

■鎌倉風致保存会 

〇みどりのボランティア 

日 時 4 月 14 日（土） 

場 所：建長寺回春院 

参加者：21 名（JFIK 黒川、松尾） 

今期最初のみどりのボランティアです。 

今年の春の花は半月程早い様で、もうヤエザクラも

終わりです。変動は年々大きくなって居る様に感じま

す。最初の作業はヤブデマリの咲く右俣谷の斜面の雑

木とササの除伐で、ここは日当たりも良く植樹地とし

て整備予定です。 

旧回春院に向かう山道の両側も、伸びて来た草や刈

り残しの枯草も綺麗に刈りました。何時もの様にお昼

には美味しいお茶とお菓子を頂きました。 

日 時：4 月 21 日（土） 

場 所：御谷山林 
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参加者：21 名（JFIK 黒川、松尾） 

今日も奧の谷の両側のタケや灌木の除伐で、急斜

面の作業が暫く続きそうです。 

下の広場も刈り残した部分もあり、一部の平地も

3 か所あり何時も綺麗にはなかなか大変です。南広

場の山際にはモウソウチクの竹藪があり、タケノコ

のほとんどは大きく伸びていましたが、何本かは頂

けた様です。 

〇覚園寺 

日 時：4 月 24 日（木） 

参加者：黒川、椎野、松尾、山路、広瀬 

この所何かと忙しく、覚園寺の作業も月 1 回のペ

ース。今日は伸び始めたカラムシの草刈と、周りの

竹藪の倒れたタケの除伐を行いました。5 名が揃う

と作業は早い！お昼前の時間、奧のモウソウチクの

竹藪に入りタケノコ探し、まだ結構ありました。 

不必要の伸びたタケノコを倒し、簡単に除伐も兼

ねての整理も出来ました。 

〇その他のイベント 

日 時：4 月 7 日（土） 

場 所：大佛次郎茶亭（公開） 

入場者：512 名 

シダレザクラが残って、なかなか風情のある公開

日でした。市と鎌倉高校の茶道部の皆さんの点てた

お茶を、桜の下で頂くのが売りです。最近はツアー

で訪れる人も多く、ゆっくりお茶を味わう時間もな

い様です。             （広瀬記） 

 

■湘南の森 

日 時：4月 13日（金） 10：00～15：20 

天 候：晴 

参加者：相原、石田、井上、太田、大貫、小長井、佐

藤（憲）、杉山(文)、高久、高松、田中(文)、土屋、

仲手川、埴原、山口、山本、和田（下線は JFIK会員） 

 

活動概要 

虫の被害の出ている樹木周辺の除草・つる切り、

ハイキング道路南側の除草、シマテンナンショウの

点検、実生木調査区域で残した稚樹の調査、サクラ

の枯木の切断作業など、チームごとに作業を行いま

した。 

月例作業は午前中で終了し、午後１時 30 分から

総会を開催しました。 

日 時：4月 21日（土） 10：00～15：45 

天 候：晴 

参加者：相原、臼井、小長井、杉山(文)、高久、高松、

高野、田中(文)、田中（善）、仲手川、吉井（下線は

JFIK会員）  

 

 
        若葉の下で除草 

 

活動概要 

春先で雑草が少なかったが、植樹やアジサイに絡み

つくつる草、ササ、アオキなどの低木を整理しました。 

           （吉井記） 

 

■特定植物観察会～スミレ観察会 

日 時：4 月 14 日(土)13：00～14：30 

場 所：県立四季の森公園 

リーダー：大塚、片山、サブリーダー:品川、上野 

参加者:：54 名 

概 要：4 月なのに夏日が続き、草木は初夏の様相を

呈している。 

 

出発前の説明 

四季の森公園ではアオイスミレ、アカネスミレ、タ

チツボスミレ、ナガバノタチツボスミレ、ナガバノス

ミレサイシン、マルバスミレ、ツボスミレ(ニョイスミ
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レ)、アメリカスミレサイシンの 8 種類は今までに確

認していたが、今年はマルバスミレの花がたった一輪、

タチツボスミレは終焉を迎え、アメリカスミレサイシ

ンとツボスミレだけが辛うじて盛り、アカネスミレは

公園管理事務所でも開花は記録されていないとのこと。 

 

ニョイスミレを観察中 

 

その代わり、キンラン、ギンラン、クマガイソウ、

エビネ、シュンランが見頃を迎え、ホウチャクソウや

チゴユリも見頃を迎えていた。    （品川記） 

 

■特定植物ランの仲間の観察会（手話通訳付き） 

日 時：4月 30日（月・祝）13：00～14：30 

場 所：県立四季の森公園 

参加者：43名、スタッフ 6名（品川と福田がリーダー）

と小野澤パークコーディネーター、聴覚障がい者2名、

手話通訳 1名と手話通訳研修生 4名  

 

北口で班分け 

 

全体を半分に分けて、それぞれ逆順に園内を歩くこ

とにした。 

 

手話通訳の活躍 

 

 初めにオオバコのロゼットを、先日の TV番組に登

場したように解説して、アイスブレークとして、次い

でしょうぶ園の入口のケヤキの種子の大きさに驚いて

もらった。それと子ども対象の観察会で常日頃申し上

げているいつも「どうして？」「なぜだろう？」とい

う疑問をなげかけて欲しいと忌憚なく申し上げて、同

意をいただくことができた。その後、キンラン、ギン

ラン、エビネ、シランと順に巡って北口ビジターセン

ターに戻った。 

 

平家物語を解説する 

 

途中、平家物語の平敦盛の悲話などを紹介し、バナ

ナ・ツリー（カラタネオガタマ）でバナナの匂いを楽

しんでいただいた。          （品川記） 
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■春のユリの仲間の観察会 

日 時：4 月 30 日(月・祝) 10：30～12：00 

場 所：県立四季の森公園 

リーダー：村山、片山 

参加者：22 名 

好天に恵まれたゴールデンウィーク前半の30日、22

名の参加者が集まりました。村山班と片山班に分けて

観察会を行いました。レポートは、村山班のものです。 

今日のテーマは、「春のユリの仲間」。ここでいうユリ

とは、クロンキスト体系などの旧分類でのユリ科の仲

間のこと。ナルコユリ、アマドコロ、ワニグチソウ、

ホウチャクソウ、チゴユリが、今日の主役です。APG 

IIIでは、クサスギカズラ科とイヌサフラン科になって

います。 

 好天と裏腹に、今年は季節の進みが速く、チゴユリ

が実になっているのは仕方ないとしても、アマドコロ

の花が終わり、ホウチャクソウは何とか花が見られる

状態でした。逆にナルコユリはまだ蕾。時期がぴった

りだったのは、ワニグチソウ。清楚で可憐な花を見る

ことができて、参加者の皆さんもご満悦でした。  

  

 

観察会では、ユリの仲間だけにこだわらず、キンラ

ン、ギンランなどのランの仲間、ゼンマイ、ヤブレガ

サ、ギボウシなど山菜になる植物、ヤブデマリ、セリ

バヒエンソウなど盛りの花も解説しました。また、池

田倫子さんの昆虫解説（キリギリスの幼虫やシオヤト

ンボなど）も交えて、ユリの花が少ない分だけ盛りだ

くさんの観察会になりました。     （村山記） 

 

■第45回相模原市民桜まつり 

日 時：4 月 7 日（土）12：00～17：00 晴  

8 日（日）10：00～17：00 晴 

場 所：相模原市役所第 2 駐車場 2 階 

スタッフ：7 日 品川、河口、松田、瀬尾、白木と友

人 1 名 計 6 名 

8 日 品川、白木と友人 3 名 計 5 名 

参加者：7 日 63 名 8 日 138 名 合計 201 名 

今年はサクラが早咲きで先週には満開の様子で、今

回は葉桜まつりとなってしまった。天気はいい陽気で

人の出はいつもながらの賑わいを見せていた。 

JFIK の PR コーナーではパンフレット配布と紙芝

居を広げて展示した。ネイチャークラフトは益々の人

気で開始前から参加者が来ており、今年は何を作ろう

かと心待ちにしているようだった。そのようなリピー

ターが数人おられ、中には 5 年前から毎年参加してい

る方もいて嬉しい限りだった。他にバードコールの販

売や、ドングリ細工を勧めている松田さんの作品見本

展示及びドングリの配布を行った。 

  

JFIKの出展の様子 

 

幅広いネイチャークラフトの中でここでは各種木の

枝の部材、木の実、タネを主体にした材料を使ってい

る。JFIK の広報活動の一環としての開催だがクラフ

トの対応に追われなかなか広報活動に手が回らない。

通常はクラフトの作り方を教えながら部材やタネや木

の実の話など実物を手にとって話し、森を歩く楽しさ

が増すように努めている。ネイチャークラフトは手近

な材料で森の話ができ参加者には森への関心の第一歩

になる。森林インストラクターなら誰でも対応ができ

ると思うので、このような機会に是非とも手伝いをお

願いしたい。目の前にある材料の説明をするだけでも

参加者を森に案内できるのではないだろうか。年に数

回のお祭りイベントに他の行事ともどもご協力をお願

いしたい。               
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クラフト教室の様子 

作品が完成し、記録写真を撮って「作品に名前を付

けて」とキャプションカードを渡すと皆笑顔になる。

この笑顔こそがネイチャークラフトをやっている醍醐

味だ。参加者がこの作品から一歩森へ近づいてくれれ

ばやった甲斐があるというものだ。   （白木記） 

 

■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：4月7日（土）10:00～15:00 

参加者：54名（JFIK14名、一般15名、横浜メダカの

会8名、見学者・新規会員17名） 

作業内容：4班に分かれて実施 

・3班はモウソウチクの竹の子掘りを実施、約200本を

掘り出した。 

・メダカ池水生生物調査 

  

これまでの中で、一番の参加者だった 

 

  

この日の成果 

 

作業 2 回目 

日 時：4 月 16 日（月）10:00～15:00 

参加者：24 名（JFIK15 名、一般 9 名） 

作業内容：3 班に分かれて実施 

・モウソウチクの竹の子掘りを実施、約 100 本を掘り

だした。 

・モウソウチク伐採保全作業     

  

作業 3 回目 

日  時：4 月 23 日（月）10:00～15:00 

参加者：23 名（JFIK12 名、一般 11 名） 

作業内容：午前は保全作業、昼からバーベキュー 

・ゾーン 6 の竹の子掘りとエイト社員の観察会 

・昼から、エイトさんのバーベキューに参加    

昼からバーベキューを楽しんだ 

（福田記） 
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29年 相原 基行  

29 年の相原です。3年前に定年退職しました。退職

して時間に余裕が出ると、何かにチャレンジしたいと

いう気持ちになり、登山に加え、里山保護の活動で湘

南の森に加入したり、旧東海道を是非歩いてみたいと

いう気持ちにもなりました。旧東海道歩きは、山と渓

谷社の「ちゃんと歩ける 東海道五十三次」という地

図を購入しチャレンジしています。一度は日本橋から

スタートして品川まで歩きましたが、足が遠のく諸事

情があって中断し、2年前の 1月から再開しました。 

 母の介護があるので思うように家を空けられないた

め、1～2か月に一度ぐらいの頻度ですが夫婦二人でゆ

っくりとした足取りで歩き続けています。 

 歩いていく中で、神奈川県内との地域差を感じます。

（ただし、旧東海道沿いの道筋なので、多少特殊なの

かもしれません） 

 箱根の山を登

り始めるまでは、

住宅街から離れ

て歩くところは

少なかったです

し、あっても短い

距離でした。それ

が、箱根を越えて

西へ向かうにつ

れ、住宅がちらほ

らとか、または、

住宅が遠くに見

える田園地帯の中とか、まさに里山の中とか、さらに

は国道だけが通る峠の山道といった場所を歩くことも

多かったです。ミカン畑を脇に見ながらの薩捶峠や、

旧東海道そのものの風景を残すような宇津ノ谷峠、金

谷から掛川に抜けるお茶畑の中、当時から残っている

石畳などをはじめとして、日本の里山の原風景のよう

なところがたくさんあり、楽しませてもらっています。 

 こうしたことが背景にあるのでしょうか？ 沼津市

を過ぎたあたりから、ごみ集積所のきれいなこと。き

ちんと金網でごみ小屋風に作られているところも多か

ったです。そのため、カラスが目につかない、むしろ、

カラスを見ると珍しいなあと思うようになります。住

宅地を歩いているとすれ違う方（高齢者や子供が多か

ったかな？）から会釈をされたり、「おはようござい

ます」、「こんにちは」と自然に声を掛けられることも

多かったです。人柄の違いもあるように感じました。

そして、何より驚いたのは、愛知県に入り豊橋の手前 

だったと思いますが、救急車が交差点を通行する際に

「恐れ入ります」とか「ご協力ありがとうございます」

と丁寧な言葉をマイクで言っていたこと。これは、岡

崎市内でもありました。東海地方って良いなあと感じ

ます。 

旧東海道沿いの自治体では、旧東海道を観光資源と

していることもいろいろとありましたが、袋井市では、

小学校の看板にも「東海道五十三次 ど真ん中東小学

校」とあります。 

  
 

このように地域を楽しみながらの歩きです。この投

稿が載るころには、鈴鹿峠を越えて滋賀県に入ってい

るかな？ 里山保護活動の合間の歩きですが、今年中

には京都の三条大橋までたどり着きたいと願っていま

す。今後ともよろしくお願い致します。 

 

※次号（6月号）のリレーエッセイ執筆は、 

29年の片桐和彦さんの予定です。 

 

リレーエッセイ 
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「身近な雑草のふしぎ」 

森 昭彦著 

SBクリエイティフ㈱  

2009年初版 2017年 3月第 13刷 

952円＋税 

 

愛着があるのか迷惑なのか独特な表現で雑草につい

て語っています。独自の表現が面白いですが、もう少

し基本の説明を多くしてと感じることもあるようでし

た。例えば、「はじめに」に次のような表現で始まっ

ています。「雑草が変わっているのは、野生のくせに、

私たちに寄り添うのを好むことでしょう。荒地をちょ

っと耕せば、・・・喜びにあふれた顔をして生えてき

ます。」 

4 章で構成されています。それぞれから１つを取り

上げてみましょう。 

「第 1章 ひどい名前のそのワケを」のママコノシ

リヌグイ 

いかにも痛そうとは、継子がさぞかし痛がるであろう

なということ。でも、花期が長く、驚くほど多くの生

き物が花に集まってくる。真実は、尻拭いどころか優

しく甘い乳房であった。 

「第 2章 華麗なる毒草、やんちゃな薬草」のジゴク

ノカマノフタ（キランソウ） 

地獄に釜に蓋をして、病人をこの世に戻すのでこの名

が付いた。別の名を医者殺しといって、この薬草のせ

いで食えなくなったヤブ医者には、地獄の釜が開いた。 

「第 3章 四季折々の美術品」のクマガイソウ 

花は子孫のためにある。それをあなたは穴が開くほど

覗き込んでは、キレイだなと撮影したり匂いまでかい

たりする・・・。話しは、花の形や構造に及んで、益々

きわどい。 

「第 4章 蹴られても、踏みにじられてもひと花咲か

すよ」のノブドウ 

野菊のような人だという台詞はほめ言葉だが、ノブド

ウのような人はとんでもない悪口になろう。 

興味を感じた方は手に取ってみてください。（獏） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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＞ 

4月 30日現在会員数 163名 

 

月例会を開催しました 

日 時：4月 27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 12名、監事 1名、会員 3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 

 

今年は、桜の開花が早かったですね。

また、花粉症にも悩まされた 4 月で

したが、5 月は・・・。(小池) 

 

近所の山を早朝に散策していた

ら、キジのつがいにばったり遭遇。

しばらくの間、至近距離で観察で

きてラッキーでした！(松山) 

ランヨウアオイ(ウマノスズクサ科カンアオイ属) 
2017.5.17奥湯河原 

 

ナワシロイチゴ(バラ科キイチゴ属) 
2017.5.9多摩区多摩川 

 

ナヨクサフジ(マメ科ソラマメ属) 
2017.5.9多摩区多摩川 

 

掲示板 
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四季の森公園）野草ガイド入門
森こい倶楽部

名瀬谷戸の会

室内勉強会

月例会

身近な自然を訪ねて）下見

身近な自然を訪ねて（1/2）

自然を学ぼう　春の草花

日月 火 水 木 金 土

日

自然を学ぼう　春の草花
鎌倉）浄光明寺

湘南の森）定例作業

2ヶ月 予 定 表　 2018年4月30日～2018年7月1日
月 火 水 木 金 土

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
鎌倉）光則寺

四季の森公園）特定植物 ユ
リ・ラン

四季の森公園）下見

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

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

鎌倉）東勝寺跡

四季の森公園）四季守マスター塾
さがみの森）定例作業

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）下見

名瀬谷戸の会
鎌倉）十二所果樹園

森こい倶楽部

四季の森公園）シダの観察

鎌倉）大仏切通

身近な自然を訪ねて（2/2）
鎌倉）御谷山林

四季の森公園）四季守マスター塾

四季の森公園）特定植物 コケ
鎌倉）建長寺回春院


