
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四季の森公園「自然を訪ねて～昆虫を探そう」（撮影者 福田 渉） 

 

 

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「初秋の黒川に湧水と古道・古刹を訪ねる」 

＜下見＞ 

日 時：9月 13日（木） 

集 合：小田急多摩線 はるひ野駅 改札外 南口 10：00 

＜本番＞ 

日 時：9月 20日（木）・22日（土） 

集 合：小田急多摩線 はるひ野駅 改札外 南口 9：10（詳

細は別途連絡） 

 今回は大橋が企画しています。 

 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

ていただきます。 

活動予定 

目 次 

1P  活動予定 

4Ｐ  活動報告 

6Ｐ  リレーエッセイ 

7Ｐ 月刊ブックレビュー 

7Ｐ 森のエピソード 

8P 掲示板 

8P 編集後記 

巻末 2 ヵ月予定表 

 

 

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/ 

 

http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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 本番だけの参加に関しては、参加費及び保険料の負担はありませんが、サブリーダーとして、一般参加者に関

するお手伝い等をお願い致します。 

 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。是非、

本番にはご家族やご友人をお誘い下さい。 

参加していただける方は、下の大橋メールアドレスまで連絡をお願いいたします。 

大橋メールアドレス  kana-2015-senior@jcom.zaq.ne.jp 

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。                    （大橋記） 

 

■森こい倶楽部―第 6回「榎下城址と緑三森を巡る」緑区 ワンテーマ：カヤ（榧）（変更の可能性もあります） 

皆様おなじみの四季の森公園周辺は、豊かな自然と歴史を秘めた地域です。今は舊（きゅう）城寺になってい

る榎下城址は関東管領上杉家の重要拠点で、城遺構が残り、カヤなどの名木古木がある県の天然記念物林です。 

杉山神社・新治明神社などの寺社を経由して、新治市民の森では、旧家の奥津家長屋門・本家の庭に秋の気配を感

じ、森ではシダ・キノコなどを鑑賞しましょう。鶴見川支流の梅田川を渡り、残された里山の風情を眺めつつ横浜動

物の森に入って行きます。2017 年の第 33 回全国都市緑化よこはまフェアで整備された、里山ガーデンでは秋の里山

ガーデンフェスタが開催中です（9/15〜10/14）。ガラッと変わって色鮮やかな園芸種花壇の花々をお楽しみください。  

ご承知とは思いますが、ズーラシアも隣ですので、動物にご興味のある方はどうぞ。世界各地の植生も豊かです。

昼食後は、四季の森公園に西口から入り、また自然の緑に目を休めましょう。帰りは、いつもと違う北西出口から寺

社巡りも調査中です（未定）。最終解散は中山駅です。 

 

日 時：10月 7日（日） 

集 合：JR横浜線 中山駅改札 10:00（時間厳守） 

参加費：100円（保険代） 

コース：中山駅🚻→中山杉山神社→舊（きゅう）城寺（榎下城址）（名木古木）→新治明神社（名木古木）→新治

里山交流センター🚻→奥津家🚻→新治市民の森→梅田🚏（ローソン🚻）→横浜動物の森公園里山ガーデン（昼食）

🚻→四季の森公園🚻→（寺社巡り）→中山駅🚻15:00頃（解散）、全行程約 8 ㎞、多少のアップダウン有 

行程には梅田・ズーラシア・西ひばりが丘団地などの🚏があり、時間ご都合での途中離脱も可能です。 

リーダー：廣川一久さん（26年） 

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：里山ガーデンでお弁当をご一緒しましょう。（ウェルカムガーデン広場には売店もあり、ズーラシア内

にはカフェ・レストランありますが、3連休ですので混雑が予想されます） 

お問合せ、ご参加の方は、10月 6日までに、久野宛ご連絡ください。 

メールアドレス：masakihisano77@yahoo.co.jp TEL：090-8280-1816 

 

年内の予定は以下です。11 月のみ都合で 11月 3日土曜日になっておりますのでご注意ください。 

11月 3日（土・祝）柴・長浜・富岡の旧海岸線を歩く（金沢区） 

柴ファーム（旧米軍施設）からの金沢湾一望、長浜細菌研究所施設、富岡神社、川合玉堂旧邸開放日（予定）

など 

12月 2日（日）帷子川中流・支流の森巡り（保土ヶ谷区・旭区） 

たちばなの丘公園・陣が下公園・白根公園など 

年明けも計画中です。（次年度は鎌倉・三浦・湘南にも拡大予定です）            （久野記） 

mailto:kana-2015-senior@jcom.zaq.ne.jp
mailto:masakihisano77@yahoo.co.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  

9月 18日（火）10:00～14:30 

10月 6日（土）、15日（月）10:00～14:30 

集合場所：久右衛門邸                               （田中（真）記） 

 

★■四季の森公園「自然を訪ねて～身近なクモ」 

大繁栄する昆虫の陰に隠れ、ちゃっかりその昆虫を餌にして４億年生き続けてきたクモ達。今回はそんな彼ら

の生きざまを、ちょっとのぞかせてもらいましょう。結構お茶目です。 

皆様の参加をお待ちしています。特に 29年の皆さんの参加を期待しております。 

＜当日下見＞ 

9月 16日（日）10：00～12：00 

＜本  番＞ 

9月 16日（日）13：00～15：00 

集合は、いずれも県立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：小池 福田                      （日比野記） 

 

★■湘南の森 

日 時：9月 14日（金）、29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 

参加ご希望の方は吉井宛メール：yoshiit@green.ocn.ne.jpにお知らせください。          

活動報告や予定などは、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） 

 

★■ヤビツの森 

日 時：9 月 29 日（土） 

場 所：丹沢ヤビツの森 

作業内容：作業路の整備（草刈りなど）植栽した苗の下草刈り、点検、など  

参加ご希望の方は吉井宛メール：yoshiit@green.ocn.ne.jpにお知らせください。         （吉井記） 

 

★■フォレスト21「さがみの森」 

9月 23日（日） 定例作業 

10月 13日（土）、28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。 

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 

(菅原記) 

 

 

mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
mailto:sagami@moridukuri.jp
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■四季の森公園「自然を訪ねて～昆虫を探そう」 

日 時：8月 19日（日）13時～15時  晴  

担 当：片山、池田(浩)、坂本 

参加者：一般 37 名（内 子ども 14名） 公園職員 2 名 JFIK 9名     

前週までの猛暑は緩和され、本来の真夏らしい気温の中、多くの昆

虫が観察できて無事に終了した。 

3 班に分かれて池や葦原の周辺を歩いた（巻頭写真）。各班のリーダ

ーが、アメンボはなぜ水に浮くか？、タテハチョウ類は昆虫なのに足

はなぜ４本しかないか？等、参加者をひきつける投げかけをしていた。

また、適宜拡大鏡付きの標本ビンに昆虫を入れて、観察に工夫をこら

していた。一般参加者(特に子どもたち)がスタッフ以上に昆虫を発見

してくれ、クヌギの樹にカブトムシの雌を発見したり、昆虫ではない

が、カタツムリやモリアオガエルを発見したりと、歓声の上がる場面

があった。 

 後半はクールダウンを兼ねて冷房の効いた公園会議室内に入り、採集した昆虫をじっくり観察しながら質疑応

答して理解を深めた。 

出会えたおもな昆虫（午前の下見も含む）：ベニシジミ、ルリタテハ、モンキチョウ、テングチョウ、アカボ

シゴマダラ、カノコガ、エサキモンキツノカメムシ（写真：ハート形の紋黄に注目！ 愛のメッセージか？）、

キバラヘリツノカメムシ、エビイロカメムシ、オオクモヘリカメムシ、アカスジキンカメムシ、アオバハゴロモ、

アメンボ、ニイニイゼミ、オオコフキコガネ、マメコガネ、カブトムシ、トホシテントウ、ガガンボ、マユタテ

アカネ、フキバッタ、オンブバッタ                             （坂間記） 

 

■名瀬谷戸の会 

作業1回目（午前は、総会を開催） 

日 時：8月4日（土）10:00～15:00 

・第2回総会10:00～11:30 

 参加者18名、委任状43名 

・定例作業13:00～15:00 

 参加者：20名（JFIK8名、地元5名、メダカの会等7名） 

 作業内容：希少種マーキング作業、ピザ窯の東屋作り、水生生物調査 

 

作業2回目 

日 時：8月20日（月）10:00～15:00 

参加者：19名（JFIK8名、一般6名、横浜メダカの会5名） 

作業内容：ゾーン6のモウソウチク伐採、ピザ窯の東屋作り 

 また、午後に、28名の戸塚区小学校教職員の名瀬の里山での理科研究

会の臨地研修会が実施された。            （福田記） 

 

 

 

活動報告 

 

総会の様子 

 

モウソウチクの伐採 

 

エサキモンキツノカメムシ 
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■室内勉強会「緑の金融革命―森林環境ファンドを通じた持続的な森づくり」 

日 時：8 月 17 日（金）18:00～20:00 

場 所：かながわ県民サポートセンター 

講 師：筑紫 みずえ氏 （株）グッドバンカー代表取締役社長 

参加者：鈴木（康）、和田、中澤、日比野、坂間、梶浦、品川、田中、嶺、得能、脇本、熊木、山内の 13 名 

 

株式投資に際し、財務の観点に加え対象会社の環境・社会面に対する取組みや企業統治のあり方など企業の社

会的責任を評価考慮して行う投資を SRI（Socially Responsible Investment）という。SRI 投資は日本にお

いてはまだ 20 年の歴史しかないが、欧米においては 100 年近い歴史がある。ベトナム戦争に反対し軍需産業へ

の投資をボイコットしたり、南アのアパルトヘイトをやめさせるために南アへの投資から利益を上げている企業

の株式を売却するなどの実績があり、いまや SRI は世の中を変えるパワーを持ちつつある。各国の SRI は全て

女性のイニシアティブで発展してきており、担い手の中心は女性と若者となっている。 

 SRI 投資の一つとしてフォレストフレンドリーな企業に投資するフォレスト・エコファンド（森林環境ファン

ド）の創設が検討されている。このファンドは上場企業を中心とした企業に森林の育成・保護に持続的に取組む

ことを促す効果があるものと思われる。うまく創設出来れば、われわれ森林インストラクターの活動の大きな支

援材料になると見込まれる。森林環境税の創設の動き同様、フォレスト・エコファンドの動きにも注視していき

たい。私たち森林インストラクターは日々の活動を通じ、環境問題や森林問題に関して、世の中への啓蒙をしっ

かりやっていくことが重要と思う。                            （山内記） 
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29年 大槻 哲夫 

皆さまこんにちは、29 年度の大槻です。 

私が現在住んでいるのは、神奈川県の中央部「伊勢原」です。丹沢の入り口雨降りの神「大山」の麓にな

ります。東名高速が拡幅される 20 年前までは、額縁の中の絵の様に窓から毎日「霊峰 大山」を眺めてお

りましたが、現在は東名高速の高い壁に遮られ私の家から大山を望むことは出来ません。しかし、一歩表通

りに出ればその眺めは素晴らしいものです。 

 私、今年の 5 月 6 月と乗鞍高原と妙高高原に出かけて参りました。結論から申

し上げれば、今年の山行は雨行でした。先ずは 5 月の乗鞍については、数年前に

長野県側からバスが位ヶ原まで開通した日の 1 番バスで入り、途中の雪の壁を眺

め目的地についてスノーシューで誰もまだ踏み入れていない雪原を散策したこと

を思い出しました。今年は岐阜県側から畳平に入り数年前と同様に雪原と夏羽に

代わる前のライチョウに会えるのを楽しみにしておりました。スカイラインの開

通に合わせ、1 番バスには間に合いませんでしたが途中の雪の壁と雄大な景色を

楽しみにしておりました。目的地は、霧と雨、散策どころか視界は僅か 3 メート

ル何も見えません、滞在時間僅か 20 分トイレタイムのみで来たバスに乗り、下山

して参りました。乗客は行きに 3 人帰りに 10 人となり、皆その気になって目的

地に乗り込みましたが、残念でなりませんでした。感心し感謝したのは、流石バスの

運転手さん、視界がほとんどない中安全運転で無事下山できたことです。  

 6 月の妙高高原は梅雨の真っただ中、期待半分、諦め半分で出向きました。28 日

は朝から雨、地元の方に聞きましたら、笹ヶ峰は晴れるかもしれないとの事、1 日ハ

イキングに申し込み歩いて参りました。女性が多く参加しており、多くの方が防水完

全装備での参加、雨の日に歩くのは嫌だなと思いながらの参加でしたが、雨の日でな

ければ見ることができない素晴らしい現象や、幾つかの植物に出会うことが出来まし

た。雨の日でなければ出会うことがない現象、ブナの木の幹を流れ落ちる雨水、まる

でダムの放流の様でした。話には聞いておりましたが、初めて見る現象で自然の素晴

らしさを感ずることが出来ました。出会った幾つかの植物等を列挙しておきます。シ

ョウキラン、トリガタハンショウヅル、イワガラミ、ツルアジサイ、マイヅルソウ、

カッコウの飛翔、池に下がったモリアオガエルの卵塊等。そして何よりも

丹沢近辺では見ることが出来ない、ドイツトウヒの森でした。雨の天気を

嘆きながら、雨に感謝した山行ならぬ雨行でした。翌 29 日には、例年よ

りも早い梅雨明け、こんなことも有るのですね！ 

 そして今年、何よりも身近な自然に感謝したことを一つ写真で紹介しま

す。厚木の七沢自然環境保全センターの森で撮った、リスの採餌です。「侮

るなかれ」神奈川の身近な自然に、もっと感謝しなければと思いつつ、次

の旅行に小さな胸を弾ませています。 

  

＊次号（10月号）のリレーエッセイ執筆は、 

29年の花田勝美さんの予定です。 

リレーエッセイ 

 

雨と霧の乗鞍 

 

二ホンリスがクルミを割る様子 

 

ドイツトウヒの森 
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知りたい会いたい 特徴がよくわかるコケ図鑑 

 

藤井久子・著、秋山弘之・監修 

2017年、家の光協会、本体 1,800 円＋税 

 

同じ系統の科名別図鑑の本に比べてみると、お値打ち

感があるものの多少高めだったので手が出なかったが、

丁度いただき物の図書カードで買うことができた。 

この本で取り上げたコケは 64科 182種。我が国には蘚

類が約 1,030種、苔類が約 620種、ツノゴケ類が 17種と

合わせて約 1,700 種が生育していると言われている。世

界では約 18,000種のコケが知られている。 

さてこの本の特徴はルーペでもわかるコケの見分け方

を最初に紹介し、ルーペだけではどうしても見分けが困

難な近縁種については、正直に「ルーペでは判別が難し

い」と書いていることだ。読者の時間を奪いたくないと

いう思いからと著者は書いているが、どうしてどうして

心遣いをうれしく感じる。 

この図鑑の構成を紹介すると、朔（さく：胞子嚢）の

出てきた頃のコケの姿を各ページの上半分に載せ、下半

分に葉のスケッチや朔の拡大写真を載せ、さらに生育場

所、分布、形状・サイズをまとめて書き留めている。さ

らにうれしいのはフッターに中に１行で納まるようにメ

モが書かれていることで、野帳から拾ったような文章は

印象深い。 

ちょっと残念なのは、標準和名の下に科名と学名が記

載されているが、この学名に淡い緑色で読み仮名がつい

ているのであるが、余りに小さすぎて読めない。APGⅢ（2009

年発表植物分類体系）が浸透してきて学名を読んでみよ

うという読者にとっては残念であったかも知れない。    

（獺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  月間ブックレビュー 
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会員異動 

＜8月度の会員異動＞ 

8月 31日現在会員数 163名 

月例会はお休み 

8 月の月例会は、お休みしました。 
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掲 示 板 

編集後記 

8月は、多くの活動も夏休みで、

スリムな会報となりました。  

9月は、一転して充実の秋となり

そうです。     (小池) 

夏の風物詩「スイカ」が終わり、

私の大好きな「梨」の季節がやっ

てきました！(松山) 

稲架掛け(2017.9.15南足柄市酔芙蓉の里) 



3 4 5 6 7 8 白露 9
さがみの森）定例作業

9 10 11 12 13 14 15 16

月 17 敬老の日 18 19 20 21 22 23 秋分の日
さがみの森）定例作業

24 振替休日 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

10 8
寒露

体育の日
9 10 11 12 13 14

月 15 16 17 18 19 20 21

22 23 霜降 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 文化の日 4

身近な自然を訪ねて）下見

月 火 水 木 金

湘南の森）定例作業

土

森こい倶楽部
四季の森公園）特定植物　ドングリ

室内勉強会

金

自然を学ぼう）森のキノコ

2ヶ月 予 定 表　 2018年9月3日～2018年11月4日

月例会 湘南の森）定例作業
ヤビツの森

四季の森公園）特定植物　ヒ
ガンバナ

日

四季の森公園）身近なクモ身近な自然を訪ねて）下見

身近な自然を訪ねて（1/2） 身近な自然を訪ねて（2/2）

日月 火 水 木

森こい倶楽部
四季の森公園）特定植物　キク

身近な自然を訪ねて）下見

名瀬谷戸の会

土

名瀬谷戸の会 室内勉強会 身近な自然を訪ねて（1/2）
ジュニアフォレスター教室

名瀬谷戸の会

四季の森公園）冬支度の草木
さがみの森）定例作業

さがみの森）定例作業 身近な自然を訪ねて）下見

身近な自然を訪ねて（2/2） 安全委員会・月例会


