
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山こい倶楽部 富士山―富士宮口五合目 

 

 

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「秋風の横浜大倉山から、歴史を秘めた丘陵と谷戸を巡る」 

＜下見＞ 

日 時：10月 3日（水） 

集 合：東急東横線大倉山駅改札外（一ヶ所です）10：00 

＜本番＞ 

日 時：10月 20日（土）・24日（水） 

集 合：東急東横線大倉山駅改札外（一ヶ所です）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 

5Ｐ  活動報告 

10P 寄稿 

11Ｐ リレーエッセイ 

12Ｐ 月刊ブックレビュー 

12Ｐ 森のエピソード 

13P 掲示板 

13P 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、下記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） 

 

■山こい倶楽部第 47回「三国山」 

10 月の山こいのお誘いです。今回は山こい倶楽部第１回で訪れた三国山稜の一部を含むコースです。ブナや

ミズナラ、ヒメシャラなどが見られるコースで、天気が良ければ富士山も臨めます。 

日 時：10 月 31 日（水） 

集 合：JR 御殿場線駿河小山駅 8：30（松田駅 8:04 に乗ると駿河小山駅に 8:26 着です） 

行 程：駿河小山駅（タクシー）～明神峠～三国山～楢木山～大洞山～アザミ平〜立山～富士高原ゴルフ場（バ

ス）〜JR 御殿場線御殿場駅 

歩行時間：約 4 時間半 

高低差：明神峠(900m)--三国山(1,328m)--富士高原ゴルフ場(860m) [登り 430m、下り 470m] 

難易度：一般向け登山 

持ち物：弁当、水、雨具、その他登山（防寒着など）に必要な持ち物。 

担 当：リーダー松井、サブリーダー久保 

※中止の場合は参加予定者へ前日の 20 時までに連絡いたします。 

※申し込みは 10 月 28 日（日）までに松井へお願いします。 

メール：ma1950koji@yahoo.co.jp 電話：070-2811-7267                   （松井記） 

 

■森こい倶楽部―第 7回「柴・長浜・富岡の旧海岸線を歩く」金沢区 ワンテーマ：社叢林（変更の可能性もあ

ります） 

埋立てが進み、変貌した金沢区の海岸線ですが、旧海岸線沿いは緑豊かで、眺望・旧跡など期待できます。柴

漁港の上、柴ファームの丘からは金沢八景の湾を一望できます。返還された、鬱蒼と緑で覆われた旧軍貯油施設

は公園化改修中で将来が楽しみです。金沢緑地の人工林を抜けると長浜地区です。野鳥が出迎える長浜公園、野

口英世所縁の細菌研究所跡があります。更に旧海岸を進むと、富岡地区に入ります。明治開国後、多くの政治・

経済・文化人が別荘を構えた地区でもあります。並木の船溜まりから、富岡八幡の社叢林、長昌寺、慶珊寺など

の古刹の名木古木、別荘跡地を巡ります。今回の目玉は、月一回しか公開されない旧川合玉堂別邸跡です。残念

ながら本家は焼失してしまいましたが、庭園を巡りボランティアガイドが説明してくれます。  （久野記） 

 

日 時：11月 3日（土・祝日）（開催日が土曜日ですのでご注意ください） 

集 合：京急 金沢文庫駅改札 10:00（時間厳守） 

参加費：100円（保険代） 

コース：京急金沢文庫駅🚻→柴町→柴ファーム→旧軍貯油施設跡→金沢緑地🚻→長浜野口記念公園🚻→長浜公園

🚻→並木地区センター・舟溜まり🚻→富岡八幡公園（社叢林）🚻→長昌寺（名木古木）→慶珊寺（名木古木）→

旧川合玉堂別邸跡→京急富岡駅🚻、歩行約 7㎞、最初に急坂を上りますが、下ったあとはほぼフラットです。 

行程には多くの🚏があり、時間ご都合での途中離脱も可能です。 

mailto:kana-2015-senior@jcom.zaq.ne.jp
mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
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リーダー：久野正樹（25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：長浜公園あたりでお弁当をご一緒しましょう。 

お問合せ、ご参加の方は、11月 2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 

年内の予定は以下です。 

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） 

 

★■四季の森公園「自然を訪ねて～冬支度の草木」 

秋の県立四季の森公園で、寒い冬を乗り切るために様々な準備をしている植物を観察したいと思います。ご参 

加をお願い致します。 

＜下見＞ 

日 時：10 月 14 日（日）10：00～12：00 

＜本番＞および＜当日下見＞ 

日 時：10 月 28 日（日）10：00～12：00 当日下見 13：00～15：00 本番 

集合場所：県立四季の森公園北口管理事務所前 

担 当：大橋泰雄、鈴置慎悟、坂間至朗                          （大橋記） 

 

★■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  

10月 15日（月）10:00～14:30 

11月 3日（土・祝日）、19日（月）10:00～14:30 

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

 

★■湘南の森 

日 時：10月 12日（金）、27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 

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） 

 

★■フォレスト21「さがみの森」 

10月 13日（土）、28日（日）定例作業 

11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。 

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:masakihisano77@yahoo.co.jp
mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.127/yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
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■横浜市立谷本小学校 

日 時：11月 10日（土）（予備日 17日）9：00～10：30頃まで 

集 合：田園都市線藤が丘駅南口 8：30 

内 容：「谷本の森」にて、学校の教職員、生徒、保護者、約 70名と共に階段補修、草刈り、ビオトープ清掃な

どの保全作業。交通費程度支給 

＊参加の方に追って詳細は連絡いたします。                          （菅原記） 

 

■室内勉強会 

日 時：10月 19日(金)18：00～20：00 

場 所：かながわ県民活動サポートセンター 710号室 

テーマ：「自然と防災 ―環境教育に防災を意識しよう―」 

講 師：瀬尾 克美さん（16年） 

参加費：500円 

概 要： 今回西日本で豪雨災害が発生しました。降雨量、台風発生数、進路等異常気象と言われる現象があり、

地球温暖化との関係が取りざたされています。また気象予報の在り方、住民の警戒避難対応、大ダムでの洪水時

ゲート操作等にも多くの課題が残されています。さらに大阪、北海道の地震も課題が山積です。 

われわれが自然の力を意識させられるのは災害発生およびその対策いわゆる防災です。防災を通して自然を知

ることで、環境教育等によりよく活用できるのではないでしょうか。環境教育を安全に実施していくためにも、

あらかじめ防災の知識をもって企画する必要があるでしょう。リバートレッキング実施の時は、常時上流の降雨

状況を確認して実施すること、またいつ起こっても不思議でないと言われる首都圏直下地震等については実施区

域が津波の危険区域であるのか等あらかじめ把握しておくことも必要でしょう。 

この勉強会においては国内外の SABO（日本の砂防技術は評価が高く SABO は世界の共通語）の実態、西日本で

の豪雨災害の実態と課題、地球温暖化対応、大阪・北海道での地震、神奈川県の防災的地勢の特徴、防災情報の

把握方法、日頃の防災対策、自然観察会等の実施にあたっての防災的留意事項等について意見交換が出来ればと

考えております。                                     （講師記） 

 

※講師の瀬尾さんは、大学で林学科砂防工学を専攻され、卒業後建設省に入り、土木研究所、建設本省のほか、

各地（海外も含む）で土砂災害対策の仕事をされ、その後砂防関係の法人、民間会社等に勤め、最近７年間は神

奈川県立の都市公園に勤務されました。これらの豊富な経験から、各地における防災の実態と対策、環境教育に

あたっての防災的留意事項などをお話ししていただきます。 

皆様の積極的な参加をお待ちしています。 

※資料の準備がありますので、10月 17日(水)までに申し込みをお願いします。 

申し込み先：室内勉強会担当 吉原秀敏 メール：h.yoshi.green@lake.ocn.ne.jp 

当日の緊急連絡先：090-2636-1381 

 

■安全委員会 

日 時：10月 26日(金)17：00～18：00 

場 所：かながわ県民サポートセンター 710号室 

議 題：一般募集した参加者の緊急連絡先等の把握の方法について他 

今年の夏は、例年にも増して厳しい暑さに見舞われ、熱中症発症のリスクも高かった。幸い大きな事故もなく

過ぎたが、熱中症等による意識障害の発生も視野に入れたリスク対策を考える時期に来ていると思われる。今回

の委員会は、その一歩を踏み出すものと位置付けたい。多数の参加をお願いする。（梶浦記） 

mailto:h.yoshi.green@lake.ocn.ne.jp
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■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」 

日 時：9 月 20 日（木）曇り、22 日（土）曇り 

場 所：川崎市麻生区、多摩市、町田市 

参加者：70 名（20 日 34 名、22 日 36 名） 

スタッフ：山路、菅原、小池、昆野、鈴置、杉山、松田、瀬尾、河野、田口、相原、大橋 12 名 

 

秋雨前線の気まぐれな動きで、天気を心配しながらの観察会でした。

幸運にも、二日間とも大した雨にならず、無事、観察会を終えることが

出来ました。 

 集合は、小田急多摩線はるひ野駅です。 

 湧水地の黒川よこみね緑地では、シャジクモ、イヌタヌキモ、コナギ、

ナンバンギセル、サンカクイ、ヤマホトトギス、ゲンノショウコなどの

植物を観察しました。黒川よこみね緑地の保全活動をされている「水辺

のある里山を守る会」のみなさんには、資料の提供や観察のサポートを

していただきました。 

 諏訪ヶ岳から防人見返り峠まで「多摩よこやまの道」を歩きました。

「多摩よこやまの道」は、古代より西国と東国を結ぶ交通路として多く

の人々に利用されてきた道です。防人として北九州に向かう人々も、家

族との別れを惜しみながらこの道を歩いたようです。今回は、くるくる

と回転しながら落ちる実をつけるシンジュ（ニワウルシ）、ツルボなどの

植物を観察しながら歩きました。 

 江戸時代から昭和の初め頃まで、黒川では炭焼きが盛んに行われ、多

く炭焼き窯がありました。高度経済成長期に入り、炭焼きは行われなく

なりましたが、最後まで炭を焼いていた窯の跡を見ることができました。 

 稲刈りが始まった谷戸を歩き、真光寺公園に向かいました。 

 真光寺公園では、クヌギ、アカシデ、エゴノキ、メタセコイア、コブシ

などの樹木を観察しました。真光寺公園は、多摩川水系と鶴見川水系の分

水嶺となる尾根に作られた公園です。昔は、この尾根を「ばば尾根」と呼

んだそうです。 

 最後に、汁守神社を見学しました。汁守神社は、かつて、武蔵国の総社

の大國魂神社に供える汁物を調える役目を担ったことからこのように呼ば

れるようになったと言われています。境内には、川崎市から保存樹木に指

定されたソロ、ヤブツバキ、ケヤキ、イロハモミジなどの樹木が生い茂っ

ていました。 

 汁守神社の見学後、すぐ近くにある大型農産物直売所で買い物を楽しんでいただきました。大型農産物直売所

では、黒川産の梨、クリ、柿などはじめ、様々な野菜が売られていました。          （大橋記） 

 

 

 

活動報告 

 

黒川よこみね緑地 

 

多摩よこやまの道展望台 

 

汁守神社 
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■四季の森公園「野草ガイド入門 第 3回」 

日 時：9 月 2 日（日） 10:00~15:00 雨~曇 

参加者：16 名（登録者 23 名、7 名欠席） 

スタッフ：品川、福田、公園 1 名 

午前中は雨が降っていたが午後は曇り空となった。本日の予定は、午前

は教室での講義、午後は外での観察だったので調度良い具合だった。今回

は 6 回シリーズのうちの第 3 回目で、室内の講義は葉、花、種子などで、

品川と福田で分担した。 

 午後は前回と同様に池や葦原の周囲を一周した。ツタ類が自然に生い茂

るところでは、ガガイモが小さくて温かみのある花を咲かせ、ウマノスズ

クサがサキソホンのような花を付け、カラスウリが繁茂していた。コバノ

カゴメヅルも小さな花を咲かせており、キョウチクトウ科ということでキ

ョウチクトウ、キジョラン、テイカカズラにも言及した。 

 ヌスビトハギとフジカンゾウの花や葉の比較をし、アレチヌスビトハギ

はこれからのようだ。トキリマメが黄色の花を付けていたので、ツルマメ、

ヤブマメ、ノササゲなどの違いを学習した。カラムシとアカソなどがあっ

たのでイラクサ科の見分け方にも及んだ。名前がタバコに関係した野草と

いうことでガンクビソウ、ヤブタバコ、コヤブタバコを観察し、ナンバン

ギセルにも触れた。ノダケにキアゲハのイモムシがいて、刺激を与えたら

臭角を伸ばし異臭が漂い盛り上がった。 

 最後に教室に戻り全体の感想などの発表、アンケートへの記入をしていただき終了となった。 （福田記） 

                            

■四季の森公園「自然を訪ねて～身近なクモ～」 

日 時：9月 16日（日） 13:00~15:00 曇 

参加者数：一般 10 名、公園関係者 2 名、JFIK 13 名 

リーダー：日比野、福田、小池 

クモクイズ～クモってどんな生き物？～から、観察会がはじまりました。 

クモクイズの質問は、 ・クモと昆虫の違うところは？ ・クモの食べ物は？ ・クモの眼はいくつ？ ・巣を張っ

て餌をとらえるクモはどれくらい？ ・糸を出すクモはどれくらい？ ・１匹のクモの糸には何種類ある？ ・ク

モが自分の巣にくっつかないのはなぜ？等々でした。 

クイズ終了後、2 班に分かれ、池の周辺を歩き、クモを探しました。はじめは、見つけるのが難しかったクモ

ですが、慣れてくると、いろいろな所で見つかるようになりました。 

観察の様子を簡単に紹介します。 

ジョロウグモの巣に霧吹きで霧を吹きかけると、足場糸が見えてきまし

た。クモの糸や巣の形など不思議だらけです。クモの巣を音叉で触れると、

クモが寄ってきました。網を張るクモにとって重要な情報源は、眼より網

の震動のようです。 

ナガコガネグモを刺激してみると、巣を大きく揺らしていました。威嚇

しているようです。石の凹みなどに平たい巣を張るのはヒラタグモでした。

静かに見ているとクモが出てきて、出入り口が分かりました。 

網を張っているクモの背中を見るには、鏡が必需品です。糸に鏡が触れ

ないように注意しながら鏡でクモの背中を観察しました。松葉（？）に擬

 

ジョロウグモの説明 
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態しているオナガグモ。とてもクモには見えませんが、意識して見ると、あ

ちこちでオナガグモを見ることができます。まるで、空中に浮いているよう。 

クモの糸は何色に見える。ジョロウグモの巣の糸は黄色や金色に見えまし

た。白い紙などを背景にすると、小さいクモやクモの巣が観察しやすくなり

ました。 

クモの「団居（まどい）」を、少し刺激してみました。「クモの子を散らす」

様子が分かりました。しばらくすると、散ったクモの子は、再び、「団居」

を作りました。葉から葉へ飛び移るネコハエトリの敏捷性にびっくりしまし

た。 

3 連休の中日であるためか、やや、参加者が少なかったですが、参加者のみなさん、熱心にクモを観察されて

いました。                                       （大橋記） 

 

■山こい倶楽部第 46回「富士山」 

日 時：9 月 13日（木）  

参加者：15 名（伊東、角田、久保、坂間、鈴木、中澤夫妻、西岡、久野、松井、山口、吉原、白田（FIT:東京

会）、仲田（FIT:東京会）、岡林（松井さん友人） 

東京会の人を含めた参加者 15名中 13名は 9月 20日からマレーシアの最

高峰であるキナバル山（4,095.2m）登山に参加する人で、その高度順応が

主目的であり、参加しない人を加えて、山こい倶楽部として神奈川会・東

京会の合同山行を行いました。 

私は、山こい倶楽部参加は初めて、富士登山も初めて、キナバルには行か

ないという、参加者の中では異質な形での参加でした。 

今までの山こい倶楽部の山行と比べると、①剣ヶ峰に行く人はコースタイ

ムの 0.9の時間とコースタイムより短い時間を設定、②自然観察はほとん

どなく、ほぼひたすら登りと下りのみ、③公共機関の利用でなく 4名の人

に車を出しそれに同乗させていただいで現地を往復（よって終了後のアルコールはなし）、④みんなで一緒に行

動ではなく、最初は 2班で行動し、個人ごとの体調に合わせていけるところまで行き状況に応じて個人で行動、

などいろいろ違っていたそうです。 

雨の間の貴重な一日中晴れの日で、富士宮口 5合目より上にはずっと雲がなく、神奈川方面は雲がかかり見る

ことができませんでしたが、西伊豆の一部や駿河湾方面の町と海はずっと見えていました。また、無風で暖かく

頂上を含めて一日中防寒具はいりませんでした。小屋も閉まりバスも終わっているため、写真等で見る夏の間の

登山者数の多さとは違い、登山する人はとても少なく、良い気候での静かな秋の富士山を味わうことが出来まし

た。特に下りでは、視界の先に人が見えなかったり、はるか遠くにしか見えないことがよくありました。下部で

はイタドリが紅葉し、コケモモは赤く実っていて、秋が進んでいることが感じられました。 

富士宮口5合目からの往復コースで、最初の目標が①剣ヶ峰（5時間半、下り3時間半の計9時間。標高差1,400m）

と、②8合目まで（コースタイムは登り 3時間、下り 2 時間の計 5時間。標高差 920m）との 2つの班に分かれて

出発しました。私は①の班に入りましたが、小屋ごとに休憩しながら順調に登っていきました。剣ヶ峰には①の

組から 3名、浅間神社奥宮にはそのほかに②の組から 2名達しました。各自が体調に合わせて行けるところまで

行き、7合目まで、8合目まで、9合目までの人と様々でした。私は 3,650m付近で歩くより止まっている時間が

はるかに長くなり体力と高度順応ともに限界と感じて引き返しました。 

下りは順調で、最後の組も予定の 16時までには下山しました。富士宮五合目で集合写真を撮った後解散し、

車に同乗させていただき帰りました。                            （西岡記） 

 

イオウイロハシリグモ 

 

富士山剣ヶ峰 
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■森こい倶楽部―横浜第五回 

「みなとみらい温故知新の道と横浜道三山を渡る」西区 

ワンテーマ：街路樹 

日 時：9月 2日（日） 

コース：桜木町駅→ドッグヤード（日本丸）→ランドマーク→けやき通り→いちょう通り→岩亀横丁→掃部山公

園（湧水）→伊勢山皇大神宮→中央図書館（昼食）→野毛山動物園・公園→天神坂（湧水）→日ノ出町駅→野毛 

参加者：19名 当麻、鈴置、引田、坂間、梶浦、相原、山路、早川、皆川、篠田、花田夫妻、日比野、鈴木、三

樹、小池、廣川、石川（案内人）、久野 

概 要：横浜市の街路樹は 8 万本以上 100種あるそうです。 みなとみら

い地区には、通りごとに異なる街路樹とビル周辺の緑化樹木が多種あり

ます。明治時代の横浜船渠の史跡と調和した都市緑化を、ビルを渡りな

がら巡りました。開国後に開かれた横浜道沿いの、掃部山（井伊直弼）・

伊勢山（皇大神宮）・野毛山（近代水道）など歴史が刻まれた地区には

名木古木・樹林・湧水があり自然が豊かでした。掃部山（鉄道山）下で

は、鉄道開業時に蒸気機関車に給水した湧水の名残もありました。野毛

山動物園では動物を身近に観察しながら、ウラジロガシの大木なども観

察しました。内海を埋め立てた吉田新田が中心部の県庁・市役所がある中区に発展しています。展望台からその

苦労を偲び、日ノ出町の急坂を下り、最後に防災用湧水の水量の多さに感激し、野毛に向かいました。（久野記） 

  

■名瀬谷戸の会 

作業1回目 

日 時：9月1日（土）10:00～15:00・定例作業13:00～15:00 

参加者：35名（JFIK12名、一般14名、横浜メダカの会9名） 

作業内容： ゾーン6モウソウチク伐採作業を2班で実施、ピザ窯の東屋の

屋根作りの作業は完了、メダカ池の水生生物調査 

作業2回目 

日 時：9月18日（火）10:00～15:00 

参加者：17名（JFIK10名、一般5名、エイト社員2名） 

作業内容：ゾーン6におけるモウソウチクの伐採作業、物置小屋解体作業       

（福田記） 

 

■湘南の森 

日 時：8月 10日（金） 10：00～15：30 晴 

参加者：16名、うち JFIK会員 4名 

夏草の刈り取りなどを行いました。平塚市のユースボランティアが 3名参加しました。 

日 時：8月 25日（土） 10：00～15：00 晴 

参加者：16名、うち JFIK会員 3名 

ヤブランを覆うクサギなどの小低木、アシボソなどを除去し見栄えをよくしました。

中学 1年生の平塚市のユースボランティアが 1名参加しました。（ボランティアの草取

りの写真：相原） 

日 時：9月 22日（土） 10：30～15：15 晴 

参加者：7名、うち JFIK会員 3名 

ハイキング路周囲の除草、植栽樹などを覆う蔓草の除去を行いました。湘南の森でも

見つかったナラ枯れ病について勉強会を行い、罹病木の実例を観察しました。（吉井記） 

 

集合写真 
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■フォレスト 21「さがみの森」 

日 時：9月 23日（日）曇、参加者 18名 

久しぶりに保全作業に参加した。連日小雨が続いたが当日は多少蒸し暑か

ったが作業日和に恵まれ、除伐、間伐、道普請、作業小屋のメンテナンスな

どそれぞれのグループに分け作業を行った。私は 2名でペアーになり 20年

生位、直径 20～25㎝のヒノキを間伐することにした。倒す方向を決め三角

形の受け口をつくり、反対側から切っていく。ヒノキのさわやかな香りが鼻

をくすぐる。ロープを使って他の木の枝にかからないように倒すのも一苦労

だ。さらに枝を落とし、適当な寸法に玉切りして完成。午前中 2本、午後 3

本を処理した。 

あちこちで今が盛りの「シモバシラ」が咲いていた。一帯は冬になると見

事な氷の結晶が見られる。雨が続いたせいかキノコ類も多く見られ、中でも

「ホウキタケ」が見事な群落をつくっていた。土場には山椒の実がたわわに

実っていた。少し熟しぎみだが家に帰ってから「ちりめん山椒」をつくり森

の恵みを堪能した。さがみの森の楽しみの一つだ。流した汗を橋本駅でビー

ルをいただき補充（？）し解散した。 

さがみの森では実践的な保全作業、野鳥や草花などの自然観察、森の恵み

をいただくなどたくさんの楽しみ方がある。         （菅原記） 

 

■室内勉強会「庭園空間の変遷について」 

日 時：9 月 5 日（水）18:00～20:00 

場 所：かながわ県民サポートセンター 

講 師：相原 基行氏 （29年） 

参加者：大橋、梶浦、河野、坂間、白木、菅原、鈴木（康）、田川、日比野、皆川、山内、山口、吉井、吉原の

14 名 

 

庭園空間の古代初期は、神が降りる目印の磐座（いわくら）～塊、次に仁徳天皇陵のような専有空間、そして

法隆寺のような建築物に囲まれた空間へ。古代から中世への移行期（平安時代）は、貴族の遊びや儀式が行われ、

鑑賞に耐える空間に変化し、この過程で正面性の確立が進む。加えて、極楽浄土を願う浄土信仰なども要因に（毛

越寺）。平等院において、建物と屋外空間が独立した空間となり、庭園空間として確立。中世（鎌倉時代～室町

時代）は、武士階級の登場があり、質実剛健、現実的、禅的、茶湯、わび・さびへ。建築空間が充実し、庭園空

間の拡大（石組み、園路）に伴い、多正面性へ（西芳寺、金閣寺など）。近世前期（安土桃山時代）は、回遊式

庭園へと開花する時代～複数の各空間が移動でつながる。この時代の完成形としては、桂離宮。近世後期（江戸

時代）は、参勤交代など人の移動により、異なる空間の結合とスケールの拡大が特徴。日本庭園として完成の域

に（金沢兼六園、岡山後楽園、水戸偕楽園）。修学院離宮は、広大な敷地に三つの離宮がありその間は田園地帯

で、さらに遠く鞍馬・貴船などの風景を取り込んで外部空間との融合を図っている。私は、今回の話を聞いて、

庭園空間の変遷を考えながら、特に講師お薦めの桂離宮と田園・遠景との融合を見られる修学院離宮を訪れてみ

たいと思いました。                                    （吉原記） 

 

 

 

 

 

シモバシラ 
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■キナバル山行 

日 時：9 月 20 日（木）～25 日（火） 

コース：成田空港～コタキナバル（ホテル泊）～キナバル自然公園（ホテル泊 標高約 1,600m）～登山ゲート

（標高 約 1,900m）～山小屋（仮眠 標高 約 3,300m）～山頂（標高 4,095ｍ)～キナバル自然公園

（ロッジ泊）～コタキナバル～クアラルンプール（トランジット 機内泊）～成田空港 

参加者：13 名（JFIK9 名＋東京会（FIT）2 名＋他 2 名） 

 キナバル山は、ボルネオ島のキナバル自然公園（ユネスコの世界遺産に

登録）内にある標高 4,095ｍの山であり、登山ゲートからだと徒歩で片道

8.7km、標高差 2,200m の行程となる。コタキナバルからチャーターした

バスで移動し、途中ジンジャー類や開花したラフレシアを観察することが

できた。キナバル自然公園に一泊した後、ポーター3 名の協力を得ながら

登山ゲートから山行を開始した。小雨もようの樹林帯のなか、ウツボカズ

ラ類や着生ラン類等の植物やメグロメジロ等の鳥類が観察できた。途中山

小屋で仮眠したが、明日は天候不順で山頂への登山がクローズされる可能

性もあるとポーターからおどかされた。午前１時頃に起きると、先に観察

したジンジャ―（神社）に二礼二拍をして好天・安全を祈ったのが効いた

か、オリオン大星雲が見えるほどの快晴になっていた。午前 2 時過ぎにヘ

ッドランプを付けて山頂（Low’s Peak）をアタックし、13 名全員が登頂で

きた。下山時には足の踏ん張りがきかなくなっていたが、無事に登山ゲー

トまでたどり着いた。かなりの筋肉痛が残ったが、協力しあいながらの山

行で、全員が達成感を得たようだった。余談ながら、ラフレシアはフラワ

ーポケモン、ウツボカズラはハエとりポケモンとしてポケットモンスター

に登場する。（坂間記）。 

 

■人生 100年時代の NPO体験 

日 時：8 月 4 日（土）13：30～15：00 

参加者：受講生 23 名（男性 14 名、女性 9 名）、かながわコミュニティカレッジ事務局のスタッフ 4 名、演者 2

名（品川を含む）、合計 30 名。 

場 所：県民センター11 階、会議室  

神奈川県も提唱している人生 100 年時代のボランティア活動をより多くの県

民に体験させ、ボランティア活動を次世代に継承していこうという目的で、か

ながわコミュニティカレッジ事務局からの依頼で当会から品川が標記の口頭発

表をお手伝いしました。熱中症になりそうな暑い日で、「熱中症、休ます、冷ま

す、水のます」の標語を紹介してから解説を始めました。 

事前に当会、名瀬谷戸の会、一般社団法人日本森林インストラクター協会の

パンフレットを配り、これを見ながら活動内容を説明しました。ついで自己紹介、当会で継続して活動している

森林保全活動や自然観察会などの名称、スタッフ、目的と成果などの概略を紹介いたしました。引き続いて至近

の活動で飛び込み参加できるイベントを紹介しましたが、8 月 19 日に開催した四季の森公園の「昆虫観察会」

には、自由参加にもかかわらず残念ながら申し込みはありませんでした。発表後、30 分程度の質疑応答とコミ

ュニケーションのラウンドテーブルが開催され、活発な交流が行われました。         （品川記） 

寄   稿 

 

山小屋付近（ポーター3名含む） 

 

夜明け時の山頂付近 
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29年 花田 勝美 

29 年加入の花田勝美です。新人なので自己紹介をさせていただ

きます。生まれは伊勢原で、数年を除いてはずっと伊勢原に住んで

います。実家は農家だったので家の周りには田畑が広がりヘビやカ

エル、ホタルなどがたくさんいるとても自然豊かなところで育ちま

した。 

 若い頃から花が好きでして、花に囲まれた生活をするというのが

夢でした。自分の家を持ってからガーデニングが趣味になりいろい

ろな花を植え楽しんでいました。そんな時、書店で「バラの庭づく

り」という本を目にし、その中のイングリッシュローズの写真に衝

撃を受けました。今ではイングリッシュローズは大人気で同じような雰囲気のバラが主流になりましたが、当時

は剣弁高芯咲のモダンローズが全盛の中ひときわ異彩を放っていました。すっかりバラに魅せられてしまい、庭

をバラでいっぱいにしようと決意しました。一番多い時で 200 本位のバラを狭い庭で栽培していました。誘引、

施肥、剪定とバラを中心に一年がまわっているようで、春のバラの咲く時季は至福の時です。また友人にそその

かされ、オープンガーデンを始めました。もう 15 年以上毎年行っています。バラ栽培は世話ができなくなるま

で続けていこうと思っています。 

 2010 年 3 月に隣の市の平塚に神奈川県立花と緑のふれあいセンター花菜ガーデンがオープンし、花や植物に

興味があったので開園当時からサポーターをしています。今は月に３回程度お手伝いに行っています。花菜ガー

デンには「薔薇の轍」という大きなバラ園がありますが、2011 年より春と秋のローズフェスティバル期間中に

バラ園ガイドをしています。「薔薇の轍」は 1,530 種 2,640 株のバラが植栽されていて一見の価値があると思い

ますのでぜひ一度おいでください。 

 このようにバラがメインのガーデニングが趣味でしたが、仕事を

やめてから夫の影響で野鳥に興味を持つようになりました。何回か

野鳥観察に行くうちにすっかり野鳥にはまりました。暇があると近

くの川や森林などへ双眼鏡を持って出かけています。だんだん新し

い野鳥との出会いを求めて県外へも足を伸ばし北海道や九州、奄美

大島などへ出かけています。野鳥観察で森林へ出かける中、そこで

出会う花や樹木にも興味を持つようになり、少し勉強を始めました。

そんな時に森林インストラクターの資格のことを知り、樹木や野鳥

の知識を深めようと思いチャレンジしました。 

 幸運にも合格しましたが森林インストラクターとして何をしたいとかの目的があったわけではないので、今ど

のように森林インストラクターとして活動していきたいか探しているところです。また植物は好きですが芋虫、

毛虫系は大の苦手であり、人前でしゃべるのも不得意と森林インストラクターとしてのマイナス要因が多々あり

ますが、いろいろと研修して何かできればと考えています。どうぞよろしくお願いします。 

 

＊次号（11月号）のリレーエッセイ執筆は、29年の酒井忠司さんの予定です。 

 

リレーエッセイ 
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宮沢賢治の元素図鑑 

 

桜井 弘・著 

2018年、(株)化学同人、本体 1,600円＋税 

 

まずはクイズから。空欄に入る元素名は？ 

（1）マメ類にある根粒菌には「①」が含まれ空気中の窒

素をアンモニアに変える働きをしている。 

（2）人間の体にとって「②」は必須元素のひとつで、こ

れが欠乏すると免疫力低下、味覚異常、貧血、糖尿

病などになる危険性が高まる。 

（3）植物の光合成の源である葉緑素には「③」イオンが

含まれている。 

最近、全くの文系の私も化学の重要性に漸く気づいて

きた。しかし、ハードルが高い。その時この本に出合っ

た。宮沢賢治の作品には元素やそれを含む石や宝石の名

前がちりばめられていることを初めて知り、それを題材

にした様々な元素の解説にはまり込んだ。とくに、それ

ぞれの元素ごとに『元素の豆知識』欄があり、元素は身

近なものと教えてくれた。（冒頭のクイズはそこからとっ

ている。答えは末尾）それに加えてオールカラーの写真

が美しい。 

久々に、爽やかな日差しを浴びながら広い河原で石拾い

をしてみたくなった。             （狛） 

（クイズの答え） 

① モリブデン「Mo」 

② 亜鉛「Zn」 

③ マグネシウム「Mg」 

  

     

  月間ブックレビュー 
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会員異動 

＜9月度の会員異動＞ 

9月 30日現在会員数 163名 

月例会を開催しました 

日 時：9 月 28 日（金）18：00～20：00 

場 所：神奈川県民活動サポートセンター 

出席者：理事 13 名、幹事 1 名、会員 6 名 計 20 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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猛暑の 8 月の後は、地震や台風

の連続襲来と大変な 9 月となっ

てしまいました。10月は穏やか

な秋を期待したいです。(小池) 

 近所の山を藪漕ぎしながら散策

中、鈴なりのアケビが突然顔の位

置に！秋の味覚を美味しく頂き

ました。(松山) 

掲 示 板 

編集後記 

ススキ(2018.10.3 川崎市多摩区) 

モッコク実(2018.10.3 横浜市鶴見区) 

ヒイラギモクセイ(2017.10.10 川崎市多摩区) 

 



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

11 5 6 7 立冬 8 9 10 11

月 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 小雪 23 勤労感謝の日 24 25

26 27 28 29 30 1 2

日月 火 水 木 金 土

身近な自然を訪ねて（2/2） 安全委員会・月例会 湘南の森）定例作業

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 四季の森公園）冬支度の草木　下見

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

自然を学ぼう）森のキノコ 湘南の森）定例作業

2ヶ月 予 定 表　 2018年10月1日～2018年11月2日
日

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

月 火 水 木 金 土

さがみの森）定例作業

山こい倶楽部 名瀬谷戸の会
森こい倶楽部
四季の森公園）特定植物ドングリ

自然を学ぼう）木の実草の実 室内勉強会

身近な自然を訪ねて）下見 湘南の森）定例作業

名瀬谷戸の会 身近な自然を訪ねて（1/2） 巨樹・巨木観察会
四季の森公園）特定植物モミ
ジ

身近な自然を訪ねて（2/2）
湘南の森）定例作業

さがみの森）定例作業

月例会 名瀬谷戸の会


