
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かながわジュニア・フォレスター教室 2018第 2回（撮影：松田 三一春） 

 

 

 

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「晩秋の柿生＜日本最古の甘柿―禅寺丸柿―の里＞を巡る」 
 

＜下見＞ 

日 時：11月 6日（火） 

集 合：小田急線「柿生駅」南口改札口 10：00 

＜本番＞ 

日 時：11月 21日（水）・24日（土） 

集 合：小田急線「柿生駅」南口改札口 9：10（詳細は別途連  

絡） 

 今回は小池が企画しています。 

 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。 

 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

活動予定 
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王禅寺と禅寺丸柿の原木 

 

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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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。 

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 48回「滝子山」 

11 月の山こいは山梨県の「滝子山」です。リーダーは大月付近に精通している境さんです。滝子山は大菩薩南

嶺の最南端に鋭角に立ち上がり、どこからでも同定しやすい山です。山梨百名山や大月市の秀麗富嶽十二景に選

定されていて富士山が綺麗に見える山としても知られています。 

日 時：11月 25日（日） 

集 合：JR中央線笹子駅 9：00 

行 程：笹子駅～桜公園～道証地蔵～曲沢峠分岐～大谷ヶ丸分岐～滝子山（1,610m）～檜平～林道終点～初狩駅 

歩行時間：約 6時間半 

高低差：約 1,000ｍ 

難易度：一般向け登山、しかし歩行時間は少し長い。 

持ち物：弁当、水、雨具、その他秋山登山に必要な持ち物（防寒着など）。 

担 当：リーダー境、サブリーダー松井 

※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 11月 22日（木）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 8回「帷子川中流・支流の森巡り」（保土ヶ谷区・旭区） ワンテーマ：ムクノキ （変更

の可能性もあります）  

 

横浜の中心を流れる帷子川はかつて暴れ川でした。特に中流域には谷戸を源流とした急な支流が多く、洪水の

主因になっていました。深い支流には緑豊かな森が多く残っています。改修した帷子川本流にも、元の流れに沿

った森が公園になっています。緑豊かな森と点在する社叢林の名木古木を巡ります。        

 

日 時：12月 2日（日） 

集 合：相鉄 和田町駅改札 10:00（時間厳守） 

参加費：100円（保険代） 

コース：和田町駅 🚻→県営住宅前→たちばなの丘公園（火薬工場跡地）🚻→市沢町小川アメニテイ→陣が下渓

谷公園（渓谷渡渉）→杉山神社→川島町アドベンチャーハウス前（昼食）🚻→保土ヶ谷元気村→田原橋公園（旧

河床）→帷子川分水路トンネル→白根公園🚻→🚏代官前→（帷子川親水緑道）（旧河床）→鶴ヶ峰駅🚻（解散）、

行約 7㎞ 

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。 

リーダー：石川雄一（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、12月 1日までに、久野宛ご連絡ください。 

mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
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メール：masakihisano77@yahoo.co.jp TEL：090-8280-1816 

年度内の予定は以下です。 

1月 13 日（日）こども自然公園周辺の森を巡る（旭区）（1月は第二週を予定） 

2月 3日（日）和泉川源流の森に野鳥の声を聴く（瀬谷区） 

3月 3日（日）港北ニュータウンに残る古刹・里地の樹林を巡る（都筑区） 

（次年度は鎌倉・三浦・湘南にも拡大予定です）                      （久野記） 

 

★■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  

11月 19日（月）10:00～14:30 

12月 1日（土）、17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：11月 24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」 

11月 25日（日）定例作業 

12月 8日（土）、23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) 

 

■室内勉強会 

日 時：11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 710号室 

テーマ：「日本と世界の巨樹巨木林」 

講 師：鈴木 康浩氏（28年） 

参加費：500円 

概 要：巨樹とは幹が太かったり背が高かったりする樹木を指し、明確な定義がありませんが、1988年に環境庁

（当時）が全国の「巨樹巨木林調査」を実施した際に「地上から 130cmの位置で幹周（幹の円周）が 300㎝以上

の樹木を対象とする」と定めたことから、今はこれが巨樹の一般的な定義となっています。130 ㎝は成人のほぼ

胸の高さに相当することから「胸高」の直径や幹周で測る場合もあります。巨樹が複数本群生していたり、周囲

に広がりを持って生えている場合は巨木林と呼びます。 

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
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「地上から」と言っても、斜面があり、板根をどう評価するか、「幹周」といっても株立ちでどの幹を測るの

かなどの問題があります。明確な調査手法はありますが、実際の調査は多くのボランティアに委ねられているこ

とから精度はばらつきがあります。しかし「山は高きがゆえに貴からず」と同様に、数値でみる太さや高さはあ

まり意味がありません。それぞれの巨樹や巨木林が地域の信仰を集め、どれだけ愛され大切にされてきたか、そ

れを考えることがアフリカの森から歩き出て世界中に蔓延した人類の文化を知ることにもつながります。 

今回は国内外の巨樹巨木林を紹介するとともに、調査から 40 年目を迎えた今年、すでに倒れてしまった巨樹

なども取り上げ、巨樹と人間の関係を考えてみたいと思います。 

 

※講師の鈴木さんは、「全国巨樹・巨木林の会」にも所属され、日本や世界の巨樹巨木を数多く訪ねてこられま

した。いろいろ興味深く、また深いお話をお聞きできると思います。 

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、11月 14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 

 

★■野外研修（町田市忠生公園） 

『越冬昆虫研修』 

日 時：12月 7日（金）、11日（火） 

定 員：各回 5名 

場 所：忠生公園（町田市） 

集 合：10：00 忠生公園自然観察センター入口 

講 師：池田倫子 

概 要：園内にあるエノキの根元で、どのチョウがどのくらい越冬しているか調査します。ほかに、越冬してい

る昆虫を探しながら、いろんな越冬形態や生態をさぐっていきます。調査も兼ねて、一般入園者が入れないエリ

アをご案内します。昨年同様、業務の支援がメインとなりますので、参加費はいただきません。 

雨天中止（雨天が予想される場合、前日 MLに流します）14時頃解散予定。 

※忠生公園への行き方 

町田バスセンターから、小山田桜台行き、または下山崎行きバスで「忠生公園前」下車。または、同センターか

ら図師経由野津田車庫行き、小山田行き、淵野辺駅行き、橋本駅行きバスで「忠生公園入口」下車、徒歩 2 分。 

平日なので町田市民バス「まちっこ」（相原ルート）が利用できます。 

お車の場合、平日なので駐車場は無料です。 

 

申し込みは前日までに池田倫子まで 

（申し込みの際、当日連絡の取れる携帯番号をお知らせください） 

電話：080-6511-1503 メール：kusu1@pop12.odn.ne.jp 

 

★■お話しサロン（鎌倉） 

11月 24日（土）14:00～16:00 鎌倉生涯学習センター 第 5集会室 

「チョウ、自然との共存のシンボル」 坂本勝彦氏（全国森林インストラクター神奈川会 29年） 

12月 22日（土）14:00～16:00 鎌倉生涯学習センター 第 5集会室 

「ナノの世界を覗く」 片桐和彦氏（全国森林インストラクター神奈川会 29年） 

mailto:h.yoshi.green@lake.ocn.ne.jp
mailto:kusu1@pop12.odn.ne.jp
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★■2018 年かながわジュニア・フォレスター教室 第 2回｢森で遊ぼう｣ 

日 時：10 月 20 日(土) 8：30～16：00 

場 所：県立秦野戸川公園園路及びバーベキュー場 

参加者：33 名 

スタッフ：大塚、角田、梶浦、片山、瀬尾、田中(文)、中澤、西岡、福田、松井、松田、吉井、渡邊 

公益法人かながわトラストみどり財団：古舘彩子 

看護師：青木伸也 

概 要： 

10 月に入っても雨模様の天気が続きましたがこの日は晴れまし

た。スタッフは 7 時 45 分一旦渋沢駅南口ロータリーに集合し、戸

川公園に移動。8 時 10 分よりパークセンター前でミーティング後

受付開始。この日は秦野戸川公園まつりと重なったため人も多く、

パークセンター左のケヤキの木の下で受付をすることにしました。

多少のキャンセルもあり最終的には 33 名の参加となりましたが、

予定通り 6班に分かれ開会式を行う広場に向かいました。 

 開会式ではかながわトラストみどり財団の古舘さんの挨拶の後、

オリエンテーションと、安全の注意を行いました。安全については

梶浦担当より自然観察全般、ネイチャークラフト、調理等について丁寧な説明があり、特にスズメバチの絵を使

った実演に人気がありました。 

 体操で体をほぐした後、ビンゴゲームを兼ねて自然観察をしながらバーベキュー場へ向かいます。10月になっ

てやや冷え込んだ為か昨年より紅葉が進んでいるように感じました。ビンゴゲームの内容は昨年と同じく分り易

い内容で、また各リーダー等の丁寧な解説もありほとんどの参加者が全部のワクを埋めていました。 

 バーベキュー場に着いて班別に各あずま屋に分かれネイチャークラフトに挑戦します。最初はシノダケとヤマ

ブキの芯を使った竹鉄砲です。田中(文)さんの事前工作で竹鉄砲は完成されており、また弾となるヤマブキの芯

もほとんど用意されていました。しかし筒となるタケの内径とヤマブキの芯の太さの兼合いがナカナカ難しく苦

労している参加者が多かったようです。そこで筒の長さを調節したり、大き目の芯を選んだり、水につけて大き

くしたりして何とか工夫、大分時間が経ってからあちこちでパチンという音がするようになりました。 

 次はシラカシの葉っぱを使った巻き笛です。葉の両端を切り、幅 4mmほどに巻きセロテープで止めます。次に

口でくわえる部分をつぶして吹くだけの簡単なモノ。これは直ぐに各班でピーピー、プープーの音が聞こえまし

た。 

 ここで 12 時近くになったのでかざぐるま作りを後にしてカートンドッグ、焼

餅、焼芋の調理に入ります。カートンドッグはパンを切ってキャベツ、ソーセー

ジをつめアルミホイルで二重に巻き牛乳パックに入れ火をつけるだけ。キャンプ

などで経験している子供も多く焼き上がったドッグを美味しそうに食べていまし

た。 

 この後餅、焼芋を食べ、大体お腹が一杯になったところでバウムクーヘン作り

にかかります。まずボールにホットケーキミックス、牛乳、卵を入れて良く混ぜ

て生地作り。次に節を抜いた直径10cmほどの青竹を炭火であぶり、油分や汚れを取ります。青竹の中心に約30cm

の幅にお玉で生地を塗り、両端を 2 人で持ちゆっくり回しながら炭火で焼きます。キツネ色になったら炭火から

離し生地を重ねて塗りつけます。これを繰り返すこと 15、6 回、生地がなくなるまで続けます。いつもの事です

活動報告 

 

ビンゴゲームをかねての植物観察 

 

バウムクーヘンづくり 
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が子供たちが興味を持つのは最初の 30 分位、アトは 1 時間保護者とスタッフが青竹を回します。焼き上がると

少し冷やしてタオルを巻きゆっくり回しながら引き抜きます。 

 出来上がったバウムクーヘンは形こそ班別に様々でしたが、それなり美味しくカートンドッグ、餅、焼芋とは

別腹に入れて満喫したようでした。 

 この後全員近くの広場に移り閉会式を実施。かながわみどりトラスト財団の挨拶と修了書の授与後、各チーム

代表による感想の発表を行いました。感想は「竹鉄砲作りが少し難しかった」、「バウムクーヘン作りが面白く美

味しかった」、「自然観察の説明が丁寧でよく分った」というものが多く、アンケートもほぼ同じような内容があ

りました。最後に全員を引率し、パークセンターに戻り散会しました。             (松田記) 

 

■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」 

日 時：10月 20 日（土）晴、24 日（水）晴 

場 所：横浜市港北区、鶴見区 

参加者：54 名（20 日 24 名、24 日 30 名） 

スタッフ：久野、山路、大橋、小池、吉原、昆野、鈴置、杉山、松田、河野、坂間、菅原 12 名 

 

 前日まで雨が心配されましたが、両日とも好天に恵まれ無事に開

催されました。以下 24日（2 班）の報告をさせていただきます。 

 大倉山の駅前は昭和 7年建築の大倉山記念館に合わせギリシャ風

の街並みに統一し、エルム通りと名付けられています。急坂を登り、

現在は横浜市の施設として開放されている「大倉山記念館」、ギリ

シャ風プレ・ヘレニック様式（エーゲ文明）の建物に、参加の皆様

から感嘆の声が聞こえました。手入れの行き届いた庭園とヒマラヤ

スギ、ツガ、カヤ、クロマツ、クスノキなどを観察し、高台からは

武蔵小杉や川崎方面の眺望を楽しんでいただきました。起伏の多い

一帯の特徴を説明させていただき戦前、谷戸の奥では天然のスケー

トリンクがあったとは信じられないとのことでした。 

 奈良時代に建立されたと言われる「師岡熊野神社」では横浜市の名木古木に指定されている「みくまの五木」

を観察し、その堂々とした姿には皆様圧倒されたようでした。ヤタガラスと日本サッカー協会のお話もさせてい

ただきました。神武天皇が熊野の山中で迷われたとき天皇を導くた

め熊野神社から使わされたありがたい鳥で、人生に迷い悩む人々を

明るい希望の世界に導く（勝利へ導く）と言われています。明治 35

年日本にサッカーを持ち込んだ方（中村覚之助）の教え子が、中村

先生の故郷、和歌山勝浦の神社のシンボルであるヤタガラスを取り

入れたと言われています。境内には将来を夢見るサッカー少年が書

いた絵馬が多く奉納されていました。 

 「熊野神社市民の森」ではコブシ、トウカエデ、エノキなどの大

木を楽しみ、「みその公園横溝屋敷」に昼過ぎに到着しました。16

世紀後半から名主を務めた名家で、江戸時代の農村風景が保全され

ています。二階には当時の食器類など道具類も良く保全されていま

す。参加者の中に自分の家にも同じような古いものがいっぱいあって処分に困っているという方もいました。だ

んだん古い心のこもった良きものがなくなってしまうのは世の常なのでしょうか。 

 

大倉山記念館 

横溝屋敷 
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「獅子ヶ谷市民の森」では「オオイタビカズラ」の実を楽しみました。全員が初めて見たとのことでイチジクの

仲間です。「食べられますか」とのことでしたが、「一度は食べられます？」と答えました。 

 最終の大倉山駅では全員（2 班）が大倉山銘菓を買い求めていました。店の常連の方もいらしておかみさんが

すぐ飛んできたようです。起伏の多いコースでしたが怪我もなく、全員から良いコースでしたとの評価をいただ

きました。                                        （菅原記） 

 

■四季の森公園 里山アカデミー「四季守マスター塾第 5回」 

日 時：10月 20日（土）10：00～14：40 

場 所：四季の森公園内及び会議室 

参加者：6名（7名欠席）、公園から小野澤パークコーディネーター、JFIKから品川 

概 要： 

園内に出る前の 30分間で品川が NPO法人ダイオキシン・環境ホルモ

ン対策国民会議の作った「新農薬ネオニコチノイドが脅かすミツバチ・

生態系・人間〔改訂版（3）2016〕」を紹介しました。CCDと呼ばれる蜂

群崩壊症候群が日本だけでなく世界中で発生していることから、原因物

質として自然界に残留するネオニコチノイド系農薬がアセチルコリンに

対してニセ神経伝達物質になりうることを紹介いたしました。詳細は日

本自然保護協会などの HPをご覧下さい。 

10 時 30分から園内を巡回し、解説の実技実習を交代に体験してもら

い、漏れがないか、難しい用語が正しく伝わっているか、確認しました。

取り上げた植物は、ツワブキ、イヌシデ、ヤクシソウ、マルバフジバカ

マ、カシワバハグマ、シラヤマギク、トネアザミ、ツクバトリカブト、

ツリフネソウ、ミズヒキ、シャクチリソバ、キツネノマゴ、シロヨメナ、

アキノウナギツカミ、ミゾソバです。水辺の植物では、関連質問が出る

ことを想定して、水辺の植物全部を解説した方が話題が前後せずに、全

体像として理解できるのではないだろうか、また丁度種ができる時期に

なるので種散布をまとめて解説するのもよろしいのではないかと説明を

しました。また、トリカブトでは北海道の先住民族がこの毒をどのよう

に狩猟に利用していたかというところまで、話題を深めることも説明し

ました。 

この他に今回取り上げた植物は、コシオガマ、ポントクタデ、アメリカセンダングサ、ノダケ、キンミズヒキ、

ユウガギク、チカラシバ、コスモス、カナムグラ、カントウヨメナ、イヌショウマ、キツリフネ、ハキダメギク、

シラヤマキク、トネアザミ、ヤブタバコ、アメリカイヌホオズキ、イヌホオズキ、ヤブマメなどです。（品川記） 

 

■四季の森公園「自然を訪ねて～冬支度の草木～」 

日  時：10 月 28 日（日） 13:00~15:00 曇 

参加者数：一般 20 名、公園関係者 2 名、JFIK 11 名 

リーダー：大橋、鈴置、坂間 

 

爽やかな秋晴れの下ではなく、曇り空の下、「いろいろな種子散布の型」をおもなテーマとして、観察会を行

いました。3班に分かれ、管理事務所前のカツラから説明が始まりました。 

小さなバナナのようなカツラの果実の中から小さな小さな種を取り出し観察しました。種には、翼が付いてい

ツクバトリカブトの解説に耳を傾ける 

 

 

 

座学の光景 
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て、風散布の種であることがわかりました。ケヤキは、小さな果実を葉の付いた枝ごと落とします。果実と葉の

付いた枝を落としてみるとよく風に乗って舞う様子がわかりました。アキニレの果実は、その形から、風散布で

あることがわかりました。オニドコロの三室に分かれた果実から、薄く軽い種を取り出し、落としてみると、風

によく乗りました。ミツバウツギは、風散布か動物散布か、みなさんで考えてみました。ヌスビトハギ、アレチ

ヌスビトハギ、フジカンゾウ、チカラシバなど、動物に付着して散布される植物の種子をズボンなどに付け、ひ

っつき虫を体感していただきました。同じひっつき虫でも、ヤブタバコのベトベト作戦には、みなさん、驚かれ

ていました。 

おもに鳥が種子散布を担っている、ムラサキシキブ、ニシキギ、ナ

ンテン、ゴンズイ、ガマズミ、マユミ、ヨウシュヤマゴボウなどは、

実の色や二色効果などについて考えてみました。シラカシ、コナラ、

クヌギなどのドングリには、一年成と二年成があること、また、ドン

グリは無胚乳種子で、有胚乳種子との違いなどについて考えてみまし

た。シナサワグルミとヒメグルミ。クルミと名が付いていても果実の

形が全く異なります。ツリフネソウの実は、熟すと弾け、中から種子

が飛び出します。 

ニシキギは一部ですが、紅葉が始まっていました。ニシキギは紅葉

でカツラは黄葉です。紅葉と黄葉のメカニズムの違い考えてみました。

また、カツラの落ち葉からは、せんべいを焦がしたような甘い匂いがしますが、それはなぜでしょう。奇麗な青

い花のトリカブトは、日本三大有毒植物です。 

秋の四季の森公園で、草木の冬支度の色々を観察することが出来ました。          （大橋記） 

■山こい倶楽部第 47回「三国山」 

日 時：10 月 31日（水）  

参加者：松井（リーダー）、久保（サブリーダー）、角田、吉井、引田、辻、田中(文)、篠田、相原、梶浦 以

上10名 

コース：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  

天 候：晴時々曇 

駿河小山からタクシー3台に分乗し富士山を見ながら当該ハイキ

ングコースの少し先で下車、道路の側溝にアトリの死骸を発見。

鳥の羽収集家田中文さんのザックに収まるという幸先の良いスタ

ートを切った。この辺りからは、普段とは異なる方向からの丹沢

がよく見える。 

この山は、富士山の噴火がもたらした黒い玄武岩系の径 10㎜程

度の軽石でできているようでブナの太い木以外は、ヤマボウシ、

ヒメシャラ、カマツカ、ガマズミ、マユミ、珍しいところではチ

ドリノキなどが見られた。今年の台風に倒されたり折られたりか

なり悲惨な光景が広がった。倒された木の根は土壌条件によるの

か深さ 15cm程度しかなく 3～5本まとまって倒れているものもあった。 

山から下りた住宅地ではリンドウをはじめとする花々が見られたが、山の中では、鹿の食圧からかほとんど見

られなかった。そういえば数少ないモミの木の根元も食害を受けていた。 

日がかげるとスーッと寒くなる秋の山行であった。                      (梶浦記) 

 

 

カツラの観察 

 

       集合写真 



JFIK 会報 2018 年 11 月号 

- 9 - 

 

■森こい倶楽部―横浜第六回 

「榎下城址と緑三森を巡る」緑区 ワンテーマ：カヤ（榧） 

日 時：10月 7日（日） 

コース：中山駅→中山杉山神社→舊（きゅう）城寺（榎下城址）→新治明神社→新治里山交流センター→奥津家

→新治市民の森→梅田→横浜動物の森公園里山ガーデン（昼食）→四季の森公園→中山駅 

参加者：12名、山内、鈴木、梶浦、皆川、吉原、引田、篠田、早川、坂間、石川、廣川（案内人）、久野 

概 要： 

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。杉山神社境内では台風の塩害でイチョウが黄葉せず

落葉、常緑のナギは青々と対照的でした。舊（きゅう）城寺は、

元榎下城址で関東管領上杉家の重要拠点でした。城遺構が残り、

県の天然記念物林でカヤ、イチョウなどの名木古木があり落ち着

いた境内です。クスノキ、ケヤキの名木古木がある新治明神社を

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

秋の気配を感じました。森では杉林のリョウメンシダの群落に圧

倒されました。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りました。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、ガラッと変わった

色鮮やかな園芸種花壇の花々を楽しみ昼食をとりました。 

その後、四季の森公園に西口から入り、自然の緑にほっとしました。            （久野記） 

  

■名瀬谷戸の会 

作業1回目 

日 時：10月6日（土）10:00～15:00 

参加者：52名（JFIK13名、一般17名、横浜メダカの会6名、川上小学校14名、エイト2名） 

作業内容：4班に分かれて実施作業2回目 

 ・刈払機等によるゾーン6のマダケ皆伐作業 

 ・ピザ窯横のモウソウチクのピザ焼き用の燃料作り 

 ・物置小屋解体班 

 ・メダカ班 

作業2回目 

日 時：10月15日（月）10:00～15:00 

参加者：22名（JFIK7名、一般13名、エイト社員2名） 

作業内容： 

 ・ゾーン3及び6のフォローアップ研修会（10名）午前 

  他の参加：横浜市みどりアップ推進課、南部公園緑地事務所、かのこ   

環境プロデュース、あいランドスケープ、横浜植木 

 ・ピザ研修会（10名）-午前・午後 

  講師：中川重年氏（里山塾講師・ピザ窯アドバイザー） 

 ・物置小屋解体班 午後 

 ・定例保全管理作業 午後 ゾーン６の真竹皆伐作業  

（福田記） 

 

作業 1回目の集合写真 

 

集合写真 

 

フォローアップ研修会 
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■湘南の森 

日 時：10月 12日 10：00～15：15 

天 候：曇/晴 

参加者：9名、うち JFIK会員 4名 

活動概要 

台風 24号による折れ枝、落ち枝などを処分しました。大きなものや枝架かりしているものは動力機械班によ

りチェーンソー、高枝切りを用いて作業しました。 

10 月 27日に予定していた作業は悪天候により取りやめました。               （吉井記） 

 

■室内勉強会「自然と防災・環境教育に防災を意識しよう」 

日 時：10 月 19 日（金）18:00～20:00 

場 所：かながわ県民サポートセンター 

講 師：瀬尾 克美氏 

参加者：吉原、松井、田中(真)、梶浦、佐藤(憲)、引田、大橋、吉無田、片山、久野、福田、河口、坂間、西岡、

河野、中澤、山口(久)、白木、清水(長｟東京会｠)、篠田の 20 名 

 

講師の瀬尾氏は大学で砂防工学を専攻し、建設省に入り、国内外で土砂災害対策に従事し、その実情を貴重な

写真で解説されました。日本の防災技術は評価が高く、特に SABO は世界の共通語とのこと。桜島砂防、六甲

砂防グリーンベルト整備事業、宮島の庭園砂防工、立山砂防等の世界文化遺産登録推進活動、南アルプス砂防、

砂防ダムの機能、ダムの魚道、県内では湘南海岸砂防林、箱根の大涌沢砂防工事およびインドネシアのスメル火

山、スイス、ネパール、ベネズエラ等の事例です。今年の豪雨災害等の課題と対策は、気象情報が理解しにくい、

ダムの放流操作に係わる被害の拡大、避難勧告が出ても従わない等々があげられ、個人の防災自覚の不足という

指摘もあり、スイス等の自主的な市民防衛組織の例が紹介されました。今後も豪雨・スーパー台風が増えること

が予想され、地球温暖化対策の重要性が増していること。JFIＫ活動での「防災」の意義は観察会を安全に実施

することで、任意地点の降雨が常時見られる川の防災情報・津波浸水予測図の活用、また「防災」の基本である

気象・地形・地質を観察会の解説に取り込むことで幅と深みを増すという指摘です。同感するところがあります。                    

（篠田記） 

 

★■お話しサロン（鎌倉）「日本の近世城郭の変遷と木造復元」 

日 時：9月 29日（土）14：00～16：00 

場 所：鎌倉生涯学習センター 

講 師：横山 俊輔氏（全国森林インストラクター神奈川会 29 年） 

 

「お城」については当サロン初めてのテーマです。「城とは何か」で始まり、防御を目的とした城から威信を

誇示する城へ、やがて目的を終え明治期の廃城へ。そして現在の復元と復興の違い。また、世界遺産の理念は「本

来の時代のあるがままの姿を留めるを基本とし、一切手を加えないこと」なので復元されたものの認定は厳しい

ことなど、興味あるお話をいただきました。 

最後に横山さんの森林に係るお仕事に関連し、日本の森林資源活用の必要性についてお話がありました。先人

が苦労し残してきた森は大きな財産ですので、その活用策などもまた機会があればお話しいただきたいものです。 

（小笠原記） 

 

」 
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■第 10回 21世紀の森まつり 出店報告 

日 時：10月 13日（土）10：00～15：00  

場 所：県立 21世紀の森 

参加者：100名余、当会から品川高儀と角田昌司 

概要：先月中旬、21世紀の森の辰巳所長から標記お祭りへの共催参加の要請があり、一昨年と同様の八重のかざ

ぐるまをかながわ森林インストラクターの会の隣のブースで出品することとした。指定管理者の足柄グリーンサ

ービス㈱は今年 3月に社名を変え、現在は株式会社アグサというそうで、足柄グリーンサービスの名前の頭文字

をそのまま引用しており、指定管理の公園施設は 5施設で変わっていない。 

当日は北風の吹き込む寒い日で、八重のかざぐるまを有償で 100円としたが、全く売れないので、10本ほど来

場した子どもたちに配付して 15時に閉店とした。今回は、クレープとアイスクリームの屋台が新たに参加した。

また、県庁から森林再生課 2 名、足柄合庁から森林保全課 3名がクラフトで出店したのが特徴的であった。子ど

もたちをどのように誘導すれば無料のクラフト作りを楽しんでもらえるか、森林保全課ともコミュニケーション

ができたのは成果であるが、八重のかざぐるまについては来場者からは「去年もやったので」という声があり実

施した。アグサ側も来場者数の拡大については周知宣伝の方法などが課題になっていた。数は少なくても多様な

ニーズ（空を飛ぶ、音が出る、簡単に作れる、完成品を売る、周知宣伝の方法）など工夫が必要と感じた。 

（品川記） 
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29 年 酒井 忠司 

29 年の酒井です。私は、横浜市都筑区港北ニュータウンの「ささぶねのみち長坂地区

公園愛護会」と、そこに隣接する自宅マンションの保存緑地で結成している横浜市森づ

くりボランティア団体「メゾンふじのき台保存緑地作業部会」で活動しています。加え

て、故郷長岡で本会の先輩である関孝雄さんが結成された「越後長岡おやじ山倶楽部」

にも参加させていただいています。関さんは、私が森林インストラクターを目指すきっ

かけとなった存在であり、おやじ山には想いがあるのですが、残念ながら現実は年に数

回伺わせていただいているに過ぎません（弟の健介が地元事務局として頑張ってくれて

います）。そこで、ここでは 20 年近く続けている公園愛護会活動について紹介させていただきます。 

公園愛護会は、横浜市内約 2600 カ所の公園の 9 割で結成されている地域住民のボランティア組織です。公園

の町内会のようなもので、実際に多くは町内会を母体に清掃や花壇づくりなどをしています。ただ、なかには少

しハードな緑地保全活動を行っているところもあり、私たちの愛護会もその一つです。活動フィールドであるさ

さぶねのみち及び隣接する大原みねみち公園一帯は、公園といっても遊具はなく、雑木林と遊歩道、池などから

なる樹林地です。このため活動にはエンジン刈払機での草刈やチェーンソーも使っての樹木の間伐などが伴いま

す。このため活動の主力は 40 代から元気な 80 代までの男性ですが、最近は地域の若い家族も加わってくれ、子

供たちも交えてたき火やバーベキューを楽しんでいます。 

20 年間、私が活動に加わった頃の林は、常緑樹がうっそうと茂る密林のような状態でした。ヒサカキやシラ

カシを除伐すること 10 年ほどで、明るい雑木林が戻ってきました。気がつくと、最初は付き合ってくれていた

子供や友人をおいて、一人で作業することも多くなってきました。林の中、汗だくで伐採した切り株で息をつい

ていると、梢を風が通り抜けます。木漏れ日と涼しさで頭がからっぽになったように感じられる私の至福のひと

時です。 

多くの公園愛護会の悩みは会員の高齢化と新規会員の獲得です。そんな中で私たちの愛護会は小学校の子供た

ちから女性まで、なんとか新たなメンバーの獲得に成功しています。獲得に一番強力なのは“焼き芋作戦”です。

冬場、たき火をしていると、自然に人が集まってきます。そこから火にあたってもらってお芋でつって?名前を

書いていただくのがこの作戦です。もう一つはホームページなどの IT 作戦です。Google の無料サービスを利用

して、作業日程や活動報告を載せたり、会員向けにも情報提供しています。ホームページを見て意外なところか

ら参加してくださる方も出てきました。みなさまも「ささぶねのみち長坂地区公園愛護会」でググってみてくだ

さい。老若男女を問わず新会員を強力に募集中です。 

最後にこれからの夢をひとつ。それはこれまで自分たちでは

できていない大高木の伐採です。林の主力樹種であるコナラ類

も老高木化しています。今回の台風 24 号では多数の枝・幹折れ

が生じました。もう萌芽更新は難しいかもしれませんが、ドン

グリから育てている苗木も交えて、雑木林の若返りを図ってい

けたらと願っています。森林インストラクターの先輩のみなさ

まのご指導・ご助言をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

＊次号（12月号）のリレーエッセイ執筆は、29年の桐生眞明さんの予定です。 

リレーエッセイ 
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絶滅危惧の地味な虫たち－失われる自然を求めて 

 

小松 貴・著 

2018年、ちくま新書、本体 950円＋税 

 

最近の書店の生物の棚をみると、丸山宗利、小松貴（と

もに昆虫学）、稲垣栄洋（植物学）など若手研究者の活

躍が目覚ましい。さて、ここに取り上げた小松貴の「絶

滅危惧の地味な虫たち－失われる自然を求めて」は日本

国内に生息する、飛び切り地味で小さい絶滅寸前の昆虫

を取り上げて実に楽しい観察ノートとなっている。取り

上げた昆虫は、ざっと 78種。例えば、このうちコウチュ

ウ目オサムシ科だけでも、ウスケメクラチビゴミムシ、

ナカオメクラチビゴミムシ、リュウノメクラチビゴミム

シ、コゾノメクラチビゴミムシ、イソチビゴミムシ、ウ

ミホソチビゴミムシ、ウミミズギワゴミムシの７種が丁

寧に紹介されている。勿論、クモガタ類やザトウムシ類

まで著者の興味は尽きない。                 

2012年時点で昆虫の絶滅危惧種は 868種あり、全国の自

治体でも希少生物の保護活動が進められている。だがこ

の保護活動では、外見が優美で体の大きな生物ばかりが

優先的に保護されていることに著者は憤る。仕事柄、著

者が出会った「絶滅危惧の地味な虫」に深い愛を注ぎつ

つ、殊更に世間で話題に上らない種を取り上げ、地味な

昆虫の置かれている現状を語っているところがこの本の

目新しいところである。一つだけ残念な評価を書いてお

きたい。それは写真がモノクロであることだ。カラーで

新書版であれば、1,000円でもカラー化に無理はないの

ではなかろうか？再版ではフルカラー！をリクエストし

たい。（獺） 

 

  月間ブックレビュー 
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会員異動 

＜10月度の会員異動＞ 

10月 31日現在会員数 164名 

月例会を開催しました 

日 時：10月 26日（金）18：00～19：00 

場 所：神奈川県民活動サポートセンター 

出席者：理事 11名、幹事 1名、会員 5名 計 17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。 

来年の主な予定 

1月 19 日（土）新規合格者歓迎会、2月 16日（土）総会 
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掲 示 板 

編集後記 

  イシミカワの実(2018.11.8 都筑中央公園)     ヒヨドリジョウゴの実(2018.11.8 都筑中央公園) 

 

) 

 

久しぶりの山歩き、今月は静岡県

境を散策したいと思っています！

(松山) 

 

このところ、秋らしい穏やかな

日が続いていています。しかし、

台風による塩害で、紅葉はあま

り期待できないかもしれません。

(小池) 



5 6 7 立冬 8 9 10 11

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

3 4 5 6 7 大雪 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 冬至 23 天皇誕生日

24 振替休日 25 26 27 28 29 30

31 1 元旦 2 3 4 5 6 小寒

月 火 水 木 金 土 日

名瀬谷戸の会 身近な自然を訪ねて（2/2） 月例会 湘南の森）定例作業 さがみの森）定例作業

自然を学ぼう）野鳥の観察 ヤビツの森）定例作業 室内勉強会
湘南の森）定例作業

身近な自然を訪ねて（1/2）

森こい倶楽部

身近な自然を訪ねて）下見 さがみの森）定例作業

月例会 名瀬谷戸の会

さがみの森）定例作業

月 火 水 木 金 土

室内勉強会

湘南の森）定例作業

2ヶ月 予 定 表　 2018年11月5日～2019年1月6日
日

身近な自然を訪ねて）下見

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

自然を学ぼう）木の実草の実 ヤビツの森）定例作業

身近な自然を訪ねて（2/2）
湘南の森）定例作業

日月 火 水 木 金 土

さがみの森）定例作業
山こい倶楽部

1
月

11

月

12

月


