
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然を訪ねて「晩秋の柿生の里を巡る」（撮影：坂間 至朗） 

 

 

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「本郷台の「古刹名木古木」と「いたち川の水辺」を訪ねて」 
＜本番＞ 

日 時：12月 15日（土）・19日（水） 

集 合：JR根岸線「本郷台駅」改札口外（改札は一ヶ所）9：10（詳細は別途連絡いたします） 

  

今回は広川が企画しています。 

 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ませんが、サポー

トスタッフとして、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。 

※「神奈川の身近な自然を訪ねて」事務局で検討し、サブリーダーをサポートス 

タッフに名称を変更しました。                  （大橋記） 

活動予定 

目 次 

1P  活動予定 

4Ｐ  活動報告 

10Ｐ リレーエッセイ 

11Ｐ 月刊ブックレビュー 

11Ｐ 森のエピソード 

12P 掲示板 

12P 編集後記 

 

 

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/ 

 

長光寺 なんじゃもんじゃの木 

http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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■山こい倶楽部第 49回「高松山」 

今年最後の山行はのんびりと登る高松山を計画しました。山頂からは富士山、箱根連山、相模湾の景色が臨ま

れます。山北駅に下山し、「さくらの湯」で汗を流したいと思います。希望者はその後、忘年会を行います。 

日 時：12 月 22 日（土） 

集 合：小田急線新松田駅 8：55（9：05発寄行きのバスに乗ります） 

行 程：田代向～最明寺分岐～尺里峠～高松山（801m）～ビリ堂～山北駅 歩行時間：約 5時間 

高低差：のぼり 560ｍ、下り 690ｍ 

難易度：初心者向け登山 

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：リーダー松井、サブリーダー辻 

※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 12 月 20 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） 

 

★■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。 

日 時：12月 17日（月）10:00～14:30 

集 合：久右衛門邸 

メール：m.tanaka@feel.ocn.ne.jp 電話：090-1542-2154  

                                （田中（真）記） 

 

★■湘南の森 

日 時：12月 15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」 

12月 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) 

 

mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.129/yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
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■室内勉強会 

日 時：12月 14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：「植物分類体系の変遷と横川浩治による学名の話」 

講 師：品川 高儀氏（18年） 

参加費：500円 

概 要：大場秀章編著「植物分類表」（2011年 2月 20日、初版第 3 刷）が出版されてやがて植物だけでなく地

上の命あるものすべてがゲノム解析をされて、全く新しい分類体系に仕分けがなされるのではないかという漠然

とした不安に満ちた心配をしたのはつい数年前のことでした。ゲノム解析プロジェクトとは、DNA シーケンシン

グによって生物のゲノムの全塩基配列の解読が目的で、当初はヒト、マウスや線虫などのモデル生物が主な対象

でしたが、急速に対象は拡大し、イネや小麦などの主要農産物については企業による解読もなされました。この

「植物分類表」の附録Ⅱ「植物分類体系」には、C.リンネの「自然の体系」（1735 年）から D.J.マバリーの分

類体系（2008年）までの歴史的変遷が簡潔に紹介されています。また、横川浩治氏は生物分類の観点から「学名

の話」を読み物としてまとめています。当日は、附録Ⅱの概説と「学名の話」をご紹介します。   （講師記） 

 

※新しい分類体系と学名について、講師の品川さんが分かりやすく説明してくださいます。皆さまの積極的な参

加をお待ちしています。 

 

※資料の準備がありますので、12月 12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 

 

■お話しサロン（鎌倉） 

日 時：1月 26日（土）14:00～16:00 大路ビル 3階 A教室  

「主婦目線からの食の安全」 岡部桂子氏 

日 時：2月 23日（土）14:00～16:00 鎌倉生涯学習センター 第 6集会室 

「庭園空間の変遷について」 相原基行氏（※台風で中止となった 7月 28日の振替分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミツバウツギ冬芽と葉痕(2017.12.24 四季の森公園)     ナンテン実(2018.12.5 都筑中央公園) 

 

) 

 

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 

「晩秋の柿生＜日本最古の甘柿—禅寺丸柿—の里＞を巡る」 

日 時：11月 21 日（水）晴、24 日（土）晴 

場 所：横浜市港北区、鶴見区 

参加者：80 名(21 日 44 名、24 日 36 名)  

スタッフ：小池、菅原、山路、大橋、田口、松井、昆野、吉原、坂間、鈴置、松田、相原、杉山、日比野、河野、

広川、大槻、久野、岡部（桂）、岡部（俊）20 名  

 

 両日とも好天に恵まれ暖かい日差しの中、観察会が行われました。柿を多

く産出するということで地名がついた旧柿生村は現在ではすっかり宅地化さ

れてしまいましたが、その中の残された自然や歴史を巡るコースを回りまし

た。 

 茶臼山緑地は徳川家康が大阪城攻略の本陣を大阪の茶臼山においたことに

由来する地名で、現在では開発から免れた緑地が尾根筋にわずかに残るのみ

ですが、コナラ、クヌギ、シラカシ、アラカシなどを観察しました。 

住宅地を抜けてむじなが池公園に入ると一気に自然の林に浸ることができ、

参加者の皆さんにも色づいた紅葉を始め、秋の木々の佇まいの中、落ち葉を

踏みしめ静かな秋を感じていただくことができました。 

 むじなが池ではその名前の由来の質問を受け、「むじな」とは「ニホンア

ナグマ」のことであることや、ことわざ「同じ穴のむじな」の解説などもし

ました。コナラ、クヌギ、ケヤキ、スダジイなど里山の樹木が多く、遠くに

赤く色づいた葉をたくさんつけたミズキを見つけられた参加者もいました。 

白山神社に向かう途中、トウネズミモチとネズミモチの違いを確認し、トウ

ネズミモチの黒い実から種子を飛ばす遊びをみなさんでしばし楽しみました。

また、ナンキンハゼの紅葉の色の鮮やかさにも驚かれたようです。また紅葉

が起こる仕組みや条件なども学習しました。 

 途中白山姫命を祭る白山神社でお参りをして、王禅寺ふるさと公園の陽だ

まりの中で昼食。昼食後、ユーカリ、イタヤカエデ、ブラシノキ、ユリノキ、

イヌシデ、アキニレ、ムクロジ、などを観察し、王禅寺に向かいます。 

 王禅寺は古くからの由緒ある寺で、新田義貞の鎌倉攻めの際に焼失後、等

海上人によって再建され、江戸幕府からも朱印地とされました。等海上人が

王禅寺再建の際に山中で発見したと言われる甘柿が禅寺丸の最初の発見とい

うことで、寺の境内に残るその原木（ひこばえ）は根元から曲がりくねって

伸びて「すごいわねー」との感想が聞かれました。柿の実は残念ながら時期

が遅く残っていませんでした。最後に琴平神社に向かいます。 

 琴平神社では神道では神社と離れてお墓があることなどの解説があり、神社の周りのモミ、アワブキなどの樹

木を観察し、本日の観察会を終了しました。歩いて回らなければ発見できない柿生の自然に多くの参加者が満足

されたようです。                                      （松井記） 

 

 

活動報告 

   

紅葉のトンネルを行く 

 

ユーカリの木を観察 
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■「谷本の森」保全活動 

日 時：11月 10日（土）9：00～10：30 

参加者：生徒約 50名、保護者 15名、教職員 10名、JFIK会員 7名（菅原、河口、吉無田、久野、引田、山口

（久）、小池） 

前日の雨も上がり快晴の下、「谷本の森」の中で 4班に分かれ、恒例となって

いる「階段の補修作業や土留め作業」、「ビオトープの清掃」などを行いました。

沢山の 5・6年生や小さな子も参加。はじめての大きな木槌にも挑戦して、土留

めの木杭を打ち込みました。ビオトープもすっかり様変わりしました。そして、

気持ちの良い汗をかき、きれいになった森の状態に、皆満ち足りた表情でした。                        

（小池記） 

 

■四季の森公園「ドングリの仲間の観察会」 

日 時：11 月 3 日（土・祝日） 13:00~15:00  

場 所：四季の森公園会議室及び園内 

参加者：一般 22 名(内子供 5人)、公園関係者 2 名 

JFIK：品川、松田、村山 

今回は「中山まつり」と重なったためか、四季の森公園の入場者は幾分

少なく感じられました。今年の観察会の参加者は昨年より少なく 22 人。

天気は曇り空で一時小雨がパラツキましたが大きく崩れることはありませ

んでした。 

 最初は 30 分ほど会議室のパワーポイント資料で、ドングリの概要、日

本にあるドングリ 22 種と特徴的なもののやや詳しい説明。次にドングリ

の食べ方では、スダジイの生食と炒ったマテバシイを食べて見せましたが

後でスダジイを実際に食べた子供もいました。最後に童謡「どんぐりころ

ころ」の話をして室内の説明を終わりました。観察前のドングリの知識を

深めるのに役に立ったようです。 

 参加者を 2 班に分け観察に出発。今年は台風が多く塩害が目立ちます

が、この公園でも例外ではなく特にケヤキ等に大きな影響が見られました。

四季の森公園のドングリの樹はシラカシ、コナラ、クヌギ、マテバシイ、

アラカシ、ウバメガシの 6 種類。このうち今回の観察コース見られるの

は前 4 種ですが、北口広場の近くにあるマテバシイは樹がまだ小さいせ

いか実をつけたことはないそうです。それと今回の特異なこととして、こ

の時期にシラカシにはこれまでは多くのドングリがなっているのが見られたのですがそれがほとんどなく、また

落ちている様子もなかったことです。 

 各班のスタッフはドングリの樹を中心に説明をしていきます。それだけでは少ないのでケヤキ、アキニレ、紅

葉の始まったニシキギ、オニグルミ、ホオノキ等の解説を行います。草花ではツワブキ、ノコンギク、トリカブ

ト、シュウメイギク等が目立ちました。特に猛毒ツクバトリカブトの花の美しさが印象的でした。 

 事務所に戻り希望者に会議室でドングリ工作の話をします。工作に必要な道具、工作に適したドングリ、また

ほとんどのドングリにはハイイロチョッキリムシ、シギゾウムシなどの幼虫、卵が入っているので煮沸、冷凍等

の前処理が肝心なこと等を解説しました。こま、やじろべえ、トトロ、ドングリで作った動物など実物を並べて

説明しましたので子供たちは大いに興味を持ったようでした。 

 おしまいに 5、6 種類のドングリ、殻斗、作品の台木を配り今回の観察会を終了しました。    (松田記) 

 

階段の手直し作業 

 

観察会の様子 

 

ドングリの工作 
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■四季の森公園「紅葉観察会」 

日 時：11月 23日（金・祝日）13：00～14：30 

場 所：四季の森公園 

参加者：41名 

JFIK：福田、村山、品川 

好天に恵まれた三連休初日、41 名の参加者が集まり、福田班と

村山班の 2班に分けて観察会を行いました。福田班には、手話通訳

にも入っていただきました。 

紅葉は盛りにはやや早いものの、一部ではよく色づいたカエデ類

もありました。最初にイロハモミジを観察し、紅葉の仕組みや葉の

形の特徴などを解説しました。それから、オオモミジ、ハナノキを

観察、カエデ類にも様々な種類があり、紅葉・黄葉の色もそれぞれ

異なることも見てもらいました。カエデ類だけでなく、マンサク、

ヤマザクラ、コナラ、ヤマグワなどの色付きも楽しみました。しょ

うぶ園の奥では、コハウチワカエデがよく色づいていて、勉強だけでなく良い紅葉狩りにもなりました。イタヤ

カエデも観察して、四季の森にある 5種のカエデを制覇。ニシキギ、ナンキンハゼも鑑賞し、北口に戻って解散

しました。燃え立つような紅葉ではありませんでしたが、満足できる観察会でした。       （村山記）  

 

■四季の森公園 里山アカデミー「四季守マスター塾第 6回」 

日 時：11月 25日（日）10：00～15：00 

場 所：四季の森公園内及び会議室 

参加者：5名（8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 

園内に出る 30分間で、品川が大場秀章監修・清水晶子著「絵でわかる

植物の世界」（講談社、2004年）から「花序」について概説を紹介しまし

た。その理由は花序は受粉して種を作ると名を変えて、「果序」になるか

らです。一部分難しいところもありますが、何とか理解いただけたのでは

ないかと思います。 

 10時 30分から園内を巡回し、参加者が少ないため、解説の実技実習を

交代に体験してもらい、解説に漏れがないか、難しい用語が正しくつたわ

っているか、確認しました。午前午後を通して今回、取り上げた植物は、

ガマズミ、セイタカアワダチソウ、コウゾリナ、トキリマメ、ハキダメギ

ク、イロハモミジ、オオモミジ、コハウチワカエデ、イタヤカエデ、コウ

ヤボウキ、キバナコスモス、キチジョウソウ、コセンダングサ、カンツバ

キ、ナンバンギセル、ゴンズイ、コウテイダリアなどです。センダングサ

ではアメリカセンダングサとコセンダングサの見極めについていろいろな

意見がでました。カシワバハグマは成れの果てになっていましたが、ハキ

ダメギクでは、精細な花の作りをルーペで観察して歓声が上がりました。 

               （品川記） 

 

 

 

 

 

座学の光景 

 

しょうぶ園前で観察 
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■山こい倶楽部第 48回「滝子山」 

日 時：11 月 25日（日）  

参加者：境（リーダー）、松井（サブリーダー）、久保、辻、坂間、村松、篠田、中澤夫妻、和田、伊東、鈴木 

以上 12名 

コース：笹子駅〜桜公園〜道証地蔵〜滝子山〜檜平〜林道終点〜初狩駅 

天 候：晴 

滝子山は大菩薩嶺の南に位置し、大月市の秀麗富嶽十二景に

選定されている標高 1620ｍの山です。今回は笹子駅から出発し

ズミ沢沿いを登って山頂に至り、初狩駅へと降りました。 

 リーダーの説明の後、笹子駅を出発、右手に笹一酒造を見な

がら車道を一時間弱歩くと道証地蔵がある登山道入口に到着。

途中、寂しょう尾根への分岐を右にやり過ごしますが尾根には

コイワカガミ（ヒメイワカガミとの表示も）の群落が見られる

そうです。沢沿いにスギ、ヒノキ等の植林地やケヤキ、コナラ、

ミズナラ、カエデ等の広葉樹林内を登って行きますがそれ程き

つくはありません。暖かな日差しの元、明るい林内を気持ち良

く進みます。水量の安定している沢は苔むして渓相も良く、新緑の時

期に来てみたいように思えました。少し開けたブナ林で昼食。頂上ま

ではあと小一時間程。日陰斜面には雪が残っていました。鎮西ヶ池を

過ぎ、下山への道を左に見送りながら一登りすると山頂。360°の眺

望はとても素晴らしい。残念ながら三つ峠の向こうに見える富士山山

頂は雲の中でした。集合写真を撮った後に下山開始。まるで低地のよ

く手入れされた雑木林のような林内を、ふかふか落ち葉を踏みしめな

がら下ってゆくと明るいうちに林道へと出ることが出来ました。コー

スタイムくらいで動いたのではないでしょうか。今回はオオイタヤメ

イゲツ、エンコウカエデ、イタヤカエデ、オオモミジ、イロハモミジ、

チドリノキ、メグスリノキ等のカエデ類の紅葉が見られました。帰りの電車時間に少し急ぎ足になりながらも振

り返ると滝子山の山頂が良く見え、山頂が三つに見える様より三つ丸とも呼ばれるのだとリーダーに教えて頂き

ながら初狩駅に着いたのでした。                              （村松記） 

 

■森こい倶楽部―横浜第七回 

「柴・長浜・富岡の旧海岸線を歩く」金沢区 ワンテーマ：社叢林 

日 時：11月 3日（土・祝日） 

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 

参加者：10名、梶浦、引田、篠田、吉原、山内、菅原、山路、山口（正）、

廣川、久野（案内人） 

 

埋立てが進み、変貌した金沢区の旧海岸線沿いの緑豊かな、眺望・

旧跡などを巡った。柴漁港の上、柴ファームの丘からは金沢八景の湾

 

柴ファームからの金沢湾 

 

滝子山山頂 

 

巨木の計測 
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を一望。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。金沢緑地の人工林を抜け長浜地区

の、野鳥が出迎える長浜公園、野口英世所縁の細菌研究所跡を訪れた。更に旧海岸進み、明治開国後、多くの政

治・経済・文化人が別荘を構えた富岡地区に入る。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、別荘跡地を巡った。最後に、旧川合玉堂別邸跡の庭園を巡りボランティアガイドに説明い

ただいた。                                        （久野記） 

 

■名瀬谷戸の会 

作業 1回目 

日 時：11月 3日（土・祝日）10:00～15:00 

参加者： 合計 53名（JFIK 12名 地元・地域ボランティア 27名 

横浜メダカの会 5名、川上小学校 6名 エイト社員 3名） 

作業内容：ゾーン 6保全活動、ピザ窯周辺整理、物置小屋組み立

て、水生生物調査 

 

作業 2回目 

日 時：11月 19日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 27名（JFIK 13名 地元・地域ボランティア 13名 エ

イト社員 1名） 

作業内容：ゾーン６保全活動、伐採竹マーキング、ピザ窯周辺整理、物置小屋組み立て      （福田記）                

 

■湘南の森 

日 時：11月 2日（金） 10：00～14：45    天 候：曇/雨 

参加者：7名、うち JFIK会員 3名 

活動概要 

雨で取りやめた 10月 27日の代替作業で、来年に予定する植樹 43本の位置決め、地拵えを行いました。                

 

日 時：11月 9日（金） 10：00～12：00    天 候：曇/雨 

参加者：7名、うち JFIK会員 3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。昼近くから雨が降り午前中で終了しました。 

 

日 時：11月 24日（土） 10：00～15：10    天 候：晴 

参加者：16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、つる草などの除草、刈払い機を使って遊歩道の整備をしました。 

（吉井記） 

 

■ヤビツの森 

日 時：11月 8日（木） 

会員外 3 名を含む 10 名が参加して、路面の荒れた林道の穴埋め、作業用具の整理、作業路の除草などを行いま

した。少し気温が低く風もありましたが、晴天に恵まれ、紅葉を楽しんで作業を行いました。     （吉井記） 

 

 

集合写真 
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■室内勉強会「日本と世界の巨樹巨木林」 

日 時：11 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：鈴木 康浩氏（28年） 

参加者：梶浦、河口、河野、後藤、坂間、品川、篠田、瀬尾、辻、中澤、仲田（FIT）、久野、松井、山内、山

口（正）、吉原の 16 名 

 

FIT会員の仲田晶子と申します。初めて JFIKの室内研修会に参加させていただきました。FITにもいつもご連

絡いただきありがとうございます。 

講師は日本だけでなく世界を歩き回っている鈴木康浩さん。お話の内容は、巨樹とは何か？測定方法はどうす

る？どんな巨樹がある？巨樹に学術的な定義はなく、環境庁（現・環境省）が 1988～92 年に実施した第４回の

緑の国勢調査「自然環境保全基礎調査」で「巨樹・巨木林調査」が追加実施され、そのとき分類基準として胸高

約 130ｃｍの幹周 3ｍ（直径約 1ｍ）以上を「巨樹」としたことから、以来一般的な基準とされ、現在は日本全国

で 10 万本以上あると言われているそうです。太さの基準でみれば、世界一はメキシコのスギ科ヌマスギ属のメ

キシコラクウショウ「トゥーレの木」で最新の計測によると幹周 45ｍ。日本一は鹿児島県姶良市蒲生町の「蒲生

（がもう）の大クス」幹周 24.2ｍ。樹種別に全国ランキングがあり、今回はスダジイを取り上げ、1位の「御焼

（みやけ）の黄泉の椎」19.27ｍ、2 位「御蔵（みくら）の大ジイ」13.97ｍ、3 位「堂形（どうがた）のシイノ

キ」12.58ｍなどたくさんの巨樹を紹介していただきました。測定には板根や株立ちがあり、調査をボランティ

アに委ねている以上、正確を期するのは難しい面があるとのこと。最後にカムチャツカやニュージーランド、ボ

ルネオ・サラワク州の植生の話で締めくくられました。 

ご紹介いただきましたヤマケイの「巨樹・巨木」の本をさっそく手に入れ眺めていましたが、日本全国の巨樹

674 本が記載され（続編は 846 本）鈴木さんはその 8 割を訪ねあるき、その中にはすでになくなっているものも

あるそうです。仙台市の私の実家から徒歩で行ける場所にも、東京都、神奈川にもたくさんの知らない巨樹があ

るのでびっくり。ぜひその個性的なお姿を拝見しに行きたくなりました。             （仲田記） 

 

★■お話しサロン（鎌倉）「チョウ・自然との共存のシンボル」 

日 時：11月 24日（土）14:00～16：00 

場 所：鎌倉生涯学習センター 

講 師：坂本勝彦氏 

鎌倉で見られるチョウ約 60 種を中心に、坂本さん自ら撮影した写真を見ながらの説明でした。また生きたチ

ョウを撮影するコツなども教えてくださいました。 

チョウが卵を産み付けて幼虫の餌となる植物、成虫が好む蜜の花、チョウの寿命、活動範囲、中には花の蜜で

はなくアブラムシを餌とする肉食系のチョウのことなど実に詳しいお話しで参加者からの質問も活発に。 

また、坂本さんはボランティアとして、対馬に生息する絶滅危惧種のチョウの保護に関わっておられ、卵から

幼虫へ、そして成虫へと育て、放つ活動もされているそうです。 

昔作った標本のアカボシゴマダラを持ち説明する坂本さんの目は実に優しく見えました。 

チョウの為の環境保全は自然界のバランスの上に成り立っていて、それはやがて全ての生物の保全につながり

その中に人間もいるということをお話しのまとめとされました。                （花本記） 
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29年 桐生 眞明 

29 年の桐生と申します。わが家の小さな庭の話をさせて頂

きます。庭作りはキャンバスに絵を描くのに似ています。二

次元の平坦な土地に築山を作ったり、石を置いたり、池を掘

ったりして癒しのある三次元の空間を出現させます。庭木と

は何十年、何百年の付き合いとなります。大事に手入れされ

て来た木は見事な樹形になり、見ていて心が癒されます。仕

事を辞め時間が出来たので、庭の手入れを自分でやることに

ました。庭木を良く観察して適当な時期に愛情を持って手入

れをしだしたら、樹勢の衰えていたクロマツも元気になり喜

んでいます。庭の手入れで大変なのは雑草取りでした。イン

ストラクターの勉強をして雑草の事も色々判るようになったので、綺麗なも

のや可愛いものは選別して残すようにしました。その結果小さなサクラソウ

の群落が出来たり、グランドカバーに植えているタマリュウの中にネジバナ

が出てきたり、雑草取りも少し楽しくなって来ました。築山や木の根元周り

には苔を生やそうと努力しています。条件が合えばどんどん増えますが、条

件が合わないと他所から持って来てびっしり移植してもいつの間にか消えて

しまいます。また、自分の望んでいる苔が生えてきて喜んでいたらいつの間

にか違う種類の苔に替わっていることもあります。苔は本当に気難しいです。

苔を生やす一番の大敵はゼニゴケです。このゼニゴケ取りをしている時に、

キセル貝を発見、我が家の庭には巻貝はカタツムリ位しかいないと思ってい

たのにカワニナのような貝を見つけてビックリ、調べてみると結構普通にい

る貝で、自分が何十年も気が付かなかった事に驚きました。植物の観察会で

も、自分の興味のないものはよく見逃していることを改めて思い知りました。

植物の侵入は止められるが、昆虫や鳥など生き物の侵入を止める事は不可能

に近い。どこから来たのか、30センチ程のコウガイヒルに驚いたり、夏には

池にオオアメンボウがやって来るし、庭は私の管理下にあると思っていたが

勘違いしていたことが良く判った。今年は我が家ではアオバハゴロモが大発

生して、アオキが半分位枯れてしまった。春に巣立ったようなシジュウガラ

の群れもやって来て、盛んにアオバハゴロモを捕まえて食べている。 

今朝はシジュウガラ、メジロ、ヤマガラ、エナガの混群に混ざってコゲラ

も来ていた。ジョウビタキの鳴き声も聞こえて来るようになった。害虫が多

いと来る小鳥も増えるので今年の冬を楽しみにしている。人によっては面倒

な庭仕事も、私にとっては誰にも邪魔されず自然と向き合える人生の至福の

ひと時である。 

 

＊次号（12月号）のリレーエッセイ執筆は、29年の岡部桂子さんの予定です。 

リレーエッセイ 
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ヤマケイ情報箱「巨樹・巨木」 

1990年 3月 15日初版、本体 3,200円＋税 

ヤマケイ情報箱「続 巨樹・巨木」 

2005年 12月 1日初版、本体 3,600円＋税 

渡辺典博・著、山と溪谷社 

 

JFIKでは、毎月第三金曜日夕刻に室内勉強会を開催して、

演者の好みと自学した内容をまとめた資料で解説して、

勉強を続けている。平成 30年 11月の勉強会は巨樹・巨

木の話題を会員の鈴木康浩さんからご紹介いただいた。 

 この本は、正編出版後 15年を経て続編が出版された。

それぞれ重複しないように編集され、正編では 674件、

続編では 846件の巨樹と巨木が紹介されている。惜しむ

らくは２冊揃わないと百科事典のように使えないという

ことであるが、古本市場には今も流通しているし、基礎

となった「第４回自然環境保全基礎調査」の報告書もあ

ちこちの図書館が保有している。 

この 10月 23日から環境省が巨樹・巨木データベース

（https://kyoju.biodic.go.jp/）を更新しているのが心

強い。（獺） 

 

 

 

 

  月間ブックレビュー 

 

 

  

https://kyoju.biodic.go.jp/
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会員異動 

 

会員異動 

＜11月度の会員異動＞ 

11月 30日現在会員数 163名 

月例会を開催しました 

日 時：11 月 30 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 12 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。 

新規合格者歓迎会開催予告 

日 時：平成 31年 1月 19日(土) 10:00～17:00 予定 

場 所：自然観察会は泉の森、オリエンテーションは「しらかしの家」集会室 

オリエンテーション終了後、懇親会を予定しています。 

第 4回（平成 31年度）通常総会開催通知 

下記の通り通常総会を開催します。 

日 時：平成 31年 2月 16日（土）15:30～18:00 

場 所：あつぎ市民交流プラザ（アミューあつぎ）ルーム 610 

会報１月号、ML にて議題等詳細をお知らせします。 
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編集後記 

掲 示 板 

仲間と海岸で海水を採取し、煮詰

めて塩を作ってみました。とても

楽しかったです！ (松山) 

あっという間に師走となってし

まいました。今年はなぜか、日

が経つのが早いと感じるのは私

だけでしょうか。(小池) 


