
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
名瀬谷戸の会「ピザ釜の前での集合写真」（撮影：福田 渉） 

 

 

NPO 法人全国森林インストラクター神奈川会                     

理事長  中澤 均   

 明けましておめでとうございます。 

 ついに平成最後の正月を迎えました。皆様にとって平成の時代は、どんな時代だった

でしょうか？当会にとって平成は、森林インストラクターの誕生と発展の時代であった

と言えます。平成 3年(1991年)に第 1回の森林インストラクター資格試験が実施され、

最初の認定者が誕生しました。それ以来毎年試験が実施され、これまでの認定者は 4,000

人を超えています。平成 9年(1997年)には京都で COP3が開催されるなど、地球温暖化

を始めとした地球環境問題が顕在化し、森林の持つ役割が改めて見直された時代でもあ

りました。当会も神奈川県内在住の合格者の集まりである「神奈川のつどい」から始ま

り、平成 20 年(2008 年)に任意団体化し独自事業を開始、平成 27 年(2015年)には NPO 法人化するなど、組織

を充実・発展させてきました。 

 本年４月の新元号のスタートとともに、様々な分野で新たな時代のスタートになるのではないかと思えます。

森林インストラクターも、近年は受験者数の減少、認定者の高齢化など、時代の曲がり角に来ているのではと
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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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思えます。新年を迎え、環境保全に貢献するという我々の初心を忘れず、イベント参加者・行政・企業・団体

など各方面のご協力をいただきながら、本年も当会事業の発展に尽力して参りたいと、思いを新たにしており

ます。皆様のご健康とご活躍をお祈りするとともに、当会事業への益々の支援もお願いするところです。 

 

 

合格おめでとうございます 

平成30年度森林インストラクター資格試験の合格者が発表されました。 

神奈川県在住の合格者は、次の10名の方々（50音順、敬称略）です。 

・石川 雄馬 ・梅田 美亜 ・大谷 宗之 ・金子 正美 ・神田 智晴 ・中澤 靖彦  

・峯岸 正憲 ・宮崎 精励 ・山本 忠  ・米山 朗 

神奈川県在住の方には12月下旬に新規合格者歓迎会案内、入会案内等を郵送させていただきました。 

1月19日（土）大和市泉の森にて開催の歓迎会への参加、並びに未入会の方の入会を心よりお待ちしております。 

 （事務局） 

 

 

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「新春の寒川神社に詣で、豊かな水に育まれた自然、歴史を訪ねる」 
＜下見＞ 

日 時：1月 15日（火） 

集 合：JR相模線「寒川駅」改札口外（改札は一ヶ所）10：10 

＜本番＞ 

日 時：1月 23日（水）・26日（土） 

集 合：JR相模線「寒川駅」改札口外（改札は一ヶ所）9：10（詳細は別途連絡いたします） 

  

今回は菅原が企画しています。 

 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） 

 

 

 

Topics 

活動予定 

 

 

寒川神社 
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★■四季の森公園 

「自然を訪ねて 春を待つ生き物たち」 

JFIK の恒例行事となっている「四季の森 冬の観察会」です。「春を待つ生き物たち」をテーマの観察会の後、

参加者に“七草粥”を味わっていただく予定となっています。 

集合場所：公園北管理事務所前 

直前下見：1月 20日（日）10：00～12：00 

本番観察会：1月 20日（日）13：00～14：30 

七草粥試食：1月 20日（日）14：30～15：00 会議室                    （小池記） 

 

★■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  

1月 21 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―横浜第十回  

森こい倶楽部・横浜第十回を下記ご案内しますので、ご参加お待ちします。特に 29年の皆様のご参加を歓迎

いたします。また、気軽に参加いただくため、ご家族・ご友人も歓迎します。 

第十回 和泉川源流の森に野鳥の声を聴く（瀬谷区） 

ワンテーマ：冬の河床の植物（変更の可能性もあります）  

境川支流の和泉川源流の市民の森から中流域アメニティに野鳥を追います。 

日 時：2月 3日（日） 

集 合：相鉄 瀬谷駅改札 10:00（時間厳守） 

参加費：100円（保険代） 

コース：瀬谷駅🚻 →諏訪神社→瀬谷市民の森→追分・矢指市民の森（昼食）🚻→帷子川中流🚻→宮沢明神社→

三ツ境駅（解散）、行程約 6 ㎞（コースは若干変更の可能性が有ります） 

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、双眼鏡など 

お問合せ、ご参加の方は、2月 2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 

年度内の予定は以下です。 

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） 

 

★■湘南の森 

日 時：1月 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 

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） 

 

 

mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
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★■フォレスト21「さがみの森」 

1月 27 日（日）定例作業 

2月 9日（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。 

申し込み：「さがみの森事務局」 

電話：03-3868-9535 FAX：03-3868-9536 メール：sagami@moridukuri.jp          （菅原記) 

 

■お話しサロン（鎌倉） 

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 

2月 23 日（土）14:00～16:00 玉縄学習センター「分室」 第 2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） 

（※会場が変更になりましたのでご注意ください。玉縄学習センター「分室」は、大船駅西口から徒歩 2～3

分です。鎌倉駅からではありません。） 

3月 30 日（土）14:00～16:00 大路ビル 3階 B教室 

「絵心不要！楽しいガイドマップの作り方」 岡部俊生氏 

 会場の詳細などは、直接、鎌倉風致保存会（0467-23-6621）まで。 

 

 

■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」 

日 時：12月 15 日（土）10：00～15：00 晴 

12月 19 日（水）10：00～15：00 晴 

場 所：横浜市栄区 

参加者数：58名（12/15～20 名、12/19～38 名） 

スタッフ：13 名［廣川、山路、昆野、小池、田口、菅原、松井、鈴置、大橋、吉

原、坂間、杉山、久野］ 

栄区本郷台周辺は、縄文時代から人々が暮らし、中世以降は鎌倉道の実質的な

起点地域として栄えてきました。古い歴史を持ち緑豊かなこの地域の長光寺、春

日神社、大誓寺、本郷ふじやま公園（昼食）、證菩提寺、いたち川の水辺などを訪

れ、歴史自然散策を楽しみました。 

JR 本郷台駅を出発、駅広場では、クロガネモチにたわわに赤い実が実り、青空

に映えていました。 

長光寺は、平安末期に伊豆の豪族伊東祐親の孫佑光（曽我兄弟の従兄弟）が創

建したといわれています。「なんじゃもんじゃの木」とは、その地域に珍しく、だ

れも知らなかった樹木をそう呼びますが、ここ長光寺では、クロガネモチがそう

呼ばれたそうです。そのほか、サネカズラ、センリョウ、マンリョウ、クチナシ

など赤系統の実が目をひきました。 

春日神社は、平安時代に創建され、衰退～再興を経て本郷六村の総鎮守になっ

活動報告 

 

長光寺「なんじゃもんじゃの木」

クロガネモチ（樹齢 500年） 

mailto:sagami@moridukuri.jp
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たところです。境内には、イチョウ、アカガシ、クスノキ、スダジイ、スギ、ヒノキ等の古木などが多く、サザ

ンカの赤い花や、スイセンの白い花も咲いていました。 

大誓寺は江戸時代初期に創建され、境内の横浜市指定名木古木のサルスベリ（樹齢 450年）、ザクロ（450年）、

イロハモミジ（150 年）のほか、イチョウ、コウヨウザンなどの名木がある古刹です。本郷ふじやま公園は、鍛

冶ヶ谷村の名主を務めた「小岩井家」の古民家があります。ボランティアガイドの方から、江戸時代末期の建築

で、母屋は式台を付けた座敷が設けられるなど格式が高く、長屋門と共に横浜市指定有形文化財になっているこ

と、茅葺き屋根の葺き替えの話などをお聞きしました。周辺の雑木林には里山でみられるクヌギ、コナラ、カシ

ワ、ミズキ、ケヤキ、シラカシ、サクラ、モウソウチクなどがあり、ハゼノキが鮮やかに紅葉していました。童

謡「小さい秋みつけた」は、サトウハチローが、紅く色づいたハゼ

ノキを見て、「♪誰かさんが見つけた～ハゼ 

の葉赤くて入日（いりひ）色♪」の詞を書いたそうです。道端には、

ヒヨドリジョウゴの赤い実が彩りを添え、参加者から「きれいね～

透明感がある赤ね」との声が上りました。 

いたち川の上流部は、自然護岸が残され、水辺に、ハゼノキ、サ

ワグルミ、オニグルミ、ヌルデ、シンジュ、ヨシ、ジュズダマ、ヒ

メガマ、セキショウなどが生え、カワセミやマガモも観られました。 

両日とも、好天に恵まれ、陽だまりと水辺ののどかな環境の中を

散策し、紅葉や赤い実、スイセンやサザンカの花などに季節を感じ

た一日でした。参加者の皆さんも笑顔で帰途につかれ、「横浜にこ

のように残った身近な自然を大切にしなければと再認識しました」

との感想を頂きました。                      （吉原記） 

 

■森こい倶楽部―横浜第八回 

「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 

日 時：12月 2日（日） 

コース：和田町駅→県営住宅前→たちばなの丘公園→市沢町小川アメニティ→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→鶴ヶ峰駅 

参加者：17名、梶浦、引田、篠田、吉原、山内、山路、鈴木、坂間、相原、花田、西岡、辻、角田、石川、廣川、

小池、久野（案内人） 

横浜の中心を流れる帷子川はかつて暴れ川であった。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たが、

放水路を作るなどの対策で氾濫等はなくなった。帷子川の中流域の

本流、支流の森を巡った。まず市沢川源流の、広大であるが、一部

開園の「たちばなの丘公園」を訪れた。火薬工場跡地で施設を保存

した公園となっており興味深い。市沢町小川アメニティを下り、陣

が下渓谷公園では横浜市では珍しい渓谷渡渉を体験。保土ヶ谷区の

帷子川本流沿いから、改修後残った蛇行域の公園を通り、分水路ト

ンネルの入り口を覗いた。ズーラシアが源流の中沢川を上り、渓谷

に滝のある白根公園まで、変化のある流域巡りを、多くの参加をい

ただき行った。                        （久野記） 

 

本郷ふじやま公園 古民家「旧小岩井家住宅」 

 

たちばなの丘公園 
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■湘南の森 

日 時：12月 14日（金） 曇/雨 

参加者：14名、うち JFIK会員 5名。 

下草刈りなどの定例森林整備作業を行いました。 

※22日の予定は天候不良で取りやめました。 

 

■名瀬谷戸の会 

作業 1回目 

日 時：12月 1日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 47名（JFIK 13 名 地元・地域ボランティア 24名 横浜メダカの会 3名 川上小学校 5名  エイ

ト社員 2名） 

作業内容：ゾーン 6保全活動、ピザ窯でピザ焼き、物置小屋組み立て、

水生生物調査 

 

作業 2回目 

日 時：12月 17日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 23名（JFIK 10 名 地元・地域ボランティア 12名  エ

イト社員 1名） 

作業内容：午前は雨のため意見交換、ゾーン６保全活動、伐採竹マー

キング、ピザ窯で試食品作り、物置小屋組み立て  （福田記）                                     

 

■野外研修会「越冬昆虫研修」  

日 時：12月 7日（金）、11日（火）10:00～14:00  晴 

場  所：忠生公園（東京都町田市）  

講  師：池田 倫子氏  

参加者：7日；片山、橘、西岡、久野、山本(明)  11日；岡部(桂)、梶浦、桐生、坂間、坂本、松井 

講師の池田さんが勤務されている忠生公園で、冬を越す蝶の幼虫を、エノキの根元近くの落ち葉を丹念に裏返

して探す調査を中心に、越冬昆虫の観察をしました。越冬昆虫の観察会に参加するのは初めてであり、色々な生

き方をする昆虫を見て楽しむことができ、全てが新鮮でした。特に、初めてゴマダラチョウの幼虫を見つけたと

きはうれしかったです。また、天気のいい日で、イロハモミジなどの紅葉も楽しむことが出来ました。 

エノキの根元では、2日間の調査で、ゴマダラチョウ 60 頭、アカボシゴマダラ 2 頭、オオムラサキ 6 頭の

計 68頭の幼虫が確認され、在来のゴマダラチョウが一番多いという結果でした。ゴマダラチョウは背中の突起

が 3対、オオムラサキは 4対で尾端の二股が開いている、アカボシゴマダラは 4対で尾端の二股が閉じているこ

とで区別します。オオムラサキは 1本の木の根元で確認されましたが、オオムラサキの好む環境ではないため放

虫の疑いがあるそうです。  

フユシャクの飛ぶ姿、ムラサキツバメの成虫のヤマグワの葉での集団越冬（飛んでいるのもいました）、また、

ウラギンシジミ、コミスジ、クロコノマチョウも見られました。 

幼虫などで越冬している昆虫として、集団で越冬するヨコヅナサシガメの幼虫、シラホシコヤガの幼虫、クヌ

ギカメムシのゼリー状の卵塊、アカスジキンカメムシの幼虫、見事に枝に擬態しているコミミズクの幼虫(落ち

葉の裏にもいました)などを確認しました。                         （西岡記） 

 

 

1回目の集合写真 
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■室内勉強会「植物分類体系の変遷と横川浩治による学名の話」 

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 

講  師：品川 高儀氏（18年） 

参加者：梶浦、清水、須山、中澤、久野、日比野、福田、松井、嶺、守屋、山本、吉原、和田、山口（正） ←

あいうえお順に記載しました 

前半はリンネから APGまでの植物分類体系の変遷、後半は学名（ラテン語）の話でした。私が特に聞きたかっ

たのは植物分類体系でしたが、そもそもリンネから APG までの解説が 40 分とタイト、しかも品川さんの高尚な

お話なので、まだまだ勉強中の私にはほとんど理解ができませんでした（笑）…。 

正直記録に困りましたので、ここでは勉強会の中でお勧めのあった『新しい植物分類体系』伊藤元己他共著（文

一総合出版）を中心に以下補足いたします。 

植物の進化について、日本では①ドイツのエングラーによる体系を改定した新エングラー体系＝花の構造が単

純なものから複雑化していったとする仮説、②アメリカのクロンキスト体系（ストロビロイド説）＝長く伸びた

軸の上に萼、花弁、雄しべ、雌しべといった花の器官が多数、螺旋状に並んでいる花が原始的とする仮説、が使

われてきました。 

しかしながら、APG分類体系＝DNA塩基配列情報による系統では、①「基部被子植物群」、②センリョウ類、モ

クレン類と単子葉植物、③基部双子葉植物及び中核真正双子葉植物、の順となりました。つまり新エングラー体

系とも、クロンキスト体系とも整合していません。 

ところで、勉強会の中で話題に上がったカエデ科のムクロジ科への編入について文献では「ムクロジ科に入れ

られていた中国産のブンカンカがカエデ科とトチノキ科と他のムクロジ科植物を合わせた群の外にくることで、

これらの全部をムクロジ科として扱うようになっている。」とのことでした。しかしながら、「従来のカエデ科と

トチノキ科及びブンカンカを除いたムクロジ科はそれぞれ独立した植物群であることも明らかになってきている。

また、APG 体系のムクロジ科を特徴づけるような形態形質に乏しいため、ブンカンカをブンカンカ科として独立

させ、カエデ科、トチノキ科、ムクロジ科を認めた方が良いという意見が出されているが、現時点で変更はない。」

としています。個人的にはこの説に賛成で、是非カエデ科の復活を期待したいところです。また、もう一つ身近

なムクノキ・エノキについては「従来ニレ科のムクノキ属やエノキ属が含まれるエノキ亜科が、ニレ属ケヤキ属

の含まれるニレ亜科とは異なる系統と判明し、アサ科に含まれることになった。」としています。今までの分類

に慣れていると今一しっくりこない結論ですが、遺伝子解析の結果ではムクノキとケヤキが「他人の空似」を示

しているのだろうと自身を納得させることにしました。 

最後になりますが、今回の勉強会が植物分類体系について考える良いきっかけとなりましたし、これにより今

後更に理解を深めていきたいと思いました。そういったきっかけを頂けた勉強会、ひいては品川さんにこの場を

借りて感謝申し上げます。                              （山口（正）記） 

 

★■お話しサロン（鎌倉）「ナノの世界を覗く」 

日 時：12月 22日（土）14:00～16：00 

場 所：鎌倉生涯学習センター 

講 師：片桐 和彦氏 

ナノメートルとは 100 万分の１ミリの大きさ。どう頭をめぐらせても想像を超えた世界で実感は湧きません。

小学生の頃チョウやガの鱗粉を顕微鏡で覗いたのは60～300倍位までで、拡大してみる世界は楽しい時間でした。

片桐さんは自己紹介で半導体の設備に係ったと話され、電子回路が生れその微細化が急激に進んだ時代を思い出

し、少しだけ理解に近づいた気分になりました。話は進みナノテクノロジーとは「分子、原子の超微細領域で構
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造を制御することで本来の目的に究極的な解決策を提供する革新的な技術」と又難解です。凡人には分子、原子

とは既に神の領域のように思えてくるのですが。医薬品、化粧品など多くの分野で応用が期待される一方超微細

が故にそのリスクの検証も唱えられているようです。お話を聞きながら昔見た映画「ミクロの決死圏」を思い出

しておりました。潜航艇と人体をミクロ単位に小さくし患者の血管に送り込み脳の患部を治療する。奇想天外に

思えたことが現実となってくる時代、ナノテクも負の側面を制御し社会への貢献を素朴に願うものです。 

（花本記） 

 

■山こい俱楽部第 50回 大山初詣 大山で江ノ島弁天様（江島弁財天）に遭遇？ 

日 時：1月 6日（日） 

参加者：久保（リーダー）、松井（サブリーダー）、吉井、辻、田中(文)、梶浦、田口、境、山路、村松、都留、

田川裕則  以上 12名 

コース：伊勢原駅（バス）～大山ケーブル下～（女坂）～大山寺～大山山頂～蓑毛（バス）〜 JR 秦野駅 

天 候：曇時々小雪 

小田急伊勢原駅に集合して大山ケーブル行きのバスに乗車。

正月から晴天に恵まれていましたが、この日はあいにくの肌

寒い曇り空。大山ケーブル下で久保さんから大山初詣の説明

があり、江戸時代人口 100万人の時代に毎年 20万人もの人の

大山詣でがあったという。 

ケーブルを利用せずに女坂を登ると左右にミツマタがあり

ます。女坂を登って阿夫利神社下社でお参りをして山頂へ向

かいました。ブナ林の整備された道を進みます。見晴台を過

ぎる頃には小雪が舞ってきました。 

山頂では雪が積もっており気温マイナス 6 度で、じっとし

ていると寒さが身にしみてきます。昼食を早々に食べて蓑毛

に下山しました。 

阿夫利神社下社から山頂へ向かう途中で不思議なことがあ

りました。上から下ってきた若い女性の足元をみるとなんと

素足にサンダル履き！ 小雪が舞っている中を素足にサンダ

ル履きなので、皆で立ち止まって、Tさんが「寒くないですか？」

と訪ねると「ポカポカして暖かいです～」というお返事。Tさ

んが「触っていいですか」というと「どうぞ～」ということ

で、T さんがおみ足の甲にお触りになりました。「なぜサンダ

ルなのですか？」と訪ねると、「石に足をぶつけないようにし

て歩くと、靴を履いたときにきちんと歩けますから」という

お答えでした。それから、サンダルの女性は颯爽と下ってい

かれました。 

ペディケアをしておりとても綺麗な足で、女性から見てもうらやましいということでした。 

Tさんいわく、おみ足に触ったおかげで 10歳若返ったとうことです。 

正月から御利益にあやかり、みんなであれは、江ノ島の弁天様に違いないということで、「山こい」の名称を

「色こい」にしようとか、ふり返りの新年会の席でも大いに盛り上がりました。        （田川裕則記） 

 

 

 

 

大山山頂 

 

登山道付近に鹿 
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29 年 岡部 桂子 

 29年の岡部桂子です。私が森林インストラクターを目指したのは 8 年ほ

ど前に、たまたま目にしたある企業の企画イベント「樹木ウォッチング」

に主人と一緒に参加したのがきっかけです。そこで私は自分の名前の桂の

木を初めて見て感動しました。60年近く桂の木を知らなかった。知ろうと

もしなかった私の木、カツラです。木には名前があることに気付き、それ

以来、街路樹・他家の庭木・道端の草木の名前を知りたいと思うようにな

りました。主人と遊歩道を散歩しながら目に付く木を調べて、名前が分か

った時の嬉しさは最高でした。きっかけの「樹木ウォッチング」にも毎月

参加し、樹木の特徴を教えてもらえるのも楽しみでした。そして 3 年ほど

前に「樹木ウォッチング」の講師から森林インストラクターの事を教えて

もらい、インストラクターになったらもっと世界が広がると考え、受験することにしました。主人と一緒に勉強

を始めたのですが、主人は 27年にすぐに受かり、私は遅れて 29年にやっと受かりました。JFIKに主人は私と一

緒に 29 年に入会しました。夫婦で趣味が同じですと、会話は途切れません。日程が合えば一緒に出掛けられて

楽しいです。いい老後が送れそうです。 

 主人はまだ仕事をしていますし、私もアルバイトですが 60歳から仕事を始めました。私の仕事は、「一時預か

り保育園」での事務です。保育園の子供達は近くの公園に遊びに行って、お土産に葉っぱや木の実を持って帰っ

て来ます。子どもも先生もこの葉っぱは何の葉っぱ？この木の実は何の実？と知りたがります。普段遊びに行く

公園の植物を知りたいという声が上がり、そこで、森林インストラクターになった私「おかどん」（私の呼名）

が案内することになりました。私も是非やりたかったので嬉しかったです。日頃預かっているお子さんとそのご

家族、保育士とそのご家族等を春と秋に 2回案内しました。1回目は子供が 2～3歳でチョコチョコ動き回るので、

親は追いかけるのに大変。私の話など聞くどころではない感じでしたが、それでもその場その場でどうにか説明

しました。秋はドングリを中心に案内したので、小さい子供達もドングリ拾いに熱中して止まっている時があっ

たので、大人や大きい子供達は聴いてくれました。しかも応援に主人を呼んで、列が長くなって大丈夫なように

しました。継続すると嬉しいです。保育士だけを案内するのもやってみたいと思っています。 

 山登りやキャンプもやらない私達ですが、身近な

公園や遊歩道の植物でも全然飽きません。歩いてい

ても知らない植物がいっぱい。名前、葉、花、実、

樹皮、芽、種 等々…知ろうとすれば、どんどん奥

が深くなって行きます。尽きることはないでしょう。

そして飽きることもないと思います。近くても行っ

たことのない公園や里山がいっぱいあって、色々な

所に行ってみたいと思っています。そして、この楽

しさを多くの人に伝えていきたいです。 

 

 

＊次号（2月号）のリレーエッセイ執筆は、30年の方にお願いしたいと思います。 

リレーエッセイ 
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① 植物はすごい 

 田中 修 中公新書 840円＋税 

② 植物はなぜ動かないのか 

 稲垣 栄洋 ちくまプリマー新書 820円＋税 

③博士教えてください「植物の不思議」 

 長谷川宏司・広瀬克利 編 

 大学教育出版 2,500円＋税 

 

「はるよこい」、「爽春（そうしゅん）」、「立山 森の輝き」 

いわゆる無花粉スギの名前。実に 26年前から研究が進め

られてきた。 

「木より草の方がより進化している」 

草は個々の命を短くすることによって、世代更新を早く

し変化する環境に対応していく道を選んだ。 

今回ご紹介する本はこのような植物の不思議、すごさ

を分かりやすく伝えてくれます。 

私は、小学生対象の環境教育に携わって以来、どのよ

うな内容の話をすればよいか悩んでいます。ただ植物の

名前や特徴を話しても、子どもたちはなかなかのってき

ません。植物のすごさ、不思議さを、なぜ、なぜ、なぜ

と掘り起こして分かりやすく伝えること大切だと分かっ

ていても、正確で必要かつ十分な知識を持っているか自

信がありません。 

今回の本は、「今さら」と思われるかもしれません。私

もそうでした。いわゆる「積読（つんどく）」で、たまに

拾い読みをする程度でした。しかし、これらの本を読み

進むにつれ、今までもやもやしていた植物の基本がすっ

きりしてくるようでした。 

やはり植物はすごい！！           （狛） 

 

 

 

 

 

 

  月間ブックレビュー 
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会員異動 

 

会員移動 

＜12月度の会員異動＞ 

12月 31日現在会員数 163名 

月例会を開催しました 

日 時：12月 22日（金）18：00～19：30 

場 所：神奈川県民活動サポートセンター 

出席者：理事 11名、監事 1名、会員 4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。 

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 
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編集後記 

掲 示 板 

伊豆山神社に初詣に行きました。

ご神木は「梛（なぎ）」で、立派

な大木を見ることが出来ました。

(松山) 

平成最後となる今年は、どんな

年になるでしょうか。願わくは、

災害のない穏やかな年になって

ほしいものです。(小池) 

 

ソシンロウバイ(2019.1.8 川崎市多摩区) 

 

サザンカ(2019.1.5 川崎市多摩区) 


