
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規合格者歓迎会集合写真―泉の森（撮影：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「長浜・富岡旧海岸線の自然と史跡を訪ねる」 
＜下見＞ 

日 時：2月 13日（水） 

集 合：京浜急行線「能見台駅」改札口外（改札は一ヶ所）10：00 

※特急、快速特急は停車しません。 

＜本番＞ 

日 時：2月 20日（水）・23日（土） 

集 合：京浜急行線「能見台駅」改札口外（改札は一ヶ所）9：10                      

（詳細は別途連絡いたします）※特急、快速特急は停車しません。 

 今回は大橋が企画しています。 

 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。 

活動予定 

目 次 

1Ｐ  活動予定 

4P  活動報告 

8P  リレーエッセイ 

9Ｐ  月刊ブックレビュー 

9Ｐ  森のエピソード 

10P 掲示板 

10P 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/ 

 

 

長浜野鳥観察園 

 

 

http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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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） 

 

★■四季の森公園「自然を訪ねて 冬の野鳥」 

通例の四季の森観察会と異なり、午前中の開催ですのでご注意下さい。下見のみ、本番のみの参加でも問題あ

りません。どなたでも、ご遠慮なくご参加下さい。 

集合場所：公園北口管理事務所前 

＜下見＞ 

日 時：2月 9日（土）10：00～12：00 

＜本番＞ 

日 時：2月 17日（日）10：00～12：00                          （村山記） 

 

★■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：2月 18日（月）10:00～14:30  集合場所：久右衛門邸 

メール：m.tanaka@feel.ocn.ne.jp 電 話：090-1542-2154            （田中（真）記） 

 

★■森こい倶楽部―横浜第十一回  

森こい倶楽部・横浜第十一回を下記ご案内しますので、ご参加お待ちします。特に 30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。 

第十一回 港北ニュータウンに残る古刹・里地・樹林を巡る（都筑区） ワンテーマ：モクレン科の冬芽と花  

港北ニュータウンに残る里地里山を巡ります。鶴見川へ向かう丘陵地帯には春の草花が芽生える、広大な農業専

用地域が広がり、点在する寺社には春の花咲く樹木の他、多くの名木古木があります。 

日 時：3月 3日（日） 

集 合：横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅改札 10:00（時間厳守） 

参加費：100円（保険代） 

コース：仲町台駅🚻 →折本農専地域→☆真照寺🚻→東方農専地域🚻→☆天満宮→☆龍雲寺🚻→東方池（昼食）・

都筑スポーツセンター🚻→浄念寺川緑道→☆長王寺🚻→☆池辺杉山神社→☆福聚院→観音寺→ららぽーと横浜

🚻→JR横浜線鴨居駅 ☆＝横浜市名木古木有 

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、筆記用具など 

お問合せ、ご参加の方は、3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 

（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：2月 23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 

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


JFIK 会報 2019 年 2 月号 

- 3 - 

 

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」 

2 月 24日（日）定例作業 

3 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) 

 

■室内勉強会 

日 時：2月 15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：「キナバル山登頂と動植物」 

講 師：中澤 均さん（JFIK20年） 

参加費：500円 

概 要： キナバル山は、ボルネオ島北部のマレーシア領サバ州にある標高 4,095m の東南アジアの最高峰です。

熱帯にある花崗岩で出来た高峰のため、標高により気候や植性が大きく変化し、世界でも有数の生物多様性の高

い地域とされています。 

 昨年 9 月に JFIK 山こい倶楽部の有志を中心としたメンバー13 名で登頂して来ました。室内勉強会では、準備

から登頂までの様子をお伝えするとともに、そこで見られたラフレシアやウツボカズラなどの植物、オウチュウ

類などの野鳥、キナバル山の動植物の特徴を解説します。キナバル山登頂を目指す方、熱帯地域の動植物に興味

ある方の参考になると思います。（講師記） 

※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、2月 13日(水)までに申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：2月 23日（土）14:00～16:00 玉縄学習センター「分室」 第 2集会室 

テーマ：「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。） 

日 時：3月 30日（土）14:00～16:00 大路ビル 3 階 B教室 

テーマ：「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。 

 

 

 

 

 

 

mailto:sagami@moridukuri.jp
mailto:h.yoshi.green@lake.ocn.ne.jp
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■新規合格者歓迎会 

1．自然観察会 1月 19日（土）10:00～12:30 

場 所：相鉄線相模大塚駅に集合し、「泉の森」にて。 

参加者：41名（内、新規合格者（以下新人）4名） 

 「大寒」の前日でしたが、降水確率 0%という見事な快晴。風も穏やかで暖かく最適な条件の下で行うことがで

きました。 

 全体を 3 班に分け、泉の森の概要と案内図を配布後、まずは、相模

大塚駅前のタラヨウを観察してから、泉の森へと向かいました。 

美しい水の湧き出る引地川の源流、大和水源地一帯の樹林地が泉の

森です。かつては、引地川に沿って谷戸田がならび、稲作が行われて

いる土地でしたが、流域の都市化が急速に進み水害が発生するように

なり、昭和 57年に上草柳調整池が作られました。この貯水池の機能を

もたせながら、湿地の特性や周辺樹林地とが一体となった水辺空間を

活かし、多くの市民が生きた自然の姿をさまざまに学べ、自然への親

しみを感じる場として利用できるよう、泉の森は整備されました。その

ため、当日は、多くの市民の方が散策されていましたし、中学生のクロ

スカントリー競技会も開催されていました。 

 泉の森では、はじめに周辺道路わきのガガイモの実を観察した後、江

戸時代から近年まで残されていた大和市域を代表する民家が移築復元さ

れている「郷土民家園」に入り、シモバシラ、ロウバイ、ソシンロウバ

イ、ミツマタなどなどを観察した後、心落ち着かせてくれる森の中に入

っていきました。暖冬とはいえ、まだ寒い時期ですので、暖かい春をじ

っと待つ動植物の姿を見ることがメインになり、シラカシやヒノキ、シ

ュンラン、ミツバウツギなどの植物とともに越冬昆虫の観察会となりました。 

 参加者の興味をひいたのは、アオキの葉の間で越冬中のムラサキツバメの成虫、エノキの根元の落ち葉の中で

越冬しているゴマダラチョウの幼虫、トイレ脇の木からヨコヅナサシガメの越冬幼虫、ハンノキにはカメノコテ

ントウ、アカボシゴマダラの越冬幼虫などなど‥‥、たくさんの素晴らしい姿を観察できました。 

 様々な感動で心は温かくなっても、樹林帯の中はまだまだ肌寒いため、暖かい日差しあふれる「しらかしの池」

に移動し、水鳥を観察しました。最後に、全員で記念撮影を行い、昼食となりました。 

2．オリエンテーション（13:30～16:00） 

場 所：泉の森、自然観察センター「しらかしのいえ」 

参加者：43名（内、新人 5 名） 

 理事長挨拶、組織の説明からはじまり、活動紹介として事務グルー

プ、事業グループ、企画研修グループ、会報編集・神奈川自然情報グ

ループから詳細な説明があり、倶楽部紹介では、山こい・森こいから

説明がありました。最後に、新人から自己紹介があり、各自の思いや

日頃の取り組みの紹介、そして今後の抱負などが語られました。 

 オリエンテーション終了後は、大和駅まで歩いて移動しましたが、

途中「ふれあいの森」の中を歩く際には自然観察会の第二弾だったり、

新人の自己紹介で発表された剪定などの話題で盛り上がっていました。 

活動報告 

 

郷土民家園にてミツマタの説明 

 

しらかしの池で水鳥の観察 

 

オリエンテーションの様子 
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3．懇親会(17:00～19:00） 

場 所：「いろはにほへと」大和店 

参加者：38名（内、新人 5 名） 

 会長の挨拶、乾杯からスタートし、楽しく盛り上がった後、最後は、三本締めで終わりました。宴も盛り上が

り始めた頃、オリエンテーションの時とは異なる新人の自己紹介が行われ、続いて既存会員の面白可笑しい自己

紹介が行われました。新人の話を聞いていると、すでに様々な活動をしており、知識と実力を兼ね備えた新人が

多いことがわかり、非常に頼もしく感じました。                  （新歓幹事共同執筆） 

 

■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」 

日 時：1月 23日（水）10：00～15：00 晴 

    1月 26日（土）10：00～15：00 晴 

場 所：高座郡寒川町  参加者数：67名（23日→30名、26日→37名） 

スタッフ：11名（大橋、小池、坂間、菅原、杉山、鈴置、田川、田口、廣川、松井、吉原） 

寒川の地は第四紀更新世に相模川が長い年月をかけて作った相模原洪積台地の西南端に位置し、縄文海進時の

岡田遺跡からは 1,000軒を超える住居跡や多くの土器類などが出土し現在も調査中である。今回はそんな寒川の

自然と歴史を訪ねた。 

寒川駅を出発、まず南に進むと遠くに富士や大山が見えるがこの

辺りは全く坂道の無い平坦な街である。しばらく歩くと南泉寺に到

着。創建は天正年間で高野山真言宗直轄の寺院。六道輪廻の六地蔵

が迎えてくれた。文政 4年（1821年）四国にならい鎌倉、藤沢、茅

ヶ崎、寒川、横浜に弘法大師石像を設置して巡礼地としたが、この

寺はその第 83 番札所である。次に向かったのは大山街道沿いの梶

原氏一族郎党（七士）の墓と梶原景時屋敷跡。梶原景時は治承 4年

（1180年）8月、源頼朝挙兵の時、石橋山の合戦で洞窟に逃れた頼

朝を見逃し一命を救い、その縁で翌年頼朝に抜擢され頼朝の右腕と

して権勢をふるう。そして寒川に所領と館を築く。しかし頼朝が死

ぬと政敵の北条氏や和田氏により鎌倉を追放される。景時は京に逃れるが途中、駿河国清水で討死（1200 年）。

現在館の痕跡はほとんど残っていない。 

次に大山街道を離れ旧国鉄西寒川支線跡のカツラ並木を楽しみなが

ら寒川神社へ。参道入口の一の鳥居をくぐって左に折れ県水道記念館

に入る。そこの芝生広場でお弁当と休憩。この記念館は県の寒川第 1

浄水場の送水ポンプが設置されていた跡地に建てられた。敷地内には

給水を受ける各自治体の樹が多数植栽されている。 

午後は水道記念館をあとにして再び参道に出る。全長が 1kmあり両

側に黒松やマテバシイなどが茂る。コンクリート製の巨大な二の鳥居

を見上げながら歩いて行くと神池橋（太鼓橋）に行き着く。橋を渡り

三の鳥居をくぐるといよいよ寒川神社境内に入る。サカキなどの寺社

林に囲まれたそこは神聖な異空間である。「迎春ねぶた」で飾られる

神門をくぐると壮大な拝殿が目に入る。ここは相模の国の一之宮（延喜式）であり、古来より八方除けがなされ

る（拝殿東脇の渾天儀がそれを象徴）。またパワースポットとしても有名で多くの参拝客が訪れる。お土産には

八福餅がある。26日（土）には拝殿広場に入った途端、突如雪が舞うというサプライズもあった。寒川神社を出

 

梶原景時館址 

 

 

「迎春ねぶた」で飾られた寒川神社神門 
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てからは目久尻川沿いに野鳥観察をしながら宮山駅に向かい全行程を終えた。神奈川県のほぼ中央に位置する寒

川の歴史と自然を満喫した一日であった。                         （鈴置記） 

 

■森こい倶楽部―横浜第九回  

日 時：1月 13日（日） ワンテーマ：ツバキ科 

コース：二俣川駅→🚏万騎が原中央→こども自然公園（昼食）→南本宿市民の森（上田明神社）→南本宿公園→

切割明神社→二俣川駅（解散） 

参加者：皆川、山路、坂間、山内、鈴木、梶浦、菅原、篠田、戸田、久次米（一般）、小池（案内人）、広川、久野 

概要：万騎が原に広がる樹林地を訪れました。池を中心に、谷戸、里山

が広がる植生豊かな、「こども自然公園」ではナツグミ、ポプラなどの

大木を観察、梅林も咲き始めていました。ソメイヨシノは悲しいかな、

多くがテングス病で伐採の運命です。ヤブツバキとサザンカの違いなど

ツバキ科の樹木観察も行いました。南本宿市民の森では、上田明神社で

どんど焼きも見学、南本宿公園の樹林、切割明神社の大イチョウ（名木

古木）など、変化に富んだ森巡りを楽しみました。    （久野記） 

 

■湘南の森 

日 時：1月 11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。 

日 時：1月 26日（土）  

参加者 14名、うち JFIK会員 4名。ヤマザクラ、オオシマザクラなど 40本植樹を行いました。 （吉井記） 

 

■名瀬谷戸の会 

作業 1回目 

日 時：1月 5日（土）10:00～15:00 

参加者： 合計 51名（JFIK 13名 地元・地域ボランティア 31名 横浜メ

ダカの会 6名 エイト社員 1名） 

作業内容：ゾーン 6 のマダケの皆伐作業、ニューファミリー及び子ども

によるゾーン 3 と 6 作業現場見学、私有地（近藤氏）のモウソウチクの

保全作業、物置小屋の竹の壁作り、里山ピザ窯管理、メダカ池の水生生

物調査 

 

作業 2回目 

日 時：1月 21日（月）10:00～15:00 

参加者： 合計 17名（JFIK 10名 地元・地域ボランティア 7名） 

作業内容：ゾーン 6 保全活動、私有地のモウソウチクの保全作業、道具

類の在庫調査及び受領、物置小屋組み立て         （福田記）                                     

 

■四季の森公園「自然を訪ねて～春を待つ生き物たち～」  

日 時：1月 20日(日) 晴  観察会 13:00～14:30  お粥提供 14：30～15：00 

参加者：一般 54 名  公園職員 2 名  JFIK：日比野（リーダー）、片山（サブリーダー）、小池（サブリーダー）、

坂間（サブリーダー）、久野（サブリーダー）、 他 10 名 

 

南本宿公園 

 

1回目集合写真 

 

2回目集合写真 
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リーダーの日比野より、「春を待つ生き物たち」のテーマについて、春を待つ樹木（鱗芽、裸芽、花芽、葉芽、

葉痕）、春を待つ草花（一年草、越年草、多年草、ロゼット）、春を待つ虫たち（卵、幼虫、蛹、成虫）、冬があ

ってこその春（休眠打破）等、参加者に事前解説後、5班に別れてスタート。 

池、あし原湿原の外周を回りながら、小さな植物体（ロゼット含む）のオオイヌフグリ、ホトケノザ、ヒメオ

ドリコソウ、ヤブジラミ、ハルジオン等を観察し、「被い」で保護され

ているコブシやコナラ（鱗芽）、「被い」のないアジサイやムラサキシキ

ブ（裸芽）、葉芽と花芽が分かれているキブシやマンサク、それらが一

つになっているニワトコなどの冬芽、雌雄異株であるキブシの冬芽の違

いも実際に見てもらいました。シナサワグルミの落葉したときに、茎の

表面に残される跡である葉痕（ようこん）も、動物の顔に見え、「羊の

顔に見える」等、参加者の方はいろいろな動物の顔を想像されていまし

た。虫の仲間では冬籠りしていた、コナラの幹や名前の標識の裏にいた

ヨコヅナサシガメの越冬幼虫、トイレ付近のナミテントウの集団、カメ

ノコテントウ、スズメガの仲間の蛹のぬけがらやコカマキリの卵鞘、ミ

ツバウツギにぶら下がるミノムシなどが見られ、季節外れのベニシジミ

も飛んでいました。最後にカワセミも登場して観察会は無事終了しまし

た。 

観察会後に、JFIK 大橋、鈴置、大倉、山内が公園北口事務所で料理

したアツアツの七草粥を参加者や他の来園者に振る舞い、七草粥の味も

好評でおかわりをする人も見えられ、用意した 80 食分の七草粥も完食

しました。お天気もよく、YCV（ケーブルテレビ）の取材もあり大盛況

な一日となりました。                （坂本記） 

 

■四季の森公園「野草ガイド育成講座」 

日 時：1月 6日（日）10：00～15：00  場 所：四季の森公園内 

参加者：23名、小野澤コーディネーター、鈴置、野牛と品川の合計 27名 

概 要：午前 10時から品川がテキスト第 4章前半の説明、その後鈴置

さんが後半の説明をしました。昼食をはさんで午後は観察会でカツラ

からスタート、ヨシ原を周回しながら特徴のある冬芽やロゼットを観

察しました。特に野牛さんには平成 8 年に皆伐更新した落葉広葉樹林

の施業地について詳しい説明を聞くことができました。現在の巨木は

1970 年代に植えたもので、当時は薪炭林として活用されたが、その後

需要がなくなり放置されたため、皆伐施業地として見直されることに

なり、再活用が始まったという説明は判りやすいものでした。アンケ

ートには草本の解説が少なかったという指摘もあり、次回への申し送

りといたします。                   （品川記） 

 

★■お話しサロン（鎌倉）「主婦目線からの食の安全」 

日 時：1月 26日（土）14:00～16：00  場 所：鎌倉生涯学習センター 

講 師：岡部 桂子氏 

当日はケーブルテレビ J:COMの取材が入り、岡部さんも参加者も少々緊張の中で始まりました。岡部さんは子

育て中に生協に加入され、食品の添加物に関心を持たれ、色々と知識を増やされたようです。現在、食品衛生法

 

皆伐更新地で観察 

 

参加者の前で事前解説 

 

 

参加者に七草粥を振る舞う 



JFIK 会報 2019 年 2 月号 

- 8 - 

 

に定められた食品添加物は 4 つに分類され実に 1400 種類を超える品目が規定されているそうです。添加物の説

明に、今日は少々固い座学かなと思ったのも束の間、中央のテーブルに皆で集まり、ハム・ちくわ・キュウリの

漬物・ポテトチップスの食べ比べが始まりました。A・B二種類を食べた後、添加物の多い少ない、及びどちらを

購入したいかを問うものです。緊張もほぐれ、参加者の皆さんも互いに話合い、雄弁になりました。主婦目線の

お話も解りやすく、説明をお聞きするうちに我々の食生活がいかに多くの食品添加物に囲まれているか、そして

その添加量が未知である事を考えさせられました。遠い産地の食材を求めるのではなく、なるべくなら至近の食

材を添加物なく食するのがよいなあと思ってしまいました。                 （花本記） 

 

 

 

30年 金子 正美 

 平成最後の年の新会員、金子正美です。東京都江戸川区から大磯町に

住居を移して 6年になります。大磯には海も山も川もあって、片道 1

時間 50分の通勤時間を差し引いても、自然が大好きな私には理想的な

場所です。 

そんな私の週末の過ごし方をご紹介させていただきます。月 4回、午

前中は地元の野鳥観察グループで自宅周辺の里山、里川でバードウォッ

チング、ついでに植物や昆虫の観察をしています。冬にはカモ類の他、

シメ、イカル、ジョウビタキ、ルリビタキなどが目を楽しませてくれ、

初夏にはキビタキ、オオルリなどが美しいさえずりを聞かせてくれます。 

大磯といえば、5月～10月ころに緑色の美しい鳩、アオバトが照ヶ崎

海岸に海水を飲みにやってきます。この時期に丹沢の標高 1000ｍ位の

ところで子育てをするのですが、液果だけではミネラル分が不足するた

め、海水から Naを摂取します。最初のうちは♂と♀が混じった群れで

やってきますが、子育ての時期になると早朝は♂が、その後時間が経つ

につれて♀の比率が高くなっていきます。アオバトは交代で子育てをし

ますが、夜は♀がヒナを暖めるため、前日の暗くなる前までに♂は海岸

付近の森に集合して一泊し、明るくなると同時に海水を飲み、すぐに丹

沢に戻り、今度はヒナを♂に託した♀が海水を飲みにやってきます。や

がて、飛べるようになったヒナも群れに加わるようになります。一度機

会があったら是非見に来てください。 

家の近くには花水川が流れています。特に予定のない週末の午前中は

植物観察をメインに散歩しています。特に珍しい植物があるわけではな

いのですが、つい見過ごしてしまいそうな小さな雑草をルーペで拡大し

てみると、とても美しいことに最近気づきました。イタドリ、オオイヌ

ノフグリ、キュウリグサ、コハコベ、、ノヂシャ、ハキダメギク、ヒメ

ウズなど。その中でも一番のお気に入りはキュウリグサです。拡大する

と直径 2ミリ程度の花がたくさん付いていて、１本のキュウリグサだけ

で花束のようです。またイタドリの雌花も拡大すると雌しべの柱頭がヘラジカの角のような形をしていてなかな

か面白いです。今から春が楽しみです。 

リレーエッセイ 

 

照ヶ崎海岸のアオバト♀ 

 

 

キュウリグサ 

 

イタドリ雌花 
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「極夜行」 

著 者：角幡唯介 

出版社：（株）文芸春秋 

出版日：2018年 2月 19日 

定 価：1,750円（＋税） 

北極に近い地域では、太陽が地平線の下に沈んで姿を

見せない長い漆黒の夜「極夜」が数か月から半年も続く。

著者はこの極夜を 1 頭の犬とともに歩き続けた。この探

検の大テーマは「脱システム」。すなわち、多くの人類が

暮らす太陽が昇る世界＝普通のシステムを脱して、太陽

が24時間昇らない暗闇の世界＝極夜システムに入り込み、

その未知を探ること。そして、極夜が終わり、はじめて

昇る太陽を見たとき何を感じるかということ。 

この本は単なる冒険譚ではない。想像を絶する強烈な

大自然の力に振り回されながら、人間・動物の生死、家

族の絆、原初宗教心の発生などを考察する冷めた目は、

この本を一種の哲学書ともしている。その姿勢には、い

つも自然と対話している私たち森林インストラクターの

琴線に触れるものがある。 

そして私には、いつものコーヒーを片手に読書に耽る

という至福の時間を与えてくれた。 

なお、この本は 2018年本屋大賞ならびに大佛次郎賞を

受賞。                   （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＞ 

1 月 31日現在会員数 164名 

月例会を開催しました 

日 時：1月 25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 8名、監事 2 名、会員 5名 計 15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。 

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 

ジョウビタキ♂(2019.1.14 湯河原)                    フクジュソウ (2019.2.7 鎌倉) 

 

低山の公園にいたジョウビタキ。

近づいても逃げなかったので、写

真をたくさん撮らせてもらいまし

た！(松山) 

暑くなったり寒くなったり、イ

ンフルエンザも流行っています。

体調管理に気をつけましょう。 

(小池) 

 


