
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山こい倶楽部第 51回 浅間山山頂にて 

 

 

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～春の渋沢丘陵と秦野湧水群を歩く～ 

＜下見＞ 

日 時：3月 13日（水） 

集 合：小田急線「秦野駅」改札口外（改札は一ヶ所）10：00  

＜本番＞ 

日 時：3月 20日（水）・23日（土） 

集 合：小田急線「秦野駅」改札口外（改札は一ヶ所）9：10                      

（詳細は別途連絡いたします） 

 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。      （鈴置記） 

活動予定 

目 次 

1Ｐ  活動予定 

4P  活動報告 

8Ｐ  月刊ブックレビュー 

8Ｐ  森のエピソード 

9P  掲示板 

9P  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/ 

 

 

震生湖(2018.11.11撮影) 

http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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★■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。 📩：m.tanaka@feel.ocn.ne.jp ☎：090-1542-2154  

3月 18日（月）、4月 6日（土）、15日（月）、22日（月）10:00～14:30集合場所：久右衛門邸（田中（真）記） 

 

■山こい倶楽部第52回  

3月の山こいのお知らせです。今回は中澤さんがリーダーで素晴らしい眺望をもつ秋山山系（前道志）の山を

登ります。 

 中央本線で上野原駅を過ぎると、左手の桂川越しに見えてくる山並みが秋山山系です。倉岳山は秋山山系の最

高峰であり、山梨百名山や秀麗富嶽十二景にも指定されています。倉岳山からは多少のアップダウンの縦走で高

畑山に達します。お天気が良ければ、富士山はもちろん、北側の扇山や大菩薩嶺方面、西側の南アルプスなどの

展望が楽しめます。また、早春の草花も楽しめるでしょう。 

日 程：3月28日（木） 

集 合：JR中央線梁川（やながわ）駅9：00（下り甲府行8：57着の電車があります） 

行 程：梁川駅(290m)～立野峠～倉岳山(990m)昼食～穴路峠～高畑山(982m)～鳥沢駅(310m)15:30頃予定 

歩行時間：約6時間半（休憩・昼食含む） 標高差：約700ｍ 難易度：一般向け登山 

装備等：弁当、水、軽登山靴・雨具・防寒着など春の低山ハイキングの装備 

担 当：リーダー 中澤、サブリーダー 松井 

※中止の場合は参加予定者へ前日の20時までにメールで連絡いたします。 

※申し込みは3月25日（月）までに松井へお願いします。 

📩：ma1950koji@yahoo.co.jp ☎：070-2811-7267                     （松井記） 

 

★■森こい倶楽部―横浜第十二回  

森こい倶楽部・横浜は、1周年を迎えることができました。今後は活動範囲を広げるため、「森こい倶楽部」

に変更します。下記ご案内しますので、ご参加お待ちします。特に 29・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が、JFIK会員が必ず参加し、安全などのケアを十

分行っていただくようお願いします。 

第十二回 高田の里から日吉慶応の緑地へ（横浜市港北区） 

ワンテーマ： モッコク 

高田は、平安時代から名前が出てくる、古い丘陵地です。松の川緑道沿いの公園、寺社を経由し、日吉慶応の

グランドの緑道を歩きます。慶応普通部から日吉の丘公園を巡り、谷戸に残された農地と寺社を進みます。日吉

慶応の構内に入り、地下壕跡、弥生式住居跡などが点在する緑地から並木道を通り、日吉駅で解散です。 

開催日：4月 7日（日） 

集 合：横浜市営地下鉄グリーンライン 高田駅改札 10:00（時間厳守） 

参加費：100円（保険代） 

コース：高田駅 🚻 →高田天満宮→☆興禅寺→松の川緑道→下田町 4丁目公園（昼食）🚻→☆真福寺→☆下田神

社→慶応グランド→日吉地区センター🚻→日吉の丘公園→大聖院→☆諏訪神社→熊野神社→日吉慶応の丘🚻→地

下壕跡→弥生式住居跡→イチョウ並木→日吉駅（解散） ☆＝横浜市名木古木有 

行程やや長く約 8㎞（若干アップダウン有、途中離脱可能） 

案内人：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 

mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
ma1950koji@yahoo.co.jp
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お問合せ、ご参加の方は、4月 6日までに、久野宛ご連絡ください。 

📩：masakihisano77@yahoo.co.jp ☎：090-8280-1816 

夏までの予定は以下ですので、ご参加お待ちします。 

5月 12日 （日） 巡礼古道から池子の森へ（鎌倉市・逗子市） ＊GWを避け第二週とします 

6月 2日 （日） 小網代の森から油壺（三浦市） 

7月 7日 （日） 多摩丘陵の多摩川崖線の森巡り（川崎市）                 （久野記） 

  

★■湘南の森 

日 時：3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。📩：yoshiit@green.ocn.ne.jp 

活動報告や予定などは、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」 

3月 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」 

☎：03-3868-9535 fax：03-3868-9536  📩：sagami@moridukuri.jp             （菅原記) 

 

■室内勉強会 

日 時：3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：「安全講習会」 講 師：JFIK安全管理責任者 梶浦雄介さん（22年） 参加費：500円 

概 要： JFIK でいろいろな活動をしていくうえで欠くことのできない事柄が「安全」です。「安全ってなんで

しょう？」を主題に、考えてみたいと思います。 

・森林作業等での安全対策は？       ・野外活動で多い転倒・転落事故などへの対応は？ 

・スズメバチなど危険動物への対応は？   ・熱中症など体調急変への対応は？ 

・天候急変、大災害に遭ったときの対応は？ ・とにかく保険をかけておきましょう。ところで保険ってなに？ 

など、野外活動を安全に行うため、どう考え行動するか勉強していきたいと思います。普段から安全、リスク回

避に関心のある方はもちろん、「あまり興味ないな」「危ないところに行かないから大丈夫」という方は是非、

また、特に今年から JFIKのメンバーに加わった方など皆様の積極的な参加をお願いします。    （講師記） 

参加費：500円 

※講師の梶浦さんから、スライド・資料などで要点を分かりやすく説明していただきます。 

資料準備のため、3月 13日（水）までに申し込みをお願いします。 

申し込み先：吉原秀敏 📩：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） 

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 

5月 25日（土）14:00～16:00 大路ビル 3階 A教室  金子正美氏 （※テーマ未定） 

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

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.132/yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
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 

「長浜・富岡旧海岸線の自然と史跡を訪ねる」 

日 時：2月 20日（水）・23日（土） 10:00～15:00 両日とも晴 

場 所：横浜市金沢区 

参加者数：54名（20日→35名、23日→19名）  

スタッフ：12名（田口、鈴置、河野、坂間、松井、吉原、菅原、鈴木、松田、杉山、久野、大橋） 

明治時代、東京湾に面し風光明媚な富岡は気候も温暖で、政治家や文化人の別荘が多く建てられた。また、現

在、富岡の海岸は埋め立てられ、住宅地や工業地帯になっているが、昭和 40 年代頃までは、多くの人が海水浴

や潮干狩りに訪れる海岸でもあった。 

 今回は、野口英世ゆかりの施設である「旧細菌検査室」や長浜野鳥観察園、慶珊寺、孫文上陸の地などを巡り、

長浜・富岡旧海岸線の自然と歴史を探訪した。 

 オオバヤシャブシ、スイカズラ、タブノキ、カラスザンショウ、マテ

バシイ、アラカシなどを観察しながら長浜野口記念公園に向かった。 

 野口英世が約半年間勤務した旧細菌検査室では、野口英世の関係資料

や当時使用されていた器具類が展示されていた。長浜ホールでは、野口

英世の等身大パネルで記念写真を撮る方も。 

 野鳥観察園と周辺の散策路では、アオジ、ハクセキレイ、ツグミ、ア

カハラ、アオサギ、オオバン、キンクロハジロ、ホシハジロ、コガモ、

カルガモ、カワウ、カイツブリ、オナガガモ、オカヨシガモなどの野鳥

を観察することができた。また、イイギリ、ヤマモモ、シナマンサク、

マユミ、タラヨウ、イスノキ、アキニレ、ヤマナラシ、ホルトノキなど

の樹木を観察した。 

 長浜公園管理センターで昼食。午後は、富岡八幡宮や慶珊寺、直木三

十五住居跡などを巡った。 

 県立金沢総合高校脇に、メタセコイアとラクウショウが並んで植えら

れており、葉の対生、互生の違い、果実の形状、呼吸根の有無などを観

察した。 

 富岡八幡宮の参道脇にラカンマキが植えられていた。ラカンマキとイ

ヌマキの違いを葉や樹皮を観察しながら考えた。また、富岡八幡宮の社

叢林では、ホソバカナワラビを観察し、最下羽片の第 1 小羽片が特に大

きいという特徴がよく分かった。 

 海水浴発祥の地の碑、金波楼跡の碑、松方正義別荘跡の碑、孫文上陸記念碑などを見ながら慶珊寺に向かった。 

 慶珊寺では、花が咲き始めたシキミ、ソテツ、クロマツなどを観察した。また、慶珊寺には、1945 年 6 月 10

日の空襲の際、富岡駅下の小さなトンネルに避難し、近くに落とされた爆弾によって犠牲となった人々の供養塔

が建てられていた。 

 最後に、木々が生い茂る丘、東京湾、そして対岸の房総半島を眺めることができたと思われる高台に建てられ

ていた直木三十五の住居跡を見学した後、京急富岡駅へ向かった。 

 両日とも、雨を心配したが、何とか雨から晴に変わり、旧海岸線沿いの長浜、富岡の自然と歴史を探訪するこ

とができた。                                       （大橋記） 

 

活動報告 

 

メタセコイアとラクウショウの果実を探す 

 

野口英世ゆかりの細菌検査室 
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■山こい倶楽部第 51回 琵琶の演奏を聴き鎌倉古道「湯坂道」を辿る 

日 時：2月 11日（月・祝）曇 

参加者：角田（リーダー）、久保（サブリーダー）、松井、鈴木（康）、久野、山口（久）、田川（裕）、田中（文）、

梶浦、佐藤（憲）、篠田（秀）、引田、中澤（均）、中澤（美）、吉井、山路、吉原、関（孝） 以上 18 名 

コース：箱根登山線塔ノ沢（集合）～阿弥陀寺（ご住職琵琶演奏）～鎌倉古道湯坂道～浅間山（804m）～千条

（ちすじ）の滝～箱根登山線小涌谷～箱根湯本駅（解散） 

 ここ数日来の寒波襲来でなまった身体のリハビリ目的か、阿弥陀寺ご住職の琵琶演奏目当てか、山こい倶楽部

では稀なる総勢 18 名もの参加者が塔ノ沢の駅に降り立った。角田リーダーがニコニコと挨拶し、次いで松井イ

ンストラクターがストレッチ体操の音頭をとって、早速最初の目的地、阿弥陀寺を目指す。 

 箱根登山線の跨線橋を渡ると、そこからは急傾斜の山路となる。山門をくぐり、石段を登り、樹齢 300年の広

葉杉（コウヨウザン）の参道を進むと、ウメの花香が出迎えてくれる寺の境内に着く。浄土宗阿弥陀寺は芝増上

寺の末寺で、皇女和宮の香華院として知られている。皆代わるがわる本堂入口の頭上に掛る数珠車（百万遍転法

輪）を回してお参りしていると、正面の戸が開いて水野住職が現れた。一同「こんにちは～！」と元気に挨拶し

て本堂に上げていただく。 

 堂内に設えられた椅子に座ってお待ちしていると、黄の法衣を羽織ったご

住職が入って来られて、ご本尊の阿弥陀三尊像に灯明を上げる。そして、い

よいよ御年 75歳のご住職の琵琶演奏開始である。 

 最初の演題は「君が代」、続いて「仏の昔は～凡夫なり～、我の昔は～仏

なり～」と今様が奏され、、そして「壇ノ浦」の語りとなった。 

「♪祇園精舎の～鐘の声～」「ベベン、ベンベン」静まり返った堂内に、朗々

と響き渡るご住職の声。目を閉じれば、壇ノ浦の軍船に乗った源氏と平家の

きらびやかな武者姿が彷彿として瞼に浮かび上がる。物語は、今までの静謐、

重厚な調子から一転、いよいよクライマックスの場面となる。ご住職がカッ

と口を開け、額の血管を膨らませて、吠える！「壇ノ浦のぉぉお～！船合戦エエエん！！」その裂ぱくの声が我

ら一同の胸を掻きむしり、琵琶の激しい音色が更に追い打ちをかける。「ベベンベンベンベン！ベベベベベベン！」

住職の右手は痙攣して阿修羅の六臂となって震え、バチは狂乱して琵琶の胴を叩きに叩き、四弦は怒涛のごとく

鳴動する。源氏と平家の凄まじい合戦の様子が目に見えるようで、興奮は最高潮に達する。「オレ～ッ！！」（・・・

じゃなくて「南無阿弥陀仏」かな？）と思わず心で叫んでしまった。感動で何やら全身がぐったり弛緩して、こ

れからの山歩きのウォーミング・アップにしては効果覿面過ぎた。            （関（孝）記） 

 

■森こい倶楽部―横浜第十回  

日 時：2月 3日（日）晴 冬の河床の植物 

コース：瀬谷駅→長天寺→諏訪神社→和泉川源流→瀬谷市民の森→追

分・矢指市民の森（昼食）→和泉川中流の水辺→宮沢遊水地→六道の辻

→宮沢明神社→� 三ツ境駅（解散） 

参加者：鈴木、花田、皆川、日比野、山路、吉原、西岡、篠田、戸田、

梶浦、岡部夫妻、藏田、鈴置、坂間、久次米、中村、広川（案内人）、

久野 

概 要：境川支流の和泉川（約 10㎞）源流の森と藪、自然護岸を復活

した中流の河床葦原などの散策を行いました。瀬谷の丘の寺社を経由し

て、野鳥の生息する藪に和泉川の源流がありました。源流には瀬谷市民の森、分水嶺の向こうには帷子川支流の

矢指川源流の追分市民の森があります。開けた谷戸の田園地帯の奥の菜の花畑で昼食です。ちょっと長めのトレ

 

集合写真 

 

水野賢世住職の琵琶演奏 
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イル（8.5 ㎞）ですが、野鳥を追っていると時間を忘れます。和泉川の自然護岸には、春の草花も芽生え、野鳥

の声に癒されました。宮沢遊水地から戻る途中の山王稲荷社のアカガシからは多量の樹液が見られました。古道

の通る六道の辻から、名木古木のタブノキなどがある宮沢明神社を経由、宮沢からバスで三ツ境駅にて解散です。 

   （久野記） 

 

■湘南の森 

日 時：2月 8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：2月 23日（土） 晴/曇 

参加者 9名、うち JFIK会員 3 名。作業地の除草、保護植物のロープ張りなどを行いました。   （吉井記） 

 

■名瀬谷戸の会 

作業 1回目 

日 時：2月 2日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 46 名（JFIK 17 名 地元・地域ボランティア 25 名 横浜メダ

カの会 4名） 

作業内容：ゾーン 6 のマダケの皆伐作業、私有地のモウソウチクの保全作

業、物置小屋の竹の壁作り、メダカ池の水生生物調査、ニューファミリー

や新規会員等を対象に安全研修を実施 

作業 2回目 

日 時：2月 12日（火）10:00～15:00 

参加者：合計 11名（JFIK 5名 地元・地域ボランティア 6名） 

作業内容：ゾーン 6の立ち枯れ木伐採、ゾーン 6のマダケ皆伐 

作業 3回目 

日 時：2月 18日（月）10:00～15:00 

参加者： 合計 14名（JFIK 9名 地元・地域ボランティア 5名） 

作業内容：メダカ池周辺モウソウチク伐採、ゾーン 6マダケ皆伐 （福田記）                                     

 

■四季の森公園「自然を訪ねて～冬の野鳥～」  

日 時：2月17日(日) 10:00～12:00  曇 

参加者：一般45名、公園職員2 名、JFIK10名：村山（リーダー）、片山（サブリーダー）、花田（サブリーダー）、

スタッフ：中澤、山口、福田、梶浦、日比野、久野、金子 

定刻に村山リーダーより参加者の皆さんに挨拶、四季の森公園で見られる野鳥について簡単な説明の後、3班

に別れてスタート。はす池、あし原湿原の北西側、上の池、不動の滝、ちびっこ広場、紅葉の森、しょうぶ園脇

など、広範囲を回りながら、野鳥を観察した。 

野鳥の数は少なかったが、はす池ではカワセミ♂をスコープで観察。

くっきりと美しい姿を見ることができて、大人も子ども大満足！ サ

サ藪の中ではウグイスの地鳴きが聞こえ、しばらくすると間近に姿を

現した。ウグイスの囀りは知っていても地鳴きは初めて聞いたという

参加者が多く、今後は年間を通してウグイスを楽しんでもらえそうだ。

シロハラが落ち葉をひっくり返して虫を探す姿も見られた。班によっ

てはオオタカ、ノスリなどの猛禽類を観察した。寒い一日で、出会え

 

1回目集合写真 

 

1回目安全研修の様子 

 

はす池での観察 
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た野鳥の数は少なかったが、間近で観察できたり、スコープでくっきりと観察することもでき、充実した探鳥会

となった。 

観察できた野鳥は、オオタカ、ノスリ、カルガモ、キジバト、カワセミ、コゲラ、ヒヨドリ、ルリビタキ、ジ

ョウビタキ、シロハラ、ウグイス、エナガ、シジュウカラ、ヤマガラ、メジロ、アオジ、シメ、ハシブトガラス

の 18種であった。                                    （金子記） 

 

■室内勉強会「キナバル山登頂と動植物」 

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 

講 師：中澤 均氏 

参加者：久野、河野、松井、鈴木(康)、篠田、久保、坂間、福田、梶浦、辻、和田(昇)、角田、嶺、武田、関、

吉原、深串(FIT)、峯岸 

 2018年 9月に JFIK山こい倶楽部のメンバー13名で行われた、ボルネオ島にあるキナバル山遠征登山に関する

お話を伺いました。勉強会前半はアクセスや登山ルート、宿泊施設などの登山内容について、後半は山ろくのコ

タキナバル周辺にある国立公園からキナバル山頂に至るまでの植物や野鳥について、写真や図鑑を参照しながら

ご紹介頂きました。 

 ボルネオ島は赤道に近く緯度が小さいため、平均気温は 25℃程度と年間を通じて温暖で、降雨量が多く、標高

4095m のキナバル山頂であっても降雪はまれだということです。その環境下では 2700m 付近までマテバシイ属が

林冠を形成し、森林限界は 3500m 以上となっています。無理やり国内に当てはめるならば、唯一富士山の上部 300m

が森林限界を超えているということになりますから、日本の標高に対応した植生構造とは大きく異なっており、

大変勉強になりました。ただ、大陸から離れて島が形成されていく過程で、大陸由来と独自進化の二つの系統か

ら成る豊かな生物多様性を育んできた点は日本にも通じる特徴かと思います。 

 植物についての話の中ではラフレシアやウツボカズラといった、名前だけはよく知っているものの実物を目に

したことのない植物たちが興味をそそりました。ラン科、シュウカイドウ科、ツツジ科(シャクナゲ亜属)の花で

は、日本の山野に自生する種によく似ているものもあり、見た目で科名や属名までなら推定できそうな植物も多

く見られました。 

 野鳥では、旅程中に実際に観察できた鳥のほか、本遠征で見ることの叶わなかったキエリゴシキドリやタンビ

ヘキサンなどの目を奪われる美しさの鳥たちのご紹介がありました。特にキエリゴシキドリはボルネオの固有種

ですから、ぜひ現地で見てみたい気持ちになりました。 

 このように豊かな自然をもつ一方で、フタバガキ林がアブラヤシに植え替えられている現状も知りました。フ

タバガキ科の植物は熱帯雨林の優占種で日本には自生していませんが、ラワン材として輸入され広く利用されて

いる樹木です。近年の乱伐や乱開発の影響により急速に減少しており、さばく化など地球環境にとって大きな課

題の一つになっています。経済活動を優先するあまり、長い年月をかけて形成されてきた自然の姿が失われるこ

とは残念でなりません。世界中で環境保全の気運が高まっているものの、まだまだこうした実態があることを認

識しなければならないと感じました。                            （峯岸記） 
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「樹木たちの知られざる生活」 

 著者：ペーター・ヴォールレーベン著、長谷川 圭訳 

 発行：早川書房 定価 1,728 円（税込） 

    ハヤカワ文庫 定価 756 円（税込） 

 

 ドイツで本書が出版されたのは 2015年 5月で、日本で

の文庫本は 2018 年 11 月 6 日に発行されている。著者は

1964年にドイツのボンで生まれた。大学で林業を専攻し、

20年以上営林署で働いたが、行政官の立場から森林を保

護することに限界を感じ公務員を辞めて独立し、樹木の

生態に即した森林管理の方法を模索していった。覚悟を

もって森林と樹木の生態に向き合ってきているので、彼

の言葉には説得力がありそして何よりも愛に溢れている。 

 森林は資材としてそこにあるのではなく、樹木は私た

ちと同じように感情をもち、社会的な生活を営む“生き

物”としてとらえている。人間と同じように木も痛みを

感じ、記憶もある。親と子が一緒に生活している。 

 それらの愛情あふれる表現は、この本の初めにある文

章「友情」、「社会福祉」などのタイトルだけでも分かる

ようである。「ブナなどの木は仲間意識が強く、栄養を分

け合う。」、「まわりの木の援助によって生き続けることが

できたのだ。」など愛情に溢れている。 

 「謎めいた水輸送」では、木々はどうやって水を根か

ら葉まで届けることができるかということを話題にして

いる。毛管力、蒸散、浸透力などで片づけられているが、

それでは説明がつかないらしい。そのような不思議につ

いても言及している。            （獏） 

 

        

  月間ブックレビュー 
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会員異動 

会員移動 

＜2月度の会員異動＞ 

2月 28日現在会員数 164名 

月例会を開催しました 

日 時：2月 22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 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。 

第 4回（平成 31年度）通常総会を開催しました 

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 

出席者：36名、委任状 79名、計 115名 返事のない会員 49名 
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編集後記 

掲 示 板 

菅平高原の雪山を歩くスキーで

散策しました。シラカンバ林の雪

原に、キツネの足跡やフンを見つ

けました！ 

 (松山) 

早くもホトケノザ、ヒメオドリ

コソウ、オオイヌノフグリなど、

おなじみの顔ぶれの競演が始ま

りました。 

(小池) 

 

ベニバナアセビ(2019.3.5川崎市多摩区) 

 

サンシュユ(2019.3.6川崎市多摩区) 


