
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森こい倶楽部・横浜第 11回 集合写真（撮影：久野 正樹） 

 

 

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「新緑の鎌倉山古道から光り輝く相模湾と山並を望む」 

＜本番＞ 

日 時：4月 17日（水）・20日（土） 

集 合：JR東海道線/横須賀線/根岸線「大船駅」南改札口外 9：10

（詳細は別途連絡いたします） 

 今回は久野が企画しています。 

 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。是非、本番にはご家族やご友人をお誘い下さい。

一般の方は、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お申し込みください。詳細はホームペー

ジをご覧願います。                （大橋記） 

活動予定 
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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/ 

 

  

鎌倉山から富士山と相模湾を望む 
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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。   

日 時：4月 22日（月）10:00～14:30  集合場所：久右衛門邸 

📩：m.tanaka@feel.ocn.ne.jp ☎：090-1542-2154                    （田中（真）記） 

★■森こい倶楽部第十三回  

今回初めて横浜市を出て、5月度森こい倶楽部を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、参加に

あたっては、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。 

第十三回 巡礼古道から池子の森へ（鎌倉市・逗子市） ワンテーマ： ツツジ 

鎌倉の東、杉本寺から逗子の岩殿寺への巡礼古道を通り、旧華頂の宮庭園に立ち寄り、関東富士見百景の浄妙

寺緑地からハイランドに入ります。久木大池の樹林経由、週末だけオープンの返還された池子の森を訪ねます。

弾薬庫跡の欧米風広大な芝生と木立の織りなす異空間です。弥生時代の池子遺跡群資料館、440万年前のシロウ

リガイの巨大化石などの見どころもあります。池子明神社、東昌寺経由、京急神武寺駅で解散です。 

日 時：5月 12日（日）＊GWを避け第二週とします＊ 

集 合：JR横須賀線 鎌倉駅東口改札 10:00（時間厳守） 

参加費：100円（保険代） 

コース：鎌倉駅 🚻 →🚏浄明寺→報国寺🚻→旧華頂の宮庭園→巡礼古道→浄明寺緑地🚻→ハイランド SEIYU🚻→

久木大池→池子の森（昼食）🚻→池子遺跡群資料館🚻→池子明神社→東昌寺→京急神武寺駅🚻（15:00頃解散） 

（歩行約 7㎞、若干アップダウンありますので、トレッキングシューズをお勧めします） 

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、5月 11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。 

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：5月 10日（金） 

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、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」 

4月 28日（日）定例作業 

5月 11 日（土）、26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) 

mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.133/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：4月 19日(金)18：00～20：00 

場 所：かながわ県民活動サポートセンター 705号室 

テーマ：「チョウ、自然との共存のシンボル」 

講 師：JFIK坂本勝彦さん（29年） 

参加費：500円 

概 要： 

神奈川の里山で見られる蝶の写真（約 60 種、アゲハチョウ科、シジミチョウ科、シロチョウ科、セセリチョウ

科、タテハチョウ科）を見ながら、発生時期や観察のポイント、どんな種類の蝶がいるかなどや、スプリングエ

フェメラル（春の妖精）と呼ばれる蝶やゼフィルス（西風の精）と呼ばれる森林性のシジミチョウの仲間、温暖

化の影響で北に分布を広げた蝶たち、人為的に持ち込まれた外来種、変わった生態を持つ蝶等を紹介します。観

察会の時に役立て頂ければと思います。その他、絶滅危惧の蝶の保護について、実際に保護に係わっているツシ

マウラボシシジミを題材に、現状の里山の環境や保護活動の内容、課題、問題点をお話します。  （講師記） 

 

※講師の坂本さんは、日本チョウ類保全協会にも所属し、チョウの観察や絶滅危惧の蝶の保護活動に携わってい

ます。講師自ら撮影した蝶の写真などにより、分かりやすく説明していただきます。皆様の積極的な参加をお待

ちしています。 

※資料準備のため、4月 17日（水）までに申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） 

5月 25 日（土）14:00～16:00 大路ビル 3階 A教室 

テーマ「美しく逞しい～ルーペの奥の小さな雑草たち」 金子正美氏 

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 

「春の渋沢丘陵と秦野湧水群を歩く」 

日 時：3月 20日（水）10：00～15：00 快晴 

       3月 23日（土）10：00～15：00 曇 

場 所：秦野市 

参加者数：73名（23日→44名、20日→29名） 

スタッフ：12名（鈴置、小池、松井、吉原、坂間、河野、昆野、廣川、久野、相原、大槻、大橋） 

 20 日（水）は、快晴で、気温が 20℃近くになり、春まっただ中。一転、23 日（土）は、集合時には小雨、活

動開始後は曇で、気温が 10℃近くのほぼ真冬。 

相模湾にある沖ノ山堆列の一部が、フィリピン海プレートの進行により、30 万年前以降に隆起を始めて地上

に顔を出し、さらに、15 万年以降、国府津−松田断層や渋沢断層の活動により急激に隆起したのが渋沢丘陵（丘

陵全体は大磯丘陵と言う）。丹沢山地と渋沢丘陵に挟まれ、水無川などの河川が丹沢山地から大量の砂礫を運び

込み、扇状地を形成している秦野盆地。今回は、日本列島の中でも地殻変動の激しい地域の自然や歴史を尋ねた。 

秦野駅に集合、路線バスで県立秦野総合高校へ向かった。路線バスは、扇状地の扇端部に形成されている湧水

活動報告 

mailto:h.yoshi.green@lake.ocn.ne.jp
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地群を抜け、秦野盆地と渋沢丘陵の境界となる渋沢断層の断層崖を上がり、2 万年程前の水無川の流路を走った。 

県立秦野総合高校から、渋沢丘陵の尾根道を歩き、震生湖へ向かった。正面には真っ白な富士火山。振り向く

と、江ノ島や房総半島。右手には、大山をはじめとした丹沢の山々と秦野盆地。左手には、神山や駒ヶ岳、二子

山、明神ケ岳、金時山などの箱根火山の山々を見ることができた。ただし、23 日（土）は、雲に覆われ、残念

ながら、このようなダイナミックな景観を見ることはできなかった。 

コブシ、キブシ、ホトケノザ、ヒメオドリコソウ、ナノハナなどの

花やブロッコリーなどの畑の野菜を観察しながら、90 分ほどで、震生

湖に着いた。 

震生湖は、1923年 9月 1日の関東地震の際、谷斜面が崩落し、市木

沢を堰き止めたことによって誕生した小さな湖である。ヘラブナなど

の釣り、ハイキング、探鳥、秋には紅葉狩りなどで、多くの人が訪れ

る湖である。 

震生湖で昼食の後、扇状地の扇端部に形成されている秦野盆地湧水

群を歩いた。 

白笹稲荷神社の脇には、一貫田湧水がある。お稲荷さんは稲作・穀

物の神様で、農業に必要な水と関わりが深い。湧水の近くに祀られて

いるのもこのような理由からのようである。神社の境内では、シキミ、

カゴノキ、タブノキ、イチョウ、サカキなどを観察した。 

秦野市立南小学校の校庭を見ながら、今泉名水桜公園へ向かった。

秦野市立南小学校の校庭には、学校が開校した 1892 年（明治 25 年）

に記念樹として植えられた 2 本のソメイヨシノの古木がある。樹齢は

すでに 110年を越えている。 

今泉名水桜公園には、秦野盆地湧水群の中でも最大級の湧水量を誇る今泉湧水池がある。また、公園には開花

時期が異なる 18 種類もの桜が植えられており、長い期間、桜を楽しむことが出来る。公園では、カワセミ、ア

オサギ、カワウ、カルガモ、マガモなどの野鳥を観察することが出来た。 

今泉名水桜公園で、桜や野鳥を観察した後、秦野駅へ向かい、解散とした。          （大橋記） 

 

■山こい倶楽部―第五十二回「倉岳山・高畑山」 

日 時:3 月 28 日(木) 晴   

参加者:中澤（均）(リーダー)、松井(サブリーダー)、久保、辻、坂間、篠田、中澤（美）、山路、吉原、 

中澤（靖）、田川、境、引田、宮崎、 以上 14 名 

コース:梁川駅〜立野峠〜倉岳山〜穴路峠〜高畑山〜鳥沢駅 

概 要 

・9時 梁川駅集合  

 自己紹介、コース説明、準備体操 

・9時 20分 スタート 

倉岳山登山口まで車道沿いの植物を観察 

 ノジスミレ、タチツボスミレ、カテンソウ、ツルニチニチソウ、

ハコベ、ウシハコベ、オオイヌノフグリ、ミヤマキケマン、ヤマブ

キ、ウグイスカグラ、モミジイチゴ、アブラチャン、フサザクラ、

ホトケノザ、ヒメオドリコソウ、ミツバアケビ 

・9 時 40分 倉岳山登山口(標高 310) 

 

カタクリの花 

 

富士山を見ながら渋沢丘陵を歩く 
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ここから立野峠まで沢沿いを登る。途中、幹周 7ｍのトチノキの大木あり。他に道端のトチノキを計測する

と幹周 457ｃｍ。山梨県の三分の一が恩賜林とのこと。猛禽類に食べられたアオゲラの羽根を発見。沢沿いの

ためミソサザイの楽しそうな囀りが心地よい。 

 キブシ、ヒナスミレ、ヨゴレネコノメ、ミミガタテンナンショ

ウ、ユリワサビ、ナガバノスミレサイシンの他、カタクリが沢山

見られた。 

・11時 30分 立野峠（標高 800） 

 尾根に出るとコナラやクヌギを中心とした落葉広葉樹に変わる。

今日一番の急登を 40分かけて倉岳山まで登る。主な樹木はイヌ

ブナ、コナラ、クヌギ、アオハダ、マルバアオダモ、ヤマボウシ、

ネジキ、アカマツ、ダンコウバイ、サワシバ。ヒゴスミレの白い

花が見られた。 

・12時 10分 倉岳山（標高 990） 

 クマタカの歓迎はなかったが、ヒオドシチョウが歓迎してく

れる。昼食後、記念撮影、中澤リーダーによる遠望できる山の

説明。12時 45分高畑山を目指し急な下りを行く。ヤマナラシや

ヤシャブシが見られた。 

・13時 10分 穴路峠（標高 800） 

 ここから最後の登り。ツガやシラキの他、アトリの群れも現

れる。 

 倉岳山から高畑山までアカマツが多い。 

・13時 45分 高畑山（標高 980） 

 休憩後 14時鳥沢駅を目指し出発。ここからは急な下りが石仏

まで続く。 

・14時 15分 仙人小屋跡（標高 750）   

・14時 45分 石仏（標高 500） 

・15時 10分 林道（標高 320） 

林道を進むと、マリンブルーの貯水池にカイツブリやキンクロが見られる。 

更に進むとヤマエンゴサクやアズマイチゲ、変なミヤマキケマンが見られた。 

・16時 鳥沢駅 

 参加者全員の無事を確認し解散 

リーダーの中澤さん、サブの松井さん、下見を含め有り難うございました。      （宮崎記） 

 

■森こい倶楽部―横浜第十一回  

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 

日 時：3月 3日（日）雨 

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→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  

参加者：大谷（宗）、大谷（一般）、国木田（東京会）、金子、足立（一般）、久保、横内（一般）、辻、花田、

引田、皆川、蔵田（一般）、早川（一般）、山路、坂間、山内、山内夫人（一般）、山本、吉原、鈴木、梶浦、篠田、久野、

広川、石川、小池（案内人） 

 

ヒオドシチョウが・・・ 

 

倉岳山山頂 
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概 要：あいにくの雨にもかかわらず、過去最多 26名（事務局 4名含む）が参加されました。港北ニュータウ

ンの新しい街並みと対照的な里地里山、多くの名木古木との出会い。改めて横浜の多様な歴史と自然に触れるこ

とができた一日でした。                                  （小池記） 

 

■湘南の森 

日 時：3月 8日（金） 晴 

参加者：11名、うち JFIK会員 2名。下草刈りなどの定例森林整備作業を行いました。      （吉井記） 

 

■名瀬谷戸の会 

作業 1回目 

日 時：3月 2日（土）10:00～15:00 

参加者： 合計 51 名（JFIK14 名 地元・地域ボランティア 27 名 横浜メ

ダカの会 5 名 見学者 5名） 

作業内容：ゾーン 6 の雑木林育成・マダケ除去、メダカ池周辺のモウソ

ウチクの保全、ピザ窯火入れの引継ぎ、メダカ池の水生生物調査 

作業 2回目 

日 時：3月 11日（月）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：ピザ窯エリアのモウソウチク伐採、午前中はゾーン 6 の伐採

したマダケの整備。午後は、マダケ皆伐エリアに隣接するモウソウチク

を伐採。 

作業 3回目 

日 時：3月 18日（月）10:00～15:00 

参加者： 合計 14名（JFIK 6名 地元・地域ボランティア 6名 見学者 2

名） 

作業内容：午前中はゾーン 6でモウソウチクの伐採と枝払い幹の玉切り、

マダケの集積直しと切直し枝払いを行った。マダケ部分については皆伐

作業を完了した。午後は久右衛門邸南側のモウソウチクを伐採。枝払い

と幹の玉切りも完了した。ピザ窯エリアのモウソウチク伐採、午前中は

ゾーン６の伐採したマダケの整備。午後は、マダケ皆伐エリアに隣接す

るモウソウチクを伐採。                （福田記） 

                                    

■四季の森公園 里山アカデミー「2018野草ガイド入門講座」第 6回開催 

日 時：3月 3日（日）10：00～14：45  場 所：四季の森公園会議室及び園内 

参加者：受講生 13名（1名欠席）、小野澤パークコーディネーター、JFIK品川 

概 要：石の上にも三年という意気込みでスタートした「野草ガイド入門講座」も最後のワークショップを迎え、

4 つのテーブル（ヤマツバキ、フクジュソウ、セツブンソウ、スイセン）に分かれて、課題植物の解説をポスタ

ーのように仕上げる学習をいたしました。完成したポスターを前に実際に説明して、不具合をチェックしたり、

質問をしたり、和気あいあいの雰囲気の中で授業は進行しました。 

 午前中の前座では、ダイコンや人参のひげ根がどのように生えているか、考えてもらいました。特徴あるひげ

根は一度覚えると忘れませんが、気を付けて勉強しないと見逃してしまいます。第 1回の講座で中村所長の「講

座説明」では沢山の植物ファンが増えてくれることを願っているという決意表明がありましたが、興味の眼をい

 

1回目集合写真 

 

2回目集合写真 

 

尾根道のヒトリシズカ 
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ろいろなところに向けておくことの大切さを学んでいただきたいと思います。 

1 時間程度でポスターを仕上げ、早速、ポスターの前で解説をして

もらいました。複数の演者で盛り上がりましたが、いろいろ知らない

言葉も出て来て、説明が難しい部分もありました。午後には品川が全

体講評をしました。ヤマツバキでは、ツバキとサザンカの見極めにつ

いて、二つ程度しか解説をしなかったので、概ね五つ程度の観察があ

ることにも言及していただきたいと注文をつけました。また、学名の

カメリアの由来について言及しながら、チャノキが漏れてしまったこ

とにも地図記号まで解説をしてほしいと注文をつけました。フクジュ

ソウのパラボラの意味、セツブンソウの仲間にはほかに何があるか、

スイセンでは地元の観察ポイントを紹介するなど、いつになく沢山の

追加注文をつけました。必須とは言わないにしても、質問されたら応

えられるようしておきたいものです。なかでもセツブンソウの別名を「冬のトリカブト」とうのは初めて耳にし

ました。熱心な受講生に感謝です。 

 引き続いて課題植物を探して園内を観察して回りました。セツブンソウはとてもファンが多いことも明らかに

なりました。フクジュソウ、スイセン、タチカンツバキなどを雨の中で解説して、会議室に戻り、修了証をお渡

しして散会いたしました。四季守マスター講座への進学希望者は 8 名でした。          （品川記） 

 

■四季の森公園 里山アカデミー「四季守マスター塾」第 8回開催 

日 時：3月 24日（日）10：00～15：00 

場 所：四季の森公園内及び会議室 

概 要：園内に出る前の 30 分間で品川が牧野富太郎の「赭鞭一撻（しゃべんいったつ）」の 15 章を紹介しまし

た。明治時代の漢文は論語などと異なり倒置法や逆説などの修辞法が沢山使われていて、その分だけ漢文を難し

くしているのではないか、という個人的な印象は理解していただけたようです。 

10 時 30 分から池を巡回し、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、参加者全員で確認しました。午前午後を通して今回、取り上げた植物は、アズマイチゲ、

ユキヤナギ、カツラ、ショウジョウバカマ、セツブンソウ、カンヒザクラ、オニシバリ、カタクリ、アオイスミ

レ、ハナモモ、シュンラン、キブシ、アマナ、コブシなどです。やはり、ルーペが思いの外役立つようです。皆

さん、忘れずに持参しましょう。例えばカンヒザクラの見極めのポイントは花が下向きに咲くことと筒状のがく

筒がきれいな紅色をしていることです。 

ショウジョウバカマが咲き始めで、よく観察ができました。途中の

園路ではアマナの株数が沢山になりました。また、新たにロープをめ

ぐらしたスミレの谷では満開のタチツボスミレ、花が終わりかけてい

るアオイスミレも観察できました。特に我が国はスミレ王国と言われ

るほどスミレが多いので、冒頭で国内の種類数を説明してから、県内

で何種、この公園で何種とたたみかけるように話を進めた方が理解は

容易になるでしょうと話しました。 

足許にはセリバヒエンソウが開花しているので、それを踏まないよ

うにコブシの観察をしていると通りがかりの人もふと足を止めて解説

に耳を傾けてくれました。帰着後、修了証をお渡しして散会しました。

観察ガイド・デビューする人、留年してもう一年四季守マスター塾を受講する人など進路はさまざまですが、ま

すます植物好きが高じてきたようで、デビューは間もなくです。                （品川記） 

 

雨の中でツバキの解説の練習中 

 

 

コブシの観察 
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■第 2回森と水のまつり開催支援 

日 時：3月 21日（木・祝）10：00～14：30 

場 所：横浜ニューグランドホテル ペリー来航の間 

スタッフ：品川、白木、加藤、松山 

来場者数：約 600人 

概要：昨年まで生田緑地でかながわトラストみどり財団と共同で八重のかざ

ぐるま工作教室とクイズラリーを実施していたが、今回は室内で完成品と組

立キットを財団の隣のブースで販売することとなりました。9時に会場設営を

始めると早速子供達が入場し、横浜水泳連盟などから貢献のあったメンバー

に表彰式が行われ、その後、保土ヶ谷小学校のブラスバンドによる演奏が三

曲行われました。表彰式には今年の「ミス日本みどりの女神」の藤本麗華（ふ

じもと・れいか）さんも加わって盛況でした。藤本さんは元・宝塚歌劇団の

男役でした。勿論、来年も継続して活動したいものです。   （品川記） 

 

 

★■お話しサロン（鎌倉）「絵心の無い私でもできるガイドマップの作り方」 

日 時：3月 30日（土）14:00～16：00 

場 所：大路ビル B教室 

講 師：岡部俊生氏 

 

副題は「iPhotoDraw でオリジナルガイドマップを作る」。iPhotoDraw とは、「元になる画像にいろいろ書き込

み、好きな情報を追加できるソフト、追加した情報は別のファイルになるので、元の画像は変化しない」とあり

ます。今までのサロンの雰囲気と異なり参加者の多くがパソコンを持参しました。一体どんな事が出来るのか、

難易度はどうなのか。パソコンなど電子機器オンチには電子情報への書き込み等の加工が出来るソフトだろうと

いうことまでは理解しました。岡部さんの例では、都内の大きな公園のネット上の案内イラストに“松めぐりマ

ップ”を書き加え、マツ科の樹木にテキスト枠をつけて名前などを書き込み、観察者により楽しめ、分かりやす

い案内地図にしました。次の例はガラリと変わり鳥獣戯画が対象です。あのサルやウサギに吹き出しを付け言葉

を喋らせる楽しみです。これは又楽しい遊びになりました。ただこのソフト、英語版で日本語版が待たれるとこ

ろです。余談ですが、手塚治虫の漫画の枠を飛び出した型破りの手法を思い出したり、欄外の窓、それに白抜き

は意外と注目させるものだと発見しました。                         （花本記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミス日本みどりの女神の藤本麗華さ

んと記念撮影 

 

ケマンソウ(ﾀｲﾂﾘｿｳ)(2019.4.7横浜市港北区) 
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30 年 中澤 靖彦  

自然保護と環境保全 

30 年新人の中澤靖彦です。自然保護について最近感じていることを思いつくまま書きます。 

まだ小学生の頃、NHKの日曜朝の TV番組に「自然のアルバム」とい

うのがあった。四季の織り成す日本の美しい自然と豊かな動植物の姿

を夢中になって見たものだ。それからやはり NHKの「新日本紀行」。富

田勲の印象的なテーマ曲とともに画面に映し出された原日本的な風景

が深く記憶に刻みついている。片や自然を扱い、片や人間の営みを中

心に扱った番組だが、どちらからも日本の自然に触れたという印象が

残っている。 

手つかずの自然というものを私はまだ体験したことがない。私にと

っての“自然”とは人間の営みとの接点の部分、すなわち“環境”で

あったのかもしれない。人間も自然の一部であることは自明の理であ

り、人間がその営みのために自然との接点である環境に影響を及ぼし

たとしても、それを一概に悪だとは言えないだろう。問題はその程度

を人間が認識しているか否かではないだろうか？ 

原発、これはダメ。一度事故を起こすととてつもないインパクトを

環境に与え、なおかつそれは人間には制御不能であることを私たちは

身をもって体験した。一方、CO2の排出削減、地球温暖化は地質学的

視点で見れば、これから氷河期に向かう中でのほんの微細な振れに過ぎない。しかも、CO2だけが犯人ではなく、

CO2削減にかける莫大なコストに見合う効果はない。ペットボトルのリサイクルも極めて効果が低いという点で

は同様だし、ゴミの海外輸出というマイナスの効果を生んでい

ることは承知の通りだ。 

私が関わってきた農業、これは想像以上に環境に対するイン

パクトが大きい。しかし 2030 年に 86億人に達すると言われる

人類が生き抜くためには必要不可欠な営みである。有機農業で

は 86億人を賄う生産性は確保できない。可能な限り環境への

インパクトの小さい農業を叡智を尽くして探求すべきと考える。 

私はよく山歩きをする。一人で歩くこともある。先日小雨の

中、“天城の太郎杉”を見に行った。樹齢 400年、幹周 9.5m、

樹高 48mの男前だ。周囲は整備された園地であったが人っ子一

人おらず、漠然とした“怖さ”を感じた。17年前、友人と二

人で北海道のトムラウシに登った。途中で友人が体調を崩して

下山し、私一人で後の行程を進んだが、美しい景色とは裏腹に

私の心は漠然とした“怖さ”に占領されていった。 

 自然は“怖い”。それは人類の根源的な記憶、例えばヒョウなどの肉食獣のエサであった、に根ざすものであ

ろう。自然はたかが人間ごときの力で制御できるものではない。自然保護などという言葉はおこがましい。だか

ら私は今、人間と自然との接点である環境を良好に保つ環境保全を目標に活動していこうと思っている。 

 

リレーエッセイ 

 

2019年 3月 21日 天城太郎杉 

 

2002年 7月 29日 トムラウシのテン場にて 
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「自然景観の読み方 4 森を読む」 

著 者：大場秀章 

出版社：岩波書店 

出版日：1991年 7月 5日 

定 価：1,200円（税込） 

いつも山道を歩いているとブナの木に目が釘付けにな

っていることに気が付く。この本は少しだけでも理解が

進むように判り易さに視点がおかれているようだ。ブナ

をよく観察すると、太平洋側のブナは、日本海側のブナ

に比べて葉が小さく、枝にねばりがない。これと比べる

と日本海側のブナの葉は大きく、枝ばかりか幹にもねば

りがあって、若木は積雪期に斜面に接して伏せてしまい、

埋もれてしまう。こんな観察をして著者は、この変化は

対馬暖流が日本海に流れ込むようになって多雪化した時

期、今から一万年前以降に顕在化したと推論する。森を

構成する草や木にもこのようなすみ分けをしている植物

があって、クロモジとオオバクロモジ、ヤマアジサイと

エゾアジサイ、ナガバノスミレサイシンとスミレサイシ

ン（前者が太平洋側）などがある。さらに本州中部のブ

ナ林は内陸型気候の影響を受け、この二つのブナ林とは

異なった様相を示している。山道を歩きながら多様化の

観察をすることができた。          （獺） 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  月間ブックレビュー 
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会員異動 

会員移動 

＜3月度の会員異動＞ 

3月 31日現在会員数 164名 

月例会を開催しました 

日 時：3月 29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。 
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編集後記 

掲 示 板 

箱根に近い森の中で、ツバキの高

木の上で花の蜜を舐める「テン」

に遭遇。最近は里山にも現れるそ

うです。(松山) 

春爛漫の季節となってきました。

野に山に、平成最後の春を満喫

してください。 

(小池) 

ムベ雄花(2019.4.2川崎市多摩区) リキュウバイ(2019.4.7横浜市港北区) 


