
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早春の越後の里山自然観察と新潟県森林インストラクター会との交流会 

おやじ山カタクリ群生地にて  

 

 

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～春爛漫の諏訪の原公園から小田原フラワーガーデンを巡る～ 

＜本番＞ 

日 時：5月 22日（水）、25日（土） 

集 合：伊豆箱根鉄道大雄山線（JR、小田急小田原駅で乗り換え）

「飯田岡駅」改札口外 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。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 

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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諏訪の原公園から足柄平野・曽我丘陵を望む 

 

望む 

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。   

日 時：5月 20日（月）、6月 1日（土）、10（月）、17（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） 

 

■山こい倶楽部第54回  

今回の山こいは 3月に実施した「倉岳山・高畑山」の尾根沿いの「九鬼山」です。登り口の駒橋発電所 落合

水路橋も文化遺産で一見してみたい所です。リーダーは堺さん、サブリーダーは久保さんです。 

九鬼山は、山梨県都留市と大月市の境にある山です。標高は 970ｍで、相模川水系の桂川と秋山川にはさまれ

た秋山山稜に位置します。都留市二十一秀峰、秀麗富嶽十二景に選定されています。山頂のほぼ直下をリニアモ

ーターカーの実験線のトンネルが貫通しています。とにかく富士山の眺めが最高な山です。九鬼山は花の種類が

豊富なことで、東京近郊の山では一、二を争うそうです。又、桃太郎伝説があり、秀麗富岳十二景の百蔵山（も

もくらやま）から来た桃太郎は、上野原市犬目の犬と猿橋の猿と鳥沢のキジを仲間にして、九鬼山に棲む九匹の

鬼を退治したそうです。 

 桃太郎伝説に思いを巡らせ、富士山の展望と春の花探しに「令和になって初めての山こい」に行きましょう。 

日 時：5月 19日（日） 

集 合：富士急線禾生（かせい）駅改札口 8時 40分（8時 36分着の高尾から直通の電車があります・・・ 

前 3両） 

行 程：禾生駅〜登山口〜池の山コース分岐〜天狗岩〜九鬼山（970ｍ）〜札金峠〜馬立山〜沢井沢ノ頭〜 

御前山〜神楽山〜中央線猿橋駅 

難易度：一般向け登山 

装 備：昼食、水、シート、軽登山靴、雨具など春の一般向け登山装備  

＊標高差 約 600ｍ ＊歩行距離 約 9キロ ＊コースタイム 約 6時間（昼食・休憩含む） 

お申し込みは 5月 17日までに松井まで  📩：ma1950koji@yahoo.co.jp            （松井記） 

 

■森こい倶楽部第十四回  

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。ご家族・ご友人の参加にあたっては、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。 

第十四回 森と湿原と干潟がつながる小網代の森（三浦市） ワンテーマ： ヨシ（葦） 

「小網代の森」は、森を流れる「浦の川」の源流域から中流の湿原や河口干潟が、人工の構築物などがなくそ

のまま残されています。30年にわたる自然保護活動により整備されました。源流域から海に向けて、流域の生育

環境による植物の移り変わりを観察することができます。また、小網代湾と油壷湾に囲まれた半島には、三浦一

族が終焉を迎えた新井城址があり、荒井浜などの地層とともに人と地球の歴史にも触れることができます。 

日 時：6月 2日（日） 

集 合：京浜急行三崎口駅改札外 10:00（時間厳守） 

参加費：100円（保険代） 

コース：京急三崎口駅集合～（バス）～引橋バス停～小網代の森（源流域～河口干潟）～新設された🚻～小網代

漁港（昼食・🚻）～新井城址～胴網浜～荒井浜～油壷バス停🚻～（バス）～京急三崎口駅 

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
mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
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お問合せ、ご参加の方は、6月 1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、ご参加お待ちします。 

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） 

 

★■ヤビツの森 

日 時：5月 23日（木）10：00～15：00 

場 所：丹沢ヤビツの森 

作業内容：植栽した苗の下草刈り、点検、植生保護柵の整備 

集合場所・時間：秦野駅南口 9：20またはヤビツの森作業現地 10:00 

持ち物など 

（1）山の作業に適した服装（山歩きの靴、作業用の手袋）、傾斜地なので、滑りにくい靴を履いてください。 

（2）昼食、飲み物など、食事の時に下に敷くシート 

（3）簡単な防寒具。作業用具、鎌、ヘルメットは貸していただけることになり、個々人での用意は不要です。 

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     （吉井記） 

 

★■湘南の森 

日 時：5月 25日（土） 定例作業 

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」 

5月 26日（日）定例作業 

6月 8日（土）、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」 

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

 

■室内勉強会 

日 時：5月 17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：「躑躅・皐月・薔薇（樹木の花）」 

講 師：JFIK廣川一久さん（26年） 

参加費：500円 

概 要：私たち日本人はサクラやウメなどの野生樹木の花を愛でるだけではなく、突然変異や自然交雑で出来た

美しい花や珍しい花を栽培して楽しみ、さらに人工交配により品種数を増やし、樹木花の花卉園芸文化という一

つの文化を作り上げました。 

 

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.134/yoshiit@green.ocn.ne.jp
file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.134/yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
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 今回の「室内勉強会」は、花卉園芸文化の樹木花として日本の躑躅・皐月、西洋の薔薇をテーマに、樹木の花

の知恵や不思議さ、「へぇ～」と素朴に感心する樹木の花の豆知識などを織り込んでお話ししたいと思います。                      

（講師記） 

 

※ツツジ、サツキ、バラはこの時期、観察会などでもよく対象になりますが、園芸品種が多く、ツツジは、日本

で 1000品種以上、サツキは 1000 品種以上あると言われます。これらの野生種や園芸品種の系統、文化史・栽培

史などをを分かりやすくお話ししていただきます。 

※資料準備のため、5月 15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） 

JFIKの方を講師にお迎えし、興味深いお話をしていただきます。どうぞ時間のサロンを、楽しく過ごしてくだ

さい。初めての方も、会員でなくとも、どなたでもお気軽に参加ください。いつもとてもなごやかな雰囲気です。 

日 時：5月 25日（土）14:00～16:00 若宮大路ビル 3階 A教室 鎌倉市小町 2-12-35 

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 

「新緑の鎌倉山古道から光り輝く相模湾と山並を望む」 

日 時：4月 17日（水）10：00～15：00 曇 

       4月 20日（土）10：00～15：00 晴 

場 所：鎌倉市 

参加者数：76名（17日→46名、20日→30名） 

スタッフ：14名（久野、松井、吉原、坂間、河野、昆野、廣川、鈴置、菅原、相原、田川、松田、杉山、大橋） 

 

17 日（水）は、曇で残念ながら鎌倉山からの見晴は今一歩。江の島まではよく見えましたが、箱根や富士山が

見えませんでした。20日（土）は晴。しかし、見通しは悪く、またもや箱根や富士山は見えませんでした。 

今回は、鎌倉市の西部に位置し、尾根と谷が入り組む手広、鎌倉

山、極楽寺地区を歩きました。尾根は標高 70m～80mほど、谷には、

凝灰質の地層から染み出す水が作る小さな川が流れています。この

ような地形の地域を歩くので、坂や階段が多いコースになりました。 

江の島道などの古道が通る手広では、鎖大師とも呼ばれる青蓮寺

から谷戸坂切通を訪ねました。青蓮寺では、17日は残念ながら国指

定の重要文化財の本尊である弘法大師像を見ることはできませんで

したが、20日は幸運にも正御影供大祭で、本尊を見ることができま

した。境内でアオノリュウゼツラン、ハナモモ、ブラシノキ、オオ

アラセイトウ、シラン、シャガ、イチゴノキ、イカリソウなどの植

物を観察することができました。江の島道の一部の谷戸坂切通をウ

ラシマソウなどの植物を観察しながら歩き、さらに、鎌倉でも少なくなった里山の景観が残る谷戸を経由し、鎌

倉山地区へ向かいました。 

活動報告 

 

青蓮寺にてアオノリュウゼツランとご対面 

mailto:h.yoshi.green@lake.ocn.ne.jp
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北西～南東方向に延びる尾根に広がる鎌倉山地区は、昭和初期に造成、分譲された住宅地で、傾斜の急な斜面

に多くの住宅が建てられています。南～西方向を見ると、相模湾、江の島、伊豆半島、箱根、大磯丘陵、富士山、

丹沢などを見ることができます。また、北方向を見ると大船、横浜方面を見ることができます。 

ハンノキ、ヤブニッケイ、ヤマグワ、ムラサキシキブ、ミズキ、タチツボスミレな

どを観察しながら長い階段で尾根から谷底に下り、夫婦池で昼食としました。夫婦池

は、江戸時代に手広や笛田地域の農業用水を確保するために作られた溜池です。夫婦

池では、ヨゴレネコノメソウ、キツネノボタン、ウラシマソウ、ニワトコ、ヘビイチ

ゴなどが観察出来ました。 

夫婦池から再度、尾根に上がり、鎌倉神社、月影地蔵を経て、極楽寺へ向かいまし

た。月影地蔵では、ムサシアブミやゲッケイジュの花を、極楽寺ではナギ、キャラボ

ク、サルスベリの古木、シュロガヤツリ、キバナオドリコソウ、八重一重咲分け桜な

どを観察しました。 

江ノ電極楽寺駅前で解散としました。               （大橋記） 

 

■山こい倶楽部―第五十三回「生藤山」 

日 時:4月 14 日(日)  曇時々晴   

参加者：辻（リーダー）、久保（サブリーダー）、梶浦、境、都留、中澤（靖）、久野、山路、松井、和田、篠田  

以上 11名 

コース：上野原（バス）～新山王橋～浅間峠～笹尾根～熊倉山～生藤山～茅丸～山の神～和田（バス）～藤野駅 

 

生藤山は標高 990m、一都六県を一周する「関東ふれあいの道」にあり神奈川、東京、山梨の三県境付近に位置

する。 

日曜朝 8時、上野原駅前はバスを待つハイカーであふれていた。松姫峠行きのバスに乗り新山王橋下車、ここ

で降りるパーティーは我々だけで静かな山歩きがスタート。浅間峠をめざし 9 時 10 分出発、歩き始めるとエナ

ガのお出迎えあり、ミヤマキケマンを道脇に見ながら林道に入るとミミガタテンナンショウ、タチツボスミレの

群落、咲き始めのヤマブキの黄色い蕾が可愛らしくアブラチャンは一斉に芽吹き、曇り空でも春の山歩きはウキ

ウキわくわく瑞々しい新芽の柔らかい緑に心弾む。手入れのよく行き届いた杉林の中、九十九折の山道をゆっく

り登りはじめると愛らしいヒナスミレ、エイザンスミレが次々に現れ急登のつらさを忘れさせてくれる。 

10 時浅間峠に到着。ナガバノスミレサイシン、ヒナスミレ、エイ

ザンスミレがあちらこちらと咲き誇りスミレ満喫。ここから山の神

までは快適な尾根歩きが続く。鹿の食害のせいか笹尾根というには

笹が貧弱だ。峠までの登りでハンターの人たち数人とすれ違った。

本日は鹿一頭をしとめたとのこと。 

笹尾根歩きは気持ちよく、コナラ、ミズナラは芽吹きの前の静け

さ、富士山が曇り空を背に雄姿を見せ、尾根筋のアブラチャンは花

盛り、淡い黄色とイロハモミジの新緑の赤い色とが芽吹き前の林に

優しい色を添えている。頭上高くにはシロザクラと思われる桜の芽

吹き。熊倉山を越え下りはじめたところでカタクリに出会う。斜面

の所々に点在し少し日が差しはじめたおかげで花弁を広げ凛々しい

姿をみせてくれた。 

12 時半軍刀利神社元社着、風もなく日差しは暖かく青空も見えはじめ快適な昼食休憩となる。先月の山こいで

登った倉岳山が富士山に重なり、御正体山、大室山、檜洞丸、雪を付けた蛭ケ岳が望める。13 時出発するとす

 

生籐山山頂にて 

 

ウラシマソウ 
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ぐに三国峠に下り急な登り 15 分ほどで生藤山に到着する。記念撮影をして出発、アセビが咲く急な下りを終え

しばらく行くとまたとカタクリが点在していた。北側斜面には数日前に降った雪が残っていた。萌芽更新立派な

株立ちのコナラ、ミズナラの林の中を気持ちよく歩き連行山を越えると下方には満開のヤマザクラ、目の前のミ

ツバツツジのピンクに癒され 14 時山の神に到着。数日前に間伐されたばかりの良い香りのする杉林の中を和田

へと下る。ソメイヨシノがちょうど満開でハナモモも色とりどりに咲き里は春爛漫。和田では陣場山から下りて

きた県の森林インストラクター会と遭遇。帰りのバス停もハイカーであふれ、臨時便を待って藤野駅行のバスに

乗車。人混みを避けたコース選びのおかげで静かでスミレ満喫の気持ちの良い春の山歩きとなった。 （篠田記） 

 

■森こい倶楽部第十二回  

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 

日 時：4月 7日（日）晴 

参加者：梶浦、金子、皆川、坂間、篠田、花田、引田、山内、白木、戸田、久野、小池、廣川、 

石川雄一（案内人)、国木田（東京会）、蔵田（一般）、足立（一般）、以上 17名 

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→日吉駅（解散） 

 

「森こい」も 2年目です。今回は、寺社あり沢山のサクラあり遺構あり

と変化に富んだ街中のコースです。最初の見どころは、興禅寺のキササゲ

です。横浜市には 955本の古木名木がありますが、キササゲはこれ１本で

す。また、日吉の丘公園では花弁の色に特徴のあるギョイコウやウコンザ

クラをじっくり観察しました。植物ではありませんが、今回参加の白木さ

んが設置に関わった横浜出身の彫刻家田辺光彰氏作の「BIRD－野生植物 (日

吉)」。白木さんから設置時のご苦労などの説明を頂きました。また、最後

に旧日本海軍の司令部の遺構（入口のみ）を見学しました。今回は大体

8km15,000歩ぐらい歩きました。横浜はよく見て歩くと中々興味深い場所が多く、これからも多くの「おぉ〜」

をお届けできたらと思っています。引き続き、よろしくお願いします。          （石川雄一記） 

 

■湘南の森 

日 時：4月 5日（金）晴 

参加者：8名、うち JFIK会員 3名      

作業内容：植樹の点検、ハイキング路わきの草刈りなどの定例整備作業 

日 時：4月 20日（土）晴 

参加者：9名、うち JFIK会員 4名      

小石川植物園で野外研修会                                （吉井記） 

 

■名瀬谷戸の会 

作業 1回目 

日 時：4月 6日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 92 名（JFIK 11 名 、地元・地域ボランティア 52名 、横浜

メダカの会 9名、見学者 20名） 

作業内容：一般班と子供班が合同で竹の子保全作業（100 本程度の竹の子

を掘り出した）、メダカ池の水生生物調査 
 

作業の様子 

 

ウコンザクラ 
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作業 2回目 

日 時：4月 15日（月）10:00～15:00  

参加者：合計 19名（JFIK 10 名 地元・地域ボランティア 9名） 

作業内容：竹の子駆除保全管理作業（駆除本数は、合計 62本）、モウソウ

チク伐採作業（15 本を伐採）、同時に伐採モウソウチクの切り口の切り戻

し作業も行った。 

 

 

作業 3回目 

日 時：4月 22日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 18名（JFIK 9名 地元・地域ボランティア 9名） 

作業内容：ピザ窯周辺の竹の子駆除（合計 213本を駆除）                        

（福田記） 

                                    

 

 

■四季の森公園 サクラの仲間の観察会 

日 時：4月 6日（土） 13：00～14：30 

場 所：園内から「さくらの谷」 

参加者：34名（うち聴覚障がい者 4名）、スタッフ：小野澤パークコーディネーター他１名、JFIKから品川、福

田 

概 要：聴覚障がい者協会から 4名の申し込みがあり、手話通訳者にも観察会にゆっくりと参加して観察いただ

きました。昨年 3月 13日の新聞報道でクマノザクラ新発見のニュースが流れ、報道に載った記事の解説から話

題を始めました。以前から現地では「早咲きのヤマザクラ」として自生が確認されていたサクラですが、今回の

研究でオオシマザクラ以来 104年ぶりに新発見となったものです。森林総合研究所などではこれから種苗普及を

計画していると紹介されました。さて、今年のサクラは開花宣言のあと、低温が続いたため、花が長持ちしてい

ました。さくらの谷まで頑張って歩いて出向き、マメザクラ、オオヤマザクラ、ヨコハマヒザクラ、大型の花弁

を付けた‘ソメイヨシノ’をじっくり観察いただきました。帰路はワークセンターに立ち寄って「さくら湯」の

接待を受けていただき、好評でした。 

数量は兎も角見どころのサクラは次のとおりでした。ベニシダレ、カンザン、ギョイコウ、エドヒガン、ヨコ

ハマヒザクラ、オオヤマザクラ、マメザクラ、ヤマザクラ、カスミザクラ、カンヒザクラ     （品川記） 

 

■四季の森公園 「ユリの仲間の観察会」 

日 時：4月 28日（日）10:00〜12:00 

参加者：一般 29名、公園職員 1名、JFIK 3名 

リーダー：村山、サブリーダー：品川 

 今日のテーマは、旧ユリ科のナルコユリ、アマドコロ、ワニグチソウ、チゴユリ、ホウチャクソウの 5種。APG

Ⅲでは、前 3種はキジカクシ科、後 2種はイヌサフラン科に分類されています。今日の四季の森では、ナルコユ

リ、ワニグチソウはまだ蕾の状態で、チゴユリは花期を過ぎていました。一方アマドコロは群落が花盛り、ホウ

チャクソウも園内各所で盛んに花を咲かせていました。アマドコロは大きな群落があるのに、人間の目線では花

がなかなか目に入らないので、知らないと素通りしがちです。葉をめくって花を見せると、参加者からは感心の

声が上がっていました。この仲間達の林床での厳しい生活、仏具や農業など現代よりも身近だったものに例えた

 

ホタルカズラ 

 

この日の成果 
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名前が多いこと、またイヌサフラン科は毒草が多いことなどを紹介しました。ユリの他にも、ニシキギ、ツリバ

ナなど地味ながらよく見ると味わい深い花、ヤブデマリやニリンソウなどの春を彩る花や、キンラン、エビネ、

クマガイソウなどのランの仲間も紹介しました。天候に恵まれ、気持ちのいい観察会となりました。 （村山記） 

 

■四季の森公園 「四季の森公園祭り」 

日 時：4月29日（月・祝）10:00～16:00 

一般参加者：生き物クイズラリー 180人、ネイチャークラフト 44人、

ラン観察28人、バードコール販売は15個 

スタッフ：JFIK9名（白木、品川、松田、松井、久野、三樹、河岡、河

口、福田）、他1名 

四季の森公園まつりがあり、例年と同様の内容で参加しました。我々

の出し物は「生きものクイズラリー」、「ネイチャークラフト制作」、

「自生ラン観察会」の3つです。8時45分に集合して準備をやり、まつり

本番は10 時から16 時まで。クイズの制作、クラフトやラン観察会の準

備、クイズラリーの景品提供、役割分担と多くの方のご協力をいただき

実施することができました。ゴールデンウィーク10連休の3日目、肌寒

い曇天のためか例年よりは参加者が少な目でしたが大いに楽しんでもら

いました。 

スタッフの役割は、クラフトは白木さん、ラン観察は品川さん、クイ

ズラリーは受付、ゴール、コース案内、待機に分け、90 分ごとに交代

という形で実施しました。クイズラリーは、葦原の周りを巡り10 の問

題に答えるという内容です。ちょっと難しい問題もありましたが、自然

に親しんで楽しい期間をすごしてもらいました。 

スタッフ皆様のご協力、ありがとうございました。JFIKのPR にも大いに貢献したと思います。 （福田記） 

 

■「早春の越後の里山自然観察と新潟県森林インストラクター会との交流会」 

日 時：4 月 19日（金）～20日（土） 

参加者：関（孝）、佐藤（憲）、瀬尾、品川、松山、山本、辻、久保、中澤（夫婦）、中澤（靖）、角田、篠田、酒

井（忠）、新潟会：松田、斎藤、越後長岡おやじ山倶楽部：酒井（健）、山本、中澤 ※20 日～21 日で関さん案

内のオプションツアーもありました。 

神奈川会総勢 14名（車 4台に分乗）は、小千谷インター出口

に定刻通り参集した。この辺りはまだ桜が満開だ。農家レスト

ラン「多菜田」で昼食後、新潟会、おやじ山倶楽部の方々と合

流するため、「やまこし復興交流館おらたる」に向かう。おらた

るとは、私たちの場所という意味だ。昨年もお世話になった松

田さんたちと再会し、あいさつを交わした後、一緒に山古志の

地質や中越地震復興の歴史を学んだ。ここで合流したおやじ山

倶楽部の酒井（健）さんは、神奈川会酒井（忠）さんの弟さん

だ。「弟さんの方が、お兄さんみたい！」とは、皆の評だが、こ

れも不思議な縁、今後もご兄弟にはお世話になること間違いな

しだろう。山古志地区は錦鯉と闘牛で有名であるが、震災後の復興の苦労は想像以上のものであったことを知る

ことができた。全員揃ったところで、本日の宿泊場所である「あまやち会館」へと向かう。あまやちとは、近く

 

クイズラリーにスタッフも手助けをした 

 

「あまやち会館」自然散策路にて 

 

会場の様子 



JFIK 会報 2019 年 5 月号 

- 9 - 

 

にある尼谷地の池（あまやちのいけ）から来ているらしい。ここでは、会館の斎藤さんの詳しい案内で自然散策

を行った。宿では大きなお風呂でくつろいだ後、食事の前に恒例の品川さんによる座学だ。牧野富太郎「赭鞭一

撻」（しゃべんいったつ）について、長岡ゆかりの河井継之助、山田方谷の教訓等についての解説があり、造詣

の深い話に聞き入った。夜の懇親会は、大量の銘酒を利き酒と称して飲み干し、また、会場にカラオケがあった

相乗効果で大いに盛り上がったことは言いたくもない…×言うまでもない！ 翌日はいよいよ関さんのおやじ山

を目指す。新潟会の案内で出発するが、例によって 30 分経っても 50ｍも進まない。準備のため先発した関さん

や倶楽部の方々に遅れては申し訳ないと気を使いつつも「まあ、しょうがない！？」いつものペースだ。幸いに

も新潟会の気遣いでなんとか予定通り到着することができた。ありがたいことに、おやじ山では関さんとおやじ

山倶楽部の皆さんが昼食の準備をしてくれていた。カタクリの群落、おやじ小屋を背景に撮った集合写真は良い

思い出となった。 

主な植物等：ユキツバキ、オオバキスミレ、スミレサイシン、マキノスミレ、ナガハシスミレ、タムシバ、コ

シノカンアオイ、エゾユズリハ、オオカメノキ、トキワイカリソウ、アズマシロカネソウ、オオバクロモジ、キ

クザキイチゲ、カタクリ。ひらひらと飛び交うギフチョウも見られました！           （角田記） 

 

■室内勉強会 「チョウ、自然との共存のシンボル」 

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  

講 師：JFIK 坂本勝彦さん（29 年）  

参加者：山内、皆川、白木、梶浦、引田、杉山（FIT）、河野、滝澤、西岡、桐生、田中（真）、吉無田、久野、

相原、日比野、吉原、梅田（17名）  

 

1.神奈川の里山で見られる蝶、2.スプリングエフェメラル（春の妖精）、3.ゼフィルス（西風の精）、4.温暖化

の影響で北に分布を広げた蝶、5.外来種について、6.蝶の保護と現状について、の 6つのテーマに沿って綺麗な

写真をスライドで見せていただきながら、お話を伺いました。 

途中、アサギマダラのところで熱心な質問があり、他の蝶より強く長距離の移動ができるのではないかなど、

とても興味深いお話が聞けました。 

また、ツシマウラボシシジミの保護活動に関して、共食いする習性があるため、１卵１卵分けて、400 匹を 3

人で毎日朝から夕方まで 1日がかりで管理されているが、育った蛹を野外に戻しても次の世代が寄生でやられて

しまったりして中々うまく育たないなど、一筋縄ではいかないお話をしてくださいました。    （梅田記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ヤブデマリ(2019.5.9四季の森公園) 
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30年 梅田 美亜  

30 年度入会の梅田美亜と申します。 

2007 年に自然観察指導員になり、2010 年から皇居東御苑で植物コースのボランティアガイドをしています。

だいたい月に 2 回程度、下見ができたら自分で資料を作り、できなかった時は HP の花だよりの地図を使ってご

案内しています。 

今回の文章は 5月号掲載になるので、去年の 5月の資料を添付します。 

 

  

 

テーマは下見の時に思いついたもので、告知するところが無いので、参加した時のお楽しみ状態です。年末年

始のどちらかだけは毎回瑞祥植物をやっています。 

最近はカメラのオリンパス TG-4顕微鏡モードが優秀でマクロな話題が多く、3月は花粉の色（ユリの時期に花

粉は黄色じゃないの？と聞かれたため、オオイヌノフグリは白、ホトケノザはオレンジ色だというのをお見せし

たかったため、このテーマにしました。東御苑にはありませんが、カタクリは紫色ですね。）、2 月は果実殻の拡

大写真をテーマにしてみました。 

他のガイド仲間がとても詳しい方ばかりなので、時間があるときはなるべく参加するようにしていますが、最

近はなかなか都合がつかないのが残念です。 

 草花が好きで下ばっかり見ていると言われていたので、木も勉強しようと森林インストラクターを受けました。

まだまだ勉強不足で全然同定できませんが、色々と参加して地道に覚えていきたいと思います。よろしくお願い

致します。 

リレーエッセイ 
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みぢかな樹木のえほん 生きものやくらしとつな

がる「一本の木の物語」 

 

編 者・公益社団法人 国土緑化推進機構、 

絵・平田美紗子 

監 修・寺嶋嘉春、岩谷美苗、板垣靖、木俣知大 

出版社：ポプラ社 

出版日：2018年 4月 2日 

定 価：本体 2,500 円＋税 

 

この本が取り上げた樹木はわずか 30種ですが、それを

とりまく生きものとのつながり、私たちの暮らしとのつ

ながりを学ぶことができるように工夫がなされています。

絵は林野庁の平田美紗子さん、監修には日本森林インス

トラクター協会のメンバーが取組み、3 年がかりで検討

を重ねて作られました。木の特徴、生きものとのつなが

り、暮らしとのつながり、知って楽しい情報をマンガで

紹介する「リン子の絵日記」という構成でまとめられて

います。今も全国の書店で手に入れることができます。

（獺） 

 

 

 

 

 

  月間ブックレビュー 
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会員異動 

＜4月度の会員異動＞ 

4月 30日現在会員数 164名 

安全委員会を開催しました 

日 時：4月 26（金）17：00～18：00 

場 所：神奈川県民活動サポートセンター 

出席者：6名 

月例会を開催しました 

日 時：4月 26（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 12名、監事 1名、会員 3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。 
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編集後記 

掲 示 板 

10 連休は遠出せず、近所の山を

散策したりして過ごしました！  

(松山) 

10 連休は、どう過ごされました

か。新年号令和が、平和な明る

い年になることを願っています。 

(小池) 

アヤメ(2019.5.4 川崎市多摩区) ニセアカシア(2019.5.10川崎市多摩区) 


