
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名瀬谷戸の会 2回目集合写真（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「初夏の根岸の丘で横浜の自然と歴史を探る」 

＜本番＞ 

日 時：6月 19日（水）、22（土） 

集 合：ＪＲ根岸線「山手駅」改札外 10：00（改札は一か所 詳   

細は別途連絡いたします） 

 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。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/ 

 

 

目 次 

1Ｐ  活動予定 

4P  活動報告 

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 

 

 

根岸森林公園旧一等馬見所 
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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：6月 17日（月）、7月 6日（土）、16日（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） 

 

■森こい倶楽部第十五回  

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。 

第十五回 多摩丘陵の多摩崖線の森巡り（川崎市多摩区） ワンテーマ：クズ（蔓植物） 

多摩川が多摩丘陵を侵食して形成した崖線に沿って、豊かな森に点在する寺社や史跡を巡り、多摩丘陵の里山

の原風景にも出会うことができます。読売ランド前駅の住宅地から、こんなところにと思う、新緑が続く地帯に

入ります。川崎市農業技術支援センターの展望台からの、遮るものがない関東平野、特に都心の高層ビル群は絶

景です。鎌倉道の要害、平安時代から稲毛家、江戸時代の富士講などの歴史を刻んだ小沢城址は、山城らしいア

ップダウンのスリルも味わえます。旧三沢川沿いに点在する寺社境内には川崎市の保存樹木もあります。寺尾台

の平安時代の八角堂跡など交通の要所でもありました。 

日 時：7月 7日（日） 

集 合：小田急線読売ランド前駅北口改札外 10:00（時間厳守） 

参加費：100円（保険代） 

コース：読売ランド前駅→多摩自然遊歩道→市民健康の森→菅さくら公園→農業技術支援センター🚻→寿福寺

🚻→小沢城址→浅間山→旧三沢川→薬師堂（昼食）🚻→法泉寺→子之神社→福昌寺🚻→玉林寺→菅馬場谷緑地→

寺尾台団地→八角堂跡→寺尾台緑地→読売ランド前駅🚻（解散） 

歩行 7㎞、小沢城址の急下りはストック持参が無難です。途中、馬場 2・寺尾台団地などのエスケープ🚏もあり

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、昼食、飲み物、雨具、ストック、筆記用具など 

お問合せ、ご参加の方は、7月 6日までに、久野宛ご連絡ください。 

📩：masakihisano77@yahoo.co.jp 

☎：090-8280-1816 

秋の予定は以下です、ご参加お待ちします。（原則第一日曜日） 

9月 1日 馬車道（街路樹）（中区） 

10月 6日 狩場三緑地（保土ヶ谷区） 

11月 10日（第二週） 大庭御厨（藤沢市） 

12月 1日 獅子舞紅葉（鎌倉市）                              （久野記） 

 

★■ヤビツの森 

日 時：6月 15日（土）10：00～15：00 

場 所：丹沢ヤビツの森 

作業内容：植栽した木の下草刈り、保護ネットの点検、取り外しなど 

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 

mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.135/masakihisano77@yahoo.co.jp
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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  

車を出していただける方、大歓迎です。車の場合はルート概要を、同乗をご希望の方はピックアップ希望場所

を書いてください。車の場合はルート概要を、同乗をご希望の方はピックアップ希望場所を書いてください。参

加メールをいただいた方には作業などの詳細をお知らせし、交通手段の調整をします。      （吉井記） 

 

★■湘南の森 

日 時：6月 14日（金）、29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」 

6月 23日（日）、7 月 13 日（土）、28 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：6月 21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：「電子地図で空から散歩してみませんか(^^♪」 

講 師：JFIK酒井忠司さん（29年） 

参加費：500円 

概 要：今、グーグルアースや国土地理院の電子地図、スマホの地形図・山アプリなど、インターネット上の電

子地図の世界が大きく広がっています。だれでも子供のころ夢だった“どこでもドア”の世界が楽しめます。本

勉強会では、これらのツールを使った空からの空中散歩の愉しみをお伝えしようと思います。気になる場所を探

訪してみた後、緑地保全活動への電子地図活用の試みについて紹介します。電子地図は土地の高低や傾斜などを

3 次元的に見ることができるのも大きな魅力です。今回は、関東平野の凹凸マップからその成り立ちに思いを巡

らせてみたいと思います。最後は山です。山の好きな方にお勧めのアプリについても紹介できればと思います。                   

（講師記） 

※資料準備のため、6月 19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 

 

 

 

file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.135/yoshiit@green.ocn.ne.jp
file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/no.135/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 

「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」 

日 時：5月 22日（水）10:00～15:00 快晴 

    5月 25日（土）10:00～15:00 快晴 

場 所：小田原市  参加者：58名（22日 24名、25日 34名） 

スッタフ：13名（菅原、山路、鈴置、河野、杉山、花田、久野、伊東、昆野、大槻、大橋、松井、田口） 

 

小田原市の北西部にある「諏訪の原丘陵」は、箱根外輪山の裾

野に位置する。その下に広がる足柄平野は、酒匂川が作り出した

沖積平野で、肥沃な土壌、温暖で暮らしやすい豊かな自然環境に

恵まれ、縄文時代からの遺跡も多く見つかっている。今回はこの

「諏訪の原丘陵」にある、県立諏訪の原公園、小田原フラワーガ

ーデン、小田原植木圃場を訪れた。 

両日とも快晴で真夏のような暑い一日。大雄山鉄道の飯田岡駅

に集合、のどかな田園の中をゆっくり植物観察しながら諏訪の原

公園を目指す。ウツギ、ハコネウツギが満開、小田原市の名産、

ミカンの花も香り良く咲いている。丘陵を登って行くと足柄平野

が少しずつ眼下に広がる。 

県立諏訪の原公園の展望広場からの眺望は素晴らしく、箱根、

丹沢、曽我丘陵の山々に囲まれた足柄平野、箱根外輪山の上に少

しだけ頭を出した白い富士山が印象的だった。小田原フラワーガ

ーデンで昼食。色とりどりの春バラが満開、150 種のバラが植え

られているという。紫色の巨大ネギ坊主、アリウム・グローブマ

スターも見頃で春バラとの色鮮やかな共演が見事だった。 

午後は小田原植木圃場を散策。途中、６～7 世紀に築かれた円

墳、久野遺跡にも立ち寄った。圃場には樹齢 200 年を超えるよう

な大木から一般的な公園や緑地帯のシンボルツリーなどの沢山の

樹木が植えられており、ナナミノキ、シダレカツラ、ニッケイ、

ヤマグルマ、タイミンタチバナ、など珍しい樹木の観察が出来た。 

暑い一日だったが怪我もなく終わり、里山、丘陵、植物園での観察、「諏訪の原丘陵」からの景観を楽しんで

いただけたと思う。                                    （田口記） 

 

■山こい倶楽部―第五十四回「九鬼山」 

日 時：5月 19日（日）曇 

参加者：境（リーダー）、久保（サブリーダー）、松井、辻、村松、梶浦、中澤夫妻、吉原、中澤（靖）、山口 以

上 11名 

コース：富士急行禾生駅－池の山分岐－天狗岩－九鬼山－札金峠－馬立山－沢井沢の頭－御前山－中央線猿橋駅 

概 要： 

8：40 禾生駅集合  9：10 登山口スタート 

活動報告 

 

ウツギの観察 

 

展望台からの景観 
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 登山口に近づくと有形文化財指定の水路橋がひときわ目につく、現

在では珍しい大規模な煉瓦構造物である。水路橋の前でコースの説明

をし、準備体操後に九鬼山へ向けて登り始める。登山道にはオドリコ

ソウ、イカリソウ、マルバウツギ、ササバギンラン、ホタルカズラ他

が咲いており観察しながら登る。しばらく登ると天狗岩分岐に着き、

天狗岩に登る。天狗岩からは都留市の町並みが眼下に見える。晴れて

いると秀麗富嶽 12 景に選定されている九鬼山からの富士山が良く見

えるのだが、今日はあいにくの雲で見ることは出来ない。分岐に戻り 

急な登山道をゆっくり登ると花が終わったスミレ類、ヒトリシズカ、

フタリシズカ、ガマズミ、クルマムグラ等が出現する。やがて杉山新

道からの登山道にぶつかりしばらく歩くと九鬼山の頂上であった。 

11：15－12：00 昼食 

九鬼山頂上で記念写真を撮り昼食にした。頂上からは大菩薩嶺方面

の展望があり、雄大な眺めが気持ちよい。 

九鬼山から御前山にかけての縦走路は小さなアップダウンの繰り返し

で明るく開けている場所が多い。また至る所にヤマツツジが咲いてお

り赤い色が印象的である。 

14：25 御前山                             

吹き抜ける緑風を感じながら稜線散歩を楽しんでいると秀麗富嶽12

景の御前山に着く。残念ながらここからも雲のため富士山の姿を見る

ことは出来なかった。御前岩が頂上となっており鋭く切り立ち下を覗

くと足がすくみ、自分が修験者になった気持ちになり背筋が伸びる。

御前山からはゆったりとした登山道を猿橋に向けて下る。 

山こいは今回で 54回目の山行となり、近くて交通便利な山々で著名な

ところはほぼ登っており、後は季節・ルートを替えての山行計画が必

要なのだろうと思いながら下った。 

15：25 猿橋駅 

猿橋に着いたら東京行きの電車が来たのですぐに乗り込み今回の山行を終えた。        （境記）        

  

■森こい倶楽部第十三回  

巡礼古道から池子の森へ（鎌倉市・逗子市）（「令和」、森こい倶楽部一周年特別企画）ワンテーマ： ツツジ 

日 時：5月 12日（日）晴 

参加者：梶浦、金子、足立、篠田、山内（ご夫妻）、山路、鈴置、菅原、角田、小池、広川、石川、久野（案内人)、以上 14名 

コース：高鎌倉駅→バス→浄明寺→報国寺→旧華頂の宮邸庭園→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解散） 

（歩行約 7㎞） 

概 要：森こい倶楽部も 1周年を迎

え、今回初めて横浜市を出て、実施

しました。鎌倉の東、報国寺の禅庭、

 

イカリソウ 

 

九鬼山頂 

 

御前山からの展望 

 

 

池子明神社にて 

 

セッコク 
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山門のセッコク、旧華頂の宮邸庭園のバラなどを愛でました。杉本寺から逗子の岩殿寺への巡礼古道の急坂の山

道を一気に登り、鬱蒼とした森に入りました。巡礼古道らしい、地蔵尊や板碑も見られました。関東富士見百景

の浄妙寺緑地からハイランド住宅地をぬけました。久木大池の谷に急降下、沢沿いから池子の森に到着、広大な

芝生と木立の織りなす異空間で昼食。弾薬庫跡のレールなどがまだ残っていました。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を見て、池子明神社、東昌寺経由、京急神武寺駅で解散しました。 

                                        （久野記） 

■湘南の森 

日 時：5月 10日（金）晴 

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：5月 25日（土）晴 

作業内容：「湘南平～高麗山自然観察ガイドマップ」第 2改訂版作成のための樹木調査を行いました。あわせて

ハイキング路わきの草刈りなどの定例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：5月 4日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 70名（JFIK 14 名 地元・地域ボランティア 41名 横浜メダカの   

会 5名 見学者 10 名） 

作業内容：竹の子駆除保全作業（ 駆除本数は、合計 61 本）、ピザ窯周辺の墓

の上部エリアのモウソウチク保全作業（64 本を伐採）、伐採モウソウチクの切

り口の切り戻し作業、子ども作業班は午前中竹の子駆除作業、午後からは伐採

モウソウチクの枝打ち作業、メダカ池の水生生物調査 

 

作業 2回目 

日 時：5月 13日（月）10:00～15:00  

参加者：合計 18名（ JFIK 8名 地元・地域ボランティア 10名） 

作業内容：モウソウチク伐採作業（伐採本数は私有地が 25本、ゾーン 6が 82本）、

モウソウチクの竹の子駆除（ 駆除本数は私有地が 30本、ゾーン 6が 70 本） 

 

作業 3回目 

日 時：5月 20日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 13名（JFIK 5名 地元・地域ボランティア 8名） 

作業内容：モウソウチク伐採（久右衛門邸裏側 13本）、希少種確認作業  

（福田記） 

                                    

 

■四季の森公園 特定植物観察会「キンポウゲ科の植物」 

日 時：5月 11日（土）13:00～14:30 晴 

参加者：一般 26名、公園 1名、スタッフ日比野、福田 

天気に恵まれ少し暑く感じる中、多くの方に参加いただき楽しく歩いた。

リーダーが配布資料に沿ってキンポウゲ科の主な種類や特徴などを説明し

てから、2班に分かれて池や葦原の周りを逆方向に巡った。 

 

2回目駆除したタケノコ 

 

北口広場でスタート 

 

3回目集合写真 

 

1回目集合写真 
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まず、北口会議室の横でラナンキュラスやオダマキを見てキンポウゲ科の多彩さを感じていただいた。池辺を

進みヒメウズの実を見てトリカブトやレンゲショウマとの関連、まだ沢山はびこっているセリバヒエンソウの花

の構造、ケキツネノボタン（およびタガラシ）の花と実、アキカラマツとそれに似たマツカゼソウとの相違など

を確認した。葉だけのセンニンソウに花や実に思いを馳せ、ほとんど消えてしまったニリンソウにスプリングエ

フェメラルを感じ、茎が伸びてきたトリカブトもあり毒と薬の関係も話

題にした。フクジュソウとセツブンソウは跡形もなくなってしまったが、

写真で花の構造などを確認した。ハンショウヅルも花は終わりかけだが

センニンソウ属の特徴を確認、最後にハイキンポウゲを見てウマノアシ

ガタなどのキンポウゲ科の典型的な特徴を確認した。 

他に歩いている途中、次のような植物も観察した。 

アキニレ、カラスビシャク、ミツバウツギ、キショウブ、ショウブ、ニ

シキギ、マユミ、ツリバナ、ネムノキ、ヤマグワ、ヒメコウゾ、ナルコ

ユリ、アマドコロ、ハタザオ、サワグルミ、ヤブデマリ、エゴノキ、キ

ブシなど。                      （福田記） 

 

■四季の森公園 「自然を訪ねて～花の不思議～」  

日 時：5 月 19 日(日) 晴  観察会 13:00～15:00 

参加者：一般 28 名  公園職員 1 名  JFIK：小池（リーダー）、鈴置（サブリーダー）、金子（サブリーダー）、

日比野（サブリーダー）、福田、大橋、坂本 

リーダーの小池氏より、「花の不思議」のテーマについて、完全花、

不完全花、閉鎖花、自家受粉、他家受粉等、事前解説の後、４班に

分かれて出発。 

あし原湿原の外周コースを観察開始。周り初めて直ぐにカラタネ

オガタマの甘い香りが漂って来ました。一般参加者から「バナナの

匂い」等と声が上がり、何処から匂ってくるか探してみました。そ

の後、虫の目は人間の目からは単色に見える花びらでも、紫外線を

見る能力を持っているので、人とは違った色に見えていて、人には

見えない花の中心に向けた集中腺の模様（蜜標）が見える等の解説

の後、シランを見学。シランは蜜がなく、虫の目の見え方の特徴を

利用して蜜標でおびき寄せているという話がありました。原っぱの

広場ではシロツメクサはオランダから献上されたガラス製品の包装

に緩衝材として詰められていたことに名前が由来するとの解説に参

加者は興味深々。 

あし原湿原の側道のミズキはキアシドクガの幼虫に葉が全て食べ

られ、主脈だけを残して丸坊主になっていて、側道の反対側の木の

柵の下に蛹が沢山ぶら下がっていました。柵の上には白いふわふわ

の毛虫が歩いていて、何の幼虫？と声が上がり、後からオニグルミ

を食草とするクルミマルハバチの幼虫と分かりました。その他、ニガナ、ホウチャクソウ、ハナイカダ、マユミ、

キショウブ、アヤメ、ヤシャブシ、セリバヒエンソウ、ナルコユリ、コデマリ、ツリバナ、ユキヤナギ、ヒメウ

ズ、ツリバナ、ショウブの花等、観察しました。 

昼前には雨が降ってどうなるかと思いましたが、観察会が始まるころには晴れ間も現れ、無事観察会を終了す

ることが出来ました。                                  （坂本記） 

 

観察風景 

 

事前説明の様子 

 

観察の様子 
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■室内勉強会 「躑躅・皐月・薔薇（樹木の花）」 

日 時：5月 17日（金）18：00～20：00 

場 所：かながわ県民サポートセンター 710号室 

講 師：廣川一久さん 

参加者：吉原、皆川、西岡、河野、山内、中澤（均）、篠田、三樹、山本、白木（10名） 

 

先ず題が提示され「読めますか？」「書けますか？」と始まった。植物名はカタカナ表記が基本なので漢字は

あまりなじまない。他の「山茶花」「紫陽花」などはよく見かけるが「郁子」「木斛」などは「？」と頭をひねる。

もみほぐした頭に「躑躅（ツツジ）・皐月（サツキ）・薔薇（バラ）」の語源や由来の説明があった。「皐月」は旧

暦 5月（皐月）に咲くことと、「皐」は「神に捧げる稲」の意味があるという。「躑躅」は中国から渡来したもの

を､日本に漢字名が無かったツツジに充てたといわれ、語源は諸説あるので他説を探してみるのも楽しいかもし

れない。歴史、文化では江戸時代は大名が江戸屋敷に造園するようになり参勤交代の諸大名は地方に花卉園芸文

化を広めていったようである。「躑躅」と「皐月」は花を愛でるだけでなく人工交配等で品種を増やし両種共に

1000 品種以上あるといわれている。「皐月」は一株ごと、「躑躅」は群落が一斉に咲き誇ること、「皐月」は「躑

躅」より一月ほど遅れて咲くことが主だった違いのようだ。俳句では「躑躅」は春、「皐月」は夏の季語となっ

ている。今日、講師が採取した葉の大きさ、硬さ、肌触りの違いを確認できた。 

「薔薇」は古い歴史があり、人類史上最初に登場し各地で品種改良が行われ園芸品種が多く作られた。1867

年にフランスで作られたハイブリッドティー系の「ラ・フランス」がモダンローズの始まりで、それ以前をオー

ルドローズ、以降をモダンローズと呼ばれる。野生種やオールドローズにない「四季咲き」が最大の特徴と言え

る。バラは園芸品種が多く花がどの系統なのか推察するのも面白いだろう。今が盛りの「皐月」「薔薇」が楽し

める、いい季節でもある。（郁子＝ムベ、木斛＝モッコク）                  （白木記） 

 

★■お話しサロン（鎌倉）「美しく、逞しい！～ルーペの奥の小さな雑草たち」 

日 時：5月 25日（土）14:00～16：00 

場 所：大路ビル A教室 

講 師：金子正美氏 

 

当日、講師の金子さんは、ご自身で撮影された数々の小さな花の写真をプロジェクターで見せてくださいまし

た。キュウリグサ、ヒメウズ、ナズナ、ヒメオドリコソウ等々どれをとっても肉眼では構造、形など良く見られ

ない極小の花を付ける植物です。金子さん曰く、これらの小さな花は正にルーペの出番を待っている植物で「雑

草と呼ぶのは失礼なくらい」美しく、コンテストに出られる程で、ルーペを覗く楽しみを教えてくれるとのこと。 

花の後、結実した種も極小でその数、形などルーペはやはり日頃見る事の出来ない世界を楽しませてくれます。

金子さんは手軽に出来る拡大写真の撮り方も伝授してくださいました。 

小さな植物は都心の雑踏の中にも逞しく花をつけており、ルーペを持てばそれまで知らなかった美しく、逞しく

生きる植物の世界が広がっているようです。                        （花本記） 
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「植物の秘密 身近なみどりの“すごい”能力 

 

著 者：田中 修 

出版社：中公新書  

出版日：2018年 6月 25日 

定 価：本体 860円＋税 

 

本書の内容は、次の 10 種の植物のひみつについて書か

れています。ウメ、アブラナ、タンポポ、イネ、アジサ

イ、ヒマワリ、ジャガイモ、キク、イチョウ、バナナ。

いずれも知っている内容もありますが、取り上げられて

いる種類が少ないので内容は詳細に及んでおり新しい発

見も多いと思います。 

例えばアブラナ。アブラナは自家不和合性が強く品種

を維持するのが難しい。そこでどうしているかという“ふ

しぎ”に三つの方法を紹介しています。（１）若いツボミ

では自家不和合性が現れない。（２）二酸化炭素濃度の高

い場所では自家不和合性が現れない。（３）しおれかかっ

た花では自家不和合性が消失している。これらを利用し

ているということです。もう一つ例を上げます。アジサ

イはアントシアニンという物質で花の色を出している。

土壌にはアルミニウムが含まれており、これを多く吸収

したアジサイはアントシアニンが青色になり、少ないと

赤色になる。日本は降水量が多いため土壌が酸性になり、

土壌のアルミニウムが溶け出しアジサイが吸収すると花

の色が青色になります。詳細は本書を読んでください。 

         （獏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  月間ブックレビュー 
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会員異動 

会員異動 

＜5月度の会員異動＞ 

5月 31日現在会員数 164名 

月例会を開催しました 

日 時：5月 31（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 0名、会員 4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 

梅雨が始まり、ハコネウツギの花

が白色から紅色に変化する頃がと

っても好きです！ 

 (松山) 

あっという間に衣替えの季節と

なりました。梅雨が始まります

が、アジサイの似合う季節でも

ありますね。     

(小池) 

キリンソウ(2019.6.6川崎市多摩区) クマノミズキ(2018.6.3川崎市麻生区) 


