
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森こい倶楽部第十六回 山下公園にて（撮影 小池 一臣） 

 

 

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～多摩川の崖線「長尾の里～二ケ領用水」を歩く～ 

＜本番＞ 

日 時：9月 18日（水）、21日（土） 

集 合：JR南武線久地駅改札口外（改札は一ヶ所）9：10 

（詳細は別途連絡いたします） 

 今回は小池が企画しています。 

 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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二ケ領用水とカワセミ 
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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：9月 17日（火）、24日（火）、10月 5日（土）、15日（火）、21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） 

 

★■湘南の森 

日 時：9月 28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」 

9月 22日（日）、10月 12日（土）、27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：9月 20日(金)18時～20時 

場 所：かながわ県民活動サポートセンター 705ミーティングルーム 

テーマ：「印象的なネイチャーフォトを撮ろう」 

講 師：JFIK福田 渉さん（23年） 

参加費：500円 

概 要：誰でもきれいな写真を撮ることができます。その中で、印象的なネイチャーフォトを撮るための方法を

考えてみましょう。 

まず、写真撮影の基本としてカメラ選び、カメラの機能・性能を踏まえた使い方を学びましょう。 

次に、写真発表の方法や各場面での具体例などをみてみます。対象カメラは一眼レフ・ミラーレスが中心ですが、

他も大丈夫です。                                    （講師記） 

 

※JFIKの HPや会報にいつも素晴らしい写真を提供して頂いている福田さんから、写真撮影に心がけていること

や、撮影のポイントなどを分かり易くお話していただきます。 

※皆様の参加をお待ちしています。資料準備のため、9月 18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 

 

※これからの室内勉強会の予定（参加募集は、各回の約 1か月前） 

 〇 10月 18日（金）テーマ「日本の森林資源活用の必要性と活用策」 講師：横山俊輔さん（29年） 

 〇 11月 15日（金）テーマ「ダニの話」 講師：上野潤二さん（21年） 

 

mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
file:///C:/Users/KAZUOMI%20KOIKE/Desktop/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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■森こい倶楽部第十七回  

下記ご案内しますので、ご参加お待ちします。ご家族、ご友人も大歓迎です。 

狩場三緑地を巡る（横浜市保土ヶ谷区） ワンテーマ：秋の七草 

横浜の中心地の狩場の丘には豊かな緑地が広がります。子供向けの名前がついていますが、樹林の丘が広がる

児童遊園地、コンパクトですが、樹木・草花・竹林・シダ・温室など幅広く観察できる植物園は JFIKメンバー

も堪能できるでしょう。また、隣接している、荘厳の中にも深い緑に囲まれた洋風異空間の英連邦軍墓も巡りま

す。秋風の中、ゆっくり楽しめる一日が待っています。 

開催日：10月 6日（日） 

集 合：京浜急行井土ヶ谷駅改札外 10:00（時間厳守） 

案内人：広川一久（26年） 

参加費：500円（保険込） 

コース：井土ヶ谷駅🚻→市営バス 79系統→🚏児童遊園地前→（横浜市児童遊園地・こども植物園・🚻各所・昼

食・英連邦軍墓地＝詳細は当日）→🚏公園前→井土ヶ谷駅（解散） 

歩行 4㎞、公園内の散策路 

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、筆記用具など 

お問合せ、ご参加の方は、9 月 30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。 

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） 

 

★■お話しサロン（鎌倉） 

9月 28日（土）14:00～16:00 大路ビル 3階 B教室 

テーマ「鎌倉の海の魅力～海辺から見える昔の暮らし」 

山田海人氏（海洋科学ライター・ビーチコーマー） 

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

                            

 

 

■森こい倶楽部第十六回  

横浜馬車道から街路樹巡り（横浜市中区） ワンテーマ：街路樹 

日 時：9月 1日（日）晴 

参加者：岡部（ご夫妻）、梶浦、金子、鈴木、西岡、花田、引田、皆川、山路、蔵田（一般）、久野、広川、小池

（案内人） 以上 14 名  

コース：関内駅→吉田橋→街路樹発祥の地→馬車道通→神奈川県立歴史博物館→横浜公園→日本大通り→開港

記念館→大桟橋（昼食）→開港広場→シルク通り→神奈川芸術劇場→山下公園→谷戸橋→元町通→中

華街朝陽門（解散）→元町中華街駅/石川町駅  

 

活動報告 

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
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残暑厳しい中、歴史的建造物で涼をとりながら、街路樹発祥の地

「横浜市中区」を巡りました。出会った街路樹は、ヤマモモ、クス

ノキ、アキニレ、ハナミズキ、モミジバフウ、ユリノキ、ケヤキ、

トウカエデ、センダン、イチョウ、サクラ、ヒトツバタゴ、ホルト

ノキ、ヤマボウシ、キンモクセイ、サルスベリ、カツラ等々。特に、

花のない時期のヒトツバタゴには、なかなかなじみがなく、新鮮な

出会いとなりました。 

神奈川県歴史博物館や開港資料館では、横浜の成り立ちを、また、

あちこちにある「発祥の地」の碑やキング、クイーン、ジャックの

塔をはじめとする風格ある歴史的建造物にも出迎えられ、横浜の近代史を身近に感じることができました。 

折しも大桟橋には、全長 290m、高さ 54m（水面上）もある巨大クルーズ船―ダイヤモンド・プリンセスが接岸

しており、その偉容に仰天しながら昼食。食後は、山下公園を巡り中華街へ。 

横浜の様々な歴史的遺産と思いがけない数々の樹木や植物等の出会いがあり、改めて横浜の新たな魅力を発見

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

 

■名瀬谷戸の会 

作業 1回目 

日 時：8月 3日（土）10:00～14:30 

参加者：午前のファミリー向け自然観察会・保全作業参加者 30名、

午後の第 3回総会出席者 30名、日本経済新聞社記者 1名 

作業内容：  

10:00～12:00 ファミリーを中心とした自然観察会及びネイチャ

ークラフト作り、ゾーン 6のモウソウチク皆伐作

業と枯損木の掛木処理、水生生物調査（オオカナ

ダモ、ガマ、ショウブ等の除去作業） 

 13:00～14:30 総会（開催場所：チャペル） 

 

作業 2回目  

日 時：8月 13日（火）10:00～14:30 

参加者：合計 8名（JFIK3名、地元・地域 5名） 

作業内容：午前は久右衛門邸の裏側のモウソウチク伐採作業（8 本伐採）、午後は 7 月 22日のフォローアップ研

修の技術指導の纏め 

 

作業 3回目  

日 時：8月 19日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 16名（JFIK8名、地元・地域 8名） 

作業内容：ゾーン 6のモウソウチク伐採作業及び伐採モウソウチク

の粗朶柵作り（52本のモウソウチク伐採、2ヶ所の新た

な粗朶柵作りを実施）。久右衛門邸の裏側のモウソウチ

ク伐採作業の終了（21本のモウソウチク伐採）              

（福田記） 

 

 

ピンクノウゼンカズラ（山下公園） 

 

ファミリー向け観察会 

 

作業 3回目集合写真 
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■湘南の森 

日 時：8月 9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。

森林の見学、除草作業の実習 

参加者：平塚市のユースボランティア（中学生 1名、高校生 1名） 

 

日 時：8月 24日（土） 晴 

作業内容：植樹保護のため蔓草の除草、下草刈り。森林の見学、除

草作業の実習 

参加者：平塚市のユースボランティア（中学生 1名、高校生 2名） 

（吉井記） 

 

■四季の森公園 「自然を訪ねて 昆虫を探そう」  

日 時：8月 18日（日）13：00～14：30 晴 

参加者：リーダー坂本、サブリーダー片山、村山  

 

台風が過ぎ去り爽やかな(？)風も吹きながら、まだまだ

暑さも残る四季の森公園。JFIK11名、公園職員 2名、参加

者 31名で 3グループに別れて、夏の虫を観察しました。   

ちょっと甘酸っぱい匂いのするキバラヘリカメムシがニ

シキギに沢山見られると、参加者もおそるおそる嗅いでみ

ます。「このカメムシ、酸っぱい匂いがするね」、「言わ

れてみれば青りんごの匂いがするかも？」、「色が綺麗だ

なぁ」。関わりを通じて、カメムシ＝臭い&触りたくないイ

メージが少し変わった瞬間でした。 

他にも、子どもが穴の空いたカブトムシを見つけて「ね

ぇ、カブトムシ見つけたよ」、リーダーが「これはもしか

すると鳥にやられたのかもしれない・・・」。すると、よろよろ動く弱ったカブトムシの気持ちを察したように、

そっと逃がしてあげる光景も。 

リーダーが参加者の疑問や発見に丁寧に寄り添いながら進められた、和やかな散策でした。暑い中歩いた後は

クーラーの効いた室内で今日のことを振り返り、シロアリ、アリ、

ハチの生態や種類の違いについて面白く学びました。最後に「今日

楽しかった人！」と聞くとほぼ全員の手が上がり、心と身体と頭を

使って楽しめた観察会は拍手喝采で終了しました。 

 今日見られた虫はショウジョウトンボ、オオシオカラ、シオカラ

トンボ、ツクツクボウシ、ニイニイゼミ、マメコガネ、ヨツスジト

ラカミキリ、キボシカミキリ、ナミアゲハ、キアゲハ、カブトムシ、

アオバハゴロモ、オオトビサシガネ、ミノムシ、シデムシ、アカボ

シゴマダラ等々。来月も楽しみですね。       （藤川記） 

 

 

 

 

作業の後の鎌の手入れ 

 

3班に分かれて観察会スタート 

 

アカボシゴマダラの幼虫 
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■室内勉強会 「人はなぜ花に魅せられるのか」 

日 時：8月 16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ミーティングルーム 

講 師：菅原啓之さん（18年） 

参加者：河野、鈴木(康）、田川（裕）、中澤(均)、西岡、久野、広川、福田、松井、山内、山口(正)、吉原、吉

無田（13名） 

 

お盆の最中の研修会でしたが、毎回と同じくらいの参加者数でした。 

お盆になぜキュウリとナスを供えるのか？というお盆にちなんだ話題から始まりました。 

お盆の時期、故人やご先祖様の霊が家に戻ってくる際、行き来する乗り物として作られたとされています。「霊

が戻って来られる時にはキュウリの馬に乗って一刻も早く家に帰って来てもらい、少しでも長くこの世にいても

らいたい。帰る時には、ナスの牛に乗ってゆっくりと帰ってもらいたい」という願いが込められているそうです。 

 それから、本題の「人はなぜ花に魅せられるのか」を配布資料にそって説明いただきました。内容が盛り沢山

でしたのでキーワードを下記します。 

サクラ、ボアブの花、チャナン・チャペール、ハスやスイレン、キク、フラワーエッスェンス、バラ、生け花、

フラワーアレンジメント、ツバキ。人はいつごろから花を愛でるようになってきたのか、聖書はいつごろから書

かれたか。絵画に花が現れるようになったのは、ボッティチェッリ（ボティチェリ）、ヴィーナスの誕生、ジョ

ン・エヴァット・ミレー。 

日本の花文化、狩野山楽、尾形光琳 燕子花図屏風、鏑木清方、何の花に魅せられるのか、自然の中には無駄

がない、何のために花を咲かせるのか、花の進化、植物の神秘生活、植物の感覚。 

最後に、稲垣栄洋氏の言葉より、生きていくために必要のない花を見て美しいと思うのは人類だけが獲得した

感覚です。花だけではありません。様々なものを見て美しいと感じます。空や海の風景、若葉や紅葉、絵画や音

楽、詩も美しい。時には汗や涙を美しいと感じることがあります。いずれも生存には直接寄与しないものを私た

ちは美しいと感じるのです。美しさを感じる感覚は痛覚とは異なり生存に必要ありません。しかし、ずいぶんと

生き方を豊かにしてくれます。そして美しい景色や美しい音楽に、生きる力を取り戻すことがあります。「美し

いと思う心が美しい」詩人、相田みつをさんの言葉通りです。この世は美しさに満ち溢れています。せっかく人

間に生まれてきたのですから、美しいこの世界を十分に楽しみたいものです。        （田川裕則 記） 

 

クズ(2019.9.6川崎市多摩区)        ノウゼンカズラ(2019.9.6川崎市多摩区) 
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「ポケット版 身近な昆虫さんぽ手帖」 

 

著 者：森上信夫（写真・文） 

発 行：世界文化社 

発行日：2017年 6月 15日 

価 格：本体 1200円＋税 

 

この本の工夫としては、①身近な昆虫をわずか 150

種に絞っていること、②いつか会ってみたい虫や出会

いのチャンスの少ない虫も載せたということが特徴で

ある。写真はいま流行りの白バックで生きた虫を撮影

している。解説では名前の由来、生態的特徴と注目ポ

イントを春、夏、秋の三季節に分けたが、便宜的なも

のになってしまったと反省しながらも、成虫の生息環

境が別項目として書かれ、散歩コースの参考として下

さいという丁寧な作りになっている。先に出版された

槐真史・編「日本の昆虫 1400 種①、②」(文一総合出

版)では、よく見かける昆虫として 1400種を載せたが、

紹介したこの本では 150 種としてもっとよく見かける

昆虫を取り上げて、遣い易くなったのではないだろう

か。著者は埼玉県昆虫談話会会員、立教大学卒という

経歴の持ち主である。                 

（獺） 

 

 

会員異動 

＜8月度の会員異動＞ 

8月 31日現在会員数 165名 

月例会はお休み 

8月の月例会はお休みしました。 
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掲 示 板 

 
編集後記 

  
  月間ブックレビュー 

猛暑の後は、台風の襲来と厳し

い残暑。年々気候の変動が激し

くなるような気がします。(小池) 

今年の夏は、初めて買った日傘

が活躍してくれました！(松山) 

 


