
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「雨ヶ岳山頂からの富士山」（撮影：高橋政夫） 

 

NPO 法人全国森林インストラクター神奈川会                     

理事長  中澤 均   

 明けましておめでとうございます。 

 昨年は、5月に「平成」から「令和」へと改元される記念すべき年でした。しかし、秋に

発生した台風 15 号や 19 号等により、関東各地に甚大な被害が続いた年でもありました。

猛烈な強風による膨大な風倒木の発生や豪雨による林道やハイキング道、山林の崩壊など、

我々の活動フィールドでも大きな被害を受けました。これにより、何度か計画の中止や変

更に追い込まれました。 

 本年はいよいよ東京オリンピック開催の年です。当会の活動も、開催時期の調整やスタッフの確保など、少な

からず影響を受けそうです。更に昨年の被害の影響も残る中ですが、森林保全や森林環境教育を通じて環境保全

に貢献するという我々の思いを新たにし、会員各位の協力をいただきながら、着実に事業を進めていきたいと思

います。 

新年を迎えるにあたり、災害の少ない年であることと皆様のご健康とご活躍をお祈りし、新年の挨拶といたし

ます。 

新年のご挨拶 
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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/ 
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合格おめでとうございます 

令和元年度森林インストラクター資格試験の合格者が発表されました。 

神奈川県在住の合格者は、次の8名の方々（50音順、敬称略）です。 

・岩﨑 理恵 ・小山 洋右 ・佐野 淳之 ・佐野 仁子 ・末原 興一  

・武塙 健一 ・引地 慶多 ・本郷 一雄 

 

以上の方には、全国森林レクリエーション協会様が合格の通知をする際に、当会の新規合格者歓迎会案内を同封

させていただきました。  

1月18日（土）大和市泉の森にて開催の歓迎会への参加、並びに当会への入会を心よりお待ちしております。（事

務局） 

 

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■ヤビツの森 

作業地の事情により 1月は活動を実施しません。                      (吉井記) 

 

■湘南の森 

日 時：1月 10日（金）、25日（土）月例作業 

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） 

 

★■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：1月14日（火）、20日（月）、2月1日（土）、10日（月）、17日（月） 

📩：m.tanaka@feel.ocn.ne.jp ☎：090-1542-2154                      （福田記） 

 

★■フォレスト21「さがみの森」 

日 時：1月 11日（土）、26日（日）、2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日前までに下記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） 

 

★■神奈川の身近な自然を訪ねて「早春の菜の花と吾妻山からのパノラマを楽しむ」 
日 時：1月 22日（水）、25日（土） 

集 合：JR東海道線「二宮駅」改札口 10:00（※改札口は一箇所です） 

今回は田口が企画しています。 

Topics 

活動予定 

mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
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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） 

 

 

富士山を背景に吾妻山の菜の花 

★■四季の森公園自然を訪ねて観察会「春を待つ生き物たち」 

すべてが活動を止めてしまっているような森の中ですが、よく見れば、生き物たちは、春に向けて様々な準備を

進めています。そんな生き物たちの巧みな工夫を探りに行きませんか。申し込みは不要です。 

直前下見 1月 19日(日)  10:00～12:00 

本番   1月 19日(日) 13:00～15:00 

集合はいずれも公園北口管理事務所前広場             （担当：坂間至朗・日比野聡・片山篤史） 

 

■室内勉強会 

1月は、新規合格者歓迎会・新年観察会がありますので、室内勉強会はお休みです。                

※2月以降の室内勉強会予定（参加募集は、約 1か月前） 

〇2月 21日（金）テーマ「主婦目線から見た食の安全（仮題）」講師：岡部桂子さん（29年） 

○3月 20日（金）テーマ「安全講習会」講師：梶浦雄介さん（22年）               (吉原記) 

 

■山こい倶楽部第六十一回 

「高取山～仏果山～経ヶ岳」のお知らせです。 

今年も安全登山を第一に山こいを行なっていきたいと思います。今回のリーダーは久保さん、サブリーダーは辻

さんです。 

山名や地名が物語るように、かつては山岳信仰の霊場でした。仏果山は清川村煤ヶ谷の仏果上人が座禅修行し

た山、経ヶ岳は経文を納めた経石があることに由来します。 

今回登山口、下山口にする愛川町半原は、江戸時代後期から養蚕や撚糸（よりいと）業で栄え、「糸の町」と

呼ばれています。撚糸機の動力源は水車で、中津川に注ぐ多くの沢を利用していました。半原には江戸城修復に

かかわった優秀な宮大工がおり、その技術が、撚糸機の製造修理を支えていました。 

まず、半原神社で初詣をし、安全登山を祈願しましょう。高取山（７０５ｍ）、仏果山（７４７ｍ）とも山頂

には高さ１３ｍの展望塔があり、相模湾、都心、丹沢山系、奥秩父等、360 度の眺望が広がります。仏果山の南

東側は岩の多い痩せた尾根なので、凍結時には注意しましょう。 

日 時：1月 13日（祝・月） 

集 合：小田急線 本厚木駅中央改札口前 8時 

        本厚木駅北口１番乗り場（交番前）から 8時 10分発半原行きのバスに乗車。 

行 程：本厚木駅（バス）～「愛川ふれあいの村・野外センター前」バス停～半原神社～高取山～仏果山～半原

越～経ヶ岳～「半僧坊前」バス停（バス）～本厚木駅 

歩行時間：約 5時間 30分、約 11ｋｍ 

高低差：約 657ｍ 

持ち物：弁当、飲み物、雨具、防寒着、懐中電灯、防寒具、その他一般的な冬の登山に必要なもの 

https://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/025/652/02/N000/000/035/154893338601308806177_DSCN3090.jpg
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担 当：リーダー 久保（090-5311-1281）、サブリーダー 辻（090-2228-8335） 

＊中止の場合、前日の 20時までにメールでお知らせします。 

＊お申し込みは、1月 11日(土) までに松井へお願いします。📩： ma1950koji@yahoo.co.jp    (松井記) 

 

■森こい倶楽部第二十一回   

会員の皆様、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。 

テーマ：磯子の丘鎮守の椎と梅林（磯子区）  ワンテーマ：梅 

横浜市の旧久良岐郡磯子の丘には、縄文～近世までの自然に包まれた歴史が詰まっています。横浜市特有のア

ップダウン・階段が多い、少しタフなコースです。都会の中心に、歴史を秘めた樹叢や梅林が点在している自然

をお楽しみください。ブリリアシテイに上がるエレベータ乗車には、Suica、Pasmoが必要ですので、お忘れなき

ようお願いします。 

 

日 時：2月 2日（日） 

集 合：JR根岸線 磯子駅改札 10:00集合 

案内人：広川一久（26年） 

参加費：500円（保険込） 

コース：磯子駅🚻→磯子グランドエレベータ→ブリリアシテイ（旧磯子プリンスホテル跡地）🚻→貴賓館（東伏

見伯爵別邸）→朝日不動の滝・森浅間神社（県天然記念物スダジイ社叢林・鎌倉幕府最後の将軍創建説）→汐見

台団地🚻→久良岐公園（梅林）🚻→岡村公園・岡村天満宮（梅林）🚻→三殿台遺跡（縄文～古墳）🚻→若宮八幡

宮（源頼朝由来）→吉良家蒔田城址・勝国寺（名木古木級の樹叢）→無量寺・蒔田杉山神社（源頼朝三男由来）

→市営地下鉄蒔田駅🚻（解散） 

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：Suica、Pasmo必携（残高 50円以上、磯子グランドエレベータ乗車に必要）、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、1月 31日までに、久野宛ご連絡ください。 

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

 

年度内の予定は以下です。 

3月 1日（日）、鶴嶺神社と氷室椿園（茅ヶ崎市）                      （久野記） 

 

■鳥こい倶楽部 第二回 

「神奈川県立 21世紀の森」（案内人：角田さん） 

 

21 世紀の森は県の西部に位置し、静岡県境に近い箱根・丹沢山塊が織り

なすやまなみベルトの一角をなし、箱根外輪山の北方に続く小高い丘陵

にあります。山頂からは、南東に相膜湾や江の島、三浦半島、南に箱根

外輪山の明神ケ岳、西に富士山、北には西丹沢の山々が眺望できます。 

カラ類、エナガ等の混群やルリビタキ（右写真）、シロハラなどの冬鳥

を探して、林道沿いを歩きます。運が良ければ、クマタカ、オオタカ、

ノスリなどの猛禽類も期待できます。野鳥の地鳴きを簡単にレクチャー

してから出発しますので、姿だけでなく冬の鳴き声も覚えながらゆったりと冬の野鳥たちを楽しみたいと思いま

す。 

mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
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日 時：1月 21日（火）9：00～15：00頃 

集 合：小田急小田原線 開成駅西口ロータリー 9：00（快速急行を除く急行も止まります。） 

    または 21世紀の森駐車場 ９：30頃 

   ※車に分乗して 21世紀の森に向かいますので、車で来られる方はご連絡ください。 

    人数によっては、開成駅経由をお願いするかもしれません。 

解 散：小田急小田原線 開成駅 15：00頃 または 21世紀の森 14:30頃 

コース：開成駅（集合）→車に分乗して 21 世紀の森駐車場→15 分ほど地鳴きについてレクチャー後、林道沿い

に歩き休憩所付近で昼食→見晴台を経て林道経由で駐車場（14：30）→開成駅（解散） 

参加費：500円（CONE保険・資料代含む） 

装備等：冬のハイキングの服装（雨具・防寒具含む）、お弁当、飲み物、双眼鏡、スコープ（お持ちの方）、野鳥

図鑑 

参加対象：JFIK会員、会員の家族、友人・知人など(会員の紹介があればどなたでも OK) 

参加申込み：2日前までにメールで中澤均 h-naka@k04.itscom.net まで 

雨天中止：雨天、荒天、林道凍結の場合は中止します。中止の場合は、前日 JFIK-MLにてお知らせします。 

その他：途中で参加、途中で離脱も可能です（参加費は同じ） 

 

次回、鳥こい倶楽部第三回「三ツ池公園（横浜市鶴見区）」（案内人：久野正樹）は 2 月 8 日（土）の予定です。                                          

(中澤均記) 

 

■お話サロン（鎌倉）「皇居東御苑で見られる家紋のモチーフになった植物や生き物など」 

日 時：1 月 25 日（土） 14:00～16:00  

場 所：大路ビル 3 階 

講 師：梅田美亜氏 

会場の詳細などは、直接、鎌倉風致保存会（0467-23-6621）まで。 

 

 

■ヤビツの森 

日 時：12月 14 日（土）に 8 名が参加して鹿防除ネットの点検など月例作業を行いました。  （吉井記） 

 

■湘南の森 

日 時：12月 13日（金）台風で落ちた枝や、折れた枝の整理など月例活動を行いました。 

日 時：12月 21日（土）月例活動を行いました。                    (吉井記) 

 

■名瀬谷戸の会  

＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：12月 7日（土）雪、雨、寒さのため中止 

 

作業 2回目 

日 時：12月 16 日（月）10:00～15:00 

活動報告 

mailto:h-naka@k04.itscom.net
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参加者：合計 13名（JFIK：7 名、地元・地域ボランティア：6名） 

作業内容：台風で倒れたモウソウチクを処分して綺麗にした。モウソウチク伐採（ピザ窯周辺 30 本、メダ

カ池周辺 40 本） 

 

  

 集合写真                  モウソウチクの伐採 

 

作業 3回目 

日 時：12月 23日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 13名（JFIK：7 名 地元・地域ボランティア：6名） 

作業内容：ピザ窯周辺のマーキングされているモウソウチク 85 本伐採、物置小屋の竹の壁の張り付け作業

を再開、南部公園緑地事務所とゾーン１、２及び６エリアの現場において保全作業計画について打ち合わせ

た。                                          

 

  

 集合写真                 南部公園緑地事務所と保全管理打合せ 

＜環境教育・研修・ＣＳＲ活動等＞ 

 ・品濃小 6年生 環境教育 11月 27日（水） → 雨で延期 12月 11日（水） 

 ・12 月 21 日（土）及び 27 日（金）に名瀬の里山で毎年恒例の地元団体のミニョンと周辺親子を対象に

した里山イベントを開催                              （福田記） 
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■神奈川の身近な自然を訪ねて 

「酒匂川の冬鳥の観察と二宮尊徳の故郷を訪ねる」 

日 時：12月 14日（土）10:00～15:00 晴 

12月 18日（水）10:00～15:00 晴 

場 所：開成町、小田原市 

参加者：52名（14日 23名、18日 29名） 

スタッフ：菅原、大橋、金子(正)、中澤(均)、吉原、日比野、相原、大槻、鈴置、山路、花田(勝)、杉山  

以上 12名 

 

小田急線開成駅から、野鳥観察と二宮尊徳に関係する史跡や記念館を訪ねながら富水駅まで散策しました。 

酒匂川や田畑では、カワラヒワ、ヒヨドリ、ムクドリ、スズメ、シメ、アオジ、セグロセキレイ、ハクセキレ

イ、メジロ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ダイサギ、アオサギ、カワウ、カワアイサ、カルガモ、ジョウ

ビタキ、ツグミ、モズなどの野鳥を観察することが出来ました。各班のリーダーが用意したスコープにより、参

加者のみなさん、遠くの川原にいる野鳥もしっかり観察することができたようです。 

不連続な堤防で構成される霞堤を見ることができました。

霞堤は、昔からの治水施設で、洪水を堤防の開口部で堤間に

流入、滞留させ、下流に流れる洪水の流量を減少させます。

霞堤の歴史は古く、戦国時代の武田信玄が考案したと言われ

ています。堤防が折れ重なり、霞がたなびくように見える様

子が、名前の由来となっているとのこと。足柄平野を流れる

酒匂川は、扇状地を形成する急流で、流路も頻繁に変え、水

害が頻発した河川です。霞堤は、流域に生活する人々の水害

による被害の軽減に役立ったのではないでしょうか。 

 二宮尊徳（金次郎）のお墓を善栄寺で見学の後、尊徳記念 

酒匂川堤防での野鳥観察 

館で昼食としました。昼食後、知っているようで知らない二宮尊徳について、その生涯を紹介する DVD を視聴、

ボランティアの解説員の方に展示を説明していただきました。 

 観察したおもな植物は、酒匂川の堤防で、マツの並木、エ

ノキ、オニグルミなど。二宮尊徳（金次郎）のお墓がある善

栄寺では、ナギ、葉書の木、郵便局の木等と呼ばれるタラヨ

ウ。若宮八幡宮では、板根が発達したムクノキやヤドリギ。

光明寺ではジュウガツザクラなどです。 

 二日間共に青空で風も弱く、さほど寒くもなく、野鳥観察

を行いながら、また、箱根火山外輪山、矢倉岳、丹沢の山々、

大磯丘陵、酒匂川が形成した扇状地が広がる足柄平野、そし

て雪で白くなった富士山を眺めながらの散策を、参加者のみ

なさんに楽しんでいただけたのではないかと思います。       尊徳記念館で尊徳の生家を見学 

（大橋記） 
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■四季の森公園「特定植物観察会～紅葉（手話付き）」  

日 時：12月 15日（日）13：00～14：30 

場 所：四季の森公園 

参加者：21名 手話通訳 1名 公園職員 2名 

リーダー：日比野 サブリーダー：福田 スタッフ：皆川、山内  

 初めに、北口管理事務所前でリーダーから配布資料の説

明がありました。表面に沿って、落葉の意義とそのしくみ、

葉が黄色や赤や茶色に色づくしくみについて解説、裏面の

「カエデの仲間」、「紅葉色比べ」については軽く触れる程

度にとどめて現物の観察に移りました。2 班に分かれて散

策しましたが、まずは、事務所前の見事に落葉を終えたカ

ツラからです。黄色に色づいていたこと、雌雄異株である

ことなどを確認して池方面に向かいました。池の前の広場

では、落葉したケヤキの葉の中から実と小さな葉をつけた

枝を拾って 1 枚ずつ落葉した葉と比べたり、アキニレの

黄葉の様子や翼のある実を観察したりしました。池の周囲のコースでは、わずかに葉が枝に残っていたニシキギ

やヤマボウシなどや多くの葉が残っていたイロハモミジやコナラなどを確認したほか、発芽したコナラのどんぐ

りを手に取って観察したり、イロハカエデの翼果が回転しながらゆっくり落ちてゆく様子を観察したりしました。

また、ほぼ落葉を終えていたハナノキ、ナンキンハゼ、サクラ類、ミズキ、マユミ、コブシなどは落ち葉を探し、

観察しました。池には、多くのカルガモと 1 羽の雄のホシハジロ、カワセミが見られました。「紅葉の森」付近

では、オオモミジ、イロハモミジ、コハウチワカエデ、エンコウカエデの葉の形や色を、配布資料を参照しなが

ら比較観察しました。全体に、紅葉の盛りを過ぎた樹木が多かったのは否めませんが、天候に恵まれ快適な観察

会でした。                                        （日比野記） 

 

■室内勉強会 「顕微の世界－ナノテク時代の観察技術と観察例の紹介」 

日 時：12月 13日(金)18時～20時 

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：JFIK片桐和彦さん（29年）  

参加者：西岡、宮崎、梶浦、中澤(均)、福田、久野、吉原、山内、鈴木 計９名 

概 要：森林インストラクターのみなさんが日常使われて大切な眼になっているルーペは、だいたい 8 倍から 20

倍くらいの拡大をしてくれていると思います。最近身近になったナノメートルの世界を覗くには、10万倍以上の

拡大が必要です。ルーペを通してみる世界もワクワクさせてくれますが、そんな高性能を実現してきた先端の顕

微鏡とその画像を紹介しながら、目では見えないナノの世界にもある自然や人類の造形美と機能について話題提

供できればと思います。（講師記） 

 

内 容： 

 講師の片桐和彦さん（H29）は長年にわたり、顕微鏡の最新技術を使う仕事を続けていらっしゃる。その顕微

の世界はオランダのめがね職人、ヤンセン父子が発明した複式顕微鏡が始まりといわれるが、当時は倍率が十分

でなく、「1670 年にレーヴェンフックが製作した単式顕微鏡が今につながる発展の礎となった」（片桐氏）。開発

の歴史はガリレオが 1609 年に天体観測のための望遠鏡を自作。1611 年にケプラーが望遠鏡と顕微鏡の理論を発

表して、1637 年にデカルトが顕微鏡のアイデアを著書で示し、レーヴェンフックの単式顕微鏡の翌年、1671 年

にはニュートンが反射望遠鏡を製作した。誰もが知る「知の巨人」が歴史の車輪を動かし、今のナノ（10 億分の
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1）ピコ（１兆分の 1）の世界につないできた。 

 

ナノ、ピコは人の目ではわからない、想像を絶する超微細の世界だが、片桐さんは「地球の直径の 10 億分の 1

は大体、アリの大きさ」とわかりやすく説明してくれる。自然界のナノテクノロジーはモルフォ蝶（北米～南米

原産）とモンシロ蝶を取り上げ、１ナノメートル（10億分の 1メートル）単位の画像で羽の表面構造の違いを説

明してくれた。モンシロ蝶はマイクロ（100 万分の１）メートル単位で雄が持つ発香鱗がわかる。そこからいき

なり最先端の話で、再生エネルギーの活用で最も期待される水素エネルギーは現在、貯蔵や運搬が課題となって

いるが、ナノテクの多孔性配位高分子（PCP）や金属有機構造体（MOF）を使って次世代の高圧ガス容器を開発す

ればブレークスルーが生まれるという。 

 

 1950 年代から始まったバイオミメティクス（Biomimetics＝生物模倣）技術は蓮葉のロータス効果の超撥水性

を活用したヨーグルトの蓋、水の乱流を防ぐ鮫肌の競泳水着、ヤモリの繊維構造体を真似た接着剤などを紹介。

光に代えて電子線で物体の構造をみる電子顕微鏡は透過型、走査型、走査型プローブの違いなどを説明、それら

で見るセルロースナノファイバーの見え方の違いは瞭然で、とてもわかりやすかった。途中で流してくれたゲイ

リー・グリーンバーグ博士の美しきナノの世界の映像はマウイ島の海岸の砂や月の砂を電子顕微鏡の画像処理で

見せ、あまりの美しさに息を呑んだ。博士が取り上げたウィリアム・ブレイクの詩『無垢の予兆』の一節「一粒

の砂に世界を見、一輪の野の花に天国を見る。汝の掌に無限を捉え、一時（いっとき）のうちに永遠を見よ。」、

そして最後に片桐さんが語ってくれた「現在生き残っている動植物にはナノレベルで進化したことで生き残れた

種がたくさん存在する。我々がナノの世界をコントロールできる技術に足を踏み入れたのは人類の今後の生き残

りを懸けた宿命か」の言葉を深く胸に刻んだ。                      （鈴木康浩記） 

 

参考：Gary Greenberg: The beautiful nano details of our world 

ゲイリー・グリーンバーグ: 美しきナノの世界 

https://www.english-video.net/v/ja/1604 

 

■野外研修会「越冬昆虫研修」  

日 時：12月 6日(金)、10日(火)     場 所：忠生公園（町田市） 

講 師：池田 倫子氏 

参加者：6日 橘、10日 石川(雄馬）（敬称略） 

 

内 容：忠生公園内に生えるエノキ、約 70本のうち 1 日でおよ

そ三分の一ずつを調査した。エノキ周辺の落ち葉をめくり、越冬

昆虫の種類と個体数を確認した。調査木からは高い割合でゴマダ

ラチョウの幼虫やアカスジキンカメムシの幼虫、エサキモンキツ

ノカメムシ、ハバチの 1種、ヤマノモンキリガなどの昆虫に出会

うことができた。これらの昆虫はモミジやクヌギ、エノキの葉な

ど種類を選ばず様々な葉についていた。ほかにも、ヤマグワの葉

で集団越冬をするムラサキツバメ。クヌギの枝にはコミミズク、

ススキの葉にはクロコノマチョウのサナギなどを観察しながら歩

いた。ゴマダラチョウは調査木 1 本につき 0～3 匹程度で、ほか

の越冬昆虫もあまり見られなかった。例年よりも気温が暖かい影

響もあるのだろうか。            (石川雄馬記) 

 

モミジの葉の裏に隠れていたゴマダラチョウ 

https://www.english-video.net/v/ja/1604
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■山こい倶楽部六十回「大野山」 

日 時：12月 15日（日） 

山 名：大野山（標高 722ｍ） 

行 程：新松田駅(バス)～神尾田トンネル～秦野分岐点～湯本平分岐点～大野山～古宿(旧共和小学校)〜山北駅 

参加者：辻(L)、久保(SL)、角田、梶浦、境、坂間、篠田、瀬尾、田川(裕)、中澤(均)、西岡、引田、    

 久野、吉原、和田(昇)   山頂で参加：松井(自転車)、山路  忘年会で参加：佐藤(憲)、中澤(靖) 

以上 19名 

 多少雲の多いなか、新松田駅をバスで 8 時過ぎに出発。総勢 15 名、神

尾田トンネルで下車し、即鎖場がある急坂を上り始めました。ベテラン辻・

久保さんの選んだ環境シゴキルートです。スギ・ヒノキ林はよく間伐され

ており、コナラ等の広葉樹林はあまり幹分れしてなく、この地がかつて人

が簡単に入れない奥山であったことが想像できます。林地の土はおおむね

黒く、富士火山の影響を受けていることがよく分かります。この地は丹沢

が隆起したプレートの境界で、多くの活断層を生み、そのひとつの神縄断

層は大野山のすぐ南に位置してます。 

道すがら少し芽を出したナツボウズ、花を付けたミツマタさらにマツカゼソウ、ススキ等が印象に残りました。

なお途中の鹿柵に大きな穴が開いてるのは気になるところ。お昼に大野山（723.1ｍ）に着きましたが、富士山

の大きさに圧倒され、丹沢湖の景観も見事です。また山頂の可

憐なジュウガツザクラは眼の保養です。山頂では別ルートで登

頂した松井・山路さんに会い、風が冷たい中、記念撮影・食事、

トイレを済ませました。なだらかな山頂では現在島崎薫さんが

山地酪農をされてるとのこと。山北駅の近くの「さくらカフェ」

ではソフトクリーム、平塚のレストランでお肉が食べられます。

途中の旧共和小でミカンをごちそうになり、チェンソーアート

を楽しみ、山北駅近くの店で、直行の 2 人を交え楽しい忘年会

が盛り上がりました。山こい初参加、お陰様で全コース無事歩

き、少し自信がつきました。         （瀬尾記） 

   大野山集合写真（中澤均氏撮影）                                                            

 

■森こい倶楽部第十九回 

テーマ：浦島太郎伝説の神奈川宿名木古木を巡る（神奈川区） 

日 時：12月 1日（日）10:00〜15:30 

コース：子安駅🚻→蓮法寺→浦島地蔵→笠のぎ稲荷神社→金蔵院→熊野神社→高札場（地区センター🚻）→慶運

（浦島）寺→権現山（昼食）🚻→本覚寺🚻→高島公園→田中家→鶴屋町（解散）15:30 

参加者：15 名（JFIK13 名：梶浦、河野、山路、白木、鈴木、鈴置、篠田、皆川、金子、久野、小池、廣川、石

川（案内人）、一般参加 2名） 

概 要：この季節は中々咲いている花に出会える事が少なく、植物好きにとっては少しばかり寂しくなる季節で

す。だがしかし、今回はみんな大好き「浦島太郎」と「神奈川のルーツ」を探ります。横浜に生まれ育っていれ

ばこのような題材は学生時代に学んでいたであろうと思うのですが、移住組なので横浜の歴史には若干疎かった

のでかなり前のめりに準備をしました。前半は浦島太郎伝説のゆかりのある寺社を巡りながら歴史と植物にひた

りました。浦島太郎伝説は諸説ありますが、蓮法寺には浦島太郎親子の供養塔があり、慶雲寺には浦島太郎と乙

女の像があります。日本には他にも浦島太郎伝説が残る場所がいくつかありますが、横浜は浦島太郎伝説の中心

 

歩きはじめ（中澤均氏撮影） 
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地なのであります。他にも浦島太郎が足を洗った井戸や浦島太郎が玉手箱を開けたから誕生したと言われる？「セ

ンニンソウ」を観察しながら浦島太郎と乙姫様に想いを馳せました。後半は神奈川県の「神奈川」とは何か？を

現場確認しました。かつて神奈川宿に存在した「カミナシガ

ワ」が諸説ある中で有力な説であることや、開港直後神奈川

宿付近の寺院が外国の領事館に接収されたことを学びながら

歩きました。また、名木古木を観察して歩きました。横浜の

大火や戦争をくぐり抜け今なお健在なイチョウから力をもら

いました。後から情報ですが、イチョウは防火目的に街路樹

に選定されたとチコちゃんから教えてもらいました。                       

なるほどと合点がいきました。                             

（石川雄一記） 

 

 

■鳥こい倶楽部第一回 

境川遊水地公園 

日 時：12 月 22 日（日） 

コース：下飯田駅→和泉川→天王森泉館→境川湧水地情報センター（昼食）→境川遊水地公園→ 湘南台駅（解

散） 

参加者：中澤(均)（案内人）、田川(裕)、山路、金子(正)、村松、坂間、梶浦、久野、杉山、中島(典)、福田、

篠田、中澤(美) 以上 13名（JFIK12名 一般 1名） 

概 要：記念すべき「鳥こい倶楽部第一回」を実施しまし

た。中澤さんによると「境川遊水地公園は、治水のために

作られた遊水地が県立の都市公園として整備されたもので、

公園内の遊水地には、冬場はカモの仲間など多くの水鳥が

集まって来ます。」という場所です。 

自己紹介を終え出発しようとしたとき、オオタカの狩り

を間近で目撃することができました。狩りは失敗に終わり

ましたが貴重な光景に出会い、幸先のよいスタートとなり

ました。川幅の狭い和泉川周辺では、身近な里山の野鳥を

間近に見ることができました。周辺の田んぼでは、チョウ

ゲンボウがカエルを捕獲してから電柱の上で食べ終えるまで、その一部始終をじっくり観察できました。境川遊

水地ではカモ類やサギ類、クイナ類など冬鳥を中心に多くの野鳥を観察し、雨が降り出す前に見聞きした野鳥の

確認（鳥合わせ）を終えることができました。 

見聞きした野鳥は、オカヨシガモ、ヨシガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ミ

コアイサ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、ハジロカイツブリ、キジバト、カワウ、ゴイサギ、アオサギ、ダ

イサギ、コサギ、バン、オオバン、イソシギ、トビ、オオタカ、カワセミ、コゲラ、チョウゲンボウ、モズ、ヒ

ヨドリ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、

シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、カワラヒ

ワ、シメ、ホオジロ、アオジ、オオジュリン、計 48種。                   （金子記） 

 

 

 

 

権現山頂上にて 
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■お話しサロン（鎌倉）「巨木の楽しみ」 

日 時：12月 14日（土）14:00～16：00 

場 所：大路ビル B教室 

講 師：中澤靖彦氏 

講師の中澤靖彦さんの自己紹介によりますと、植物病理学を修められ現在は農薬に係るお仕事とか。巨樹、巨

木の全国的な調査は 1988 年当時の環境庁が初めて行ったようで、56,000 本が登録され 2000 年の調査でさらに

12,000 本追加されたそうです。考えるとこの調査、森林の深さ格差もあり府県によっては大変な作業ですね。 

お話は巨木の定義に始まり、中澤さんの選ぶ巨木ベストテンへ。第 10 位屋久島の縄文杉から始まり、ベスト

テンの巨木を含め、なんと 89 本の巨木に会いに行かれたようです。主催者として中澤さんをはじめ、年間を通

しての神奈川会の皆様のご協力に改めて感謝申し上げたいと思います。 

中澤さんは最後に「巨木を訪ね、なぜそこに在り続けたのか。そしてその風土、文化、歴史を共感してもらえ

れば」と巨木の勧めとして結ばれました。                          （花本記） 

 

 

 

 

「金時山山頂から富士山を望む」（撮影：吉原 秀敏）  
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「トリノトリビア（鳥類学者がこっそり教える野鳥のひ

みつ）」 

著者：川上和人（鳥類学者）、マツダユタカ（マンガ家） 

発行日：2018年 10月 5日 第 1版 

出版社：西東社 

価格：１２００円＋税 

 

私は鳥にほとんど興味がありませんでした。カワセミ

が飛んだ！と言われても、「きれいだね。でも、それがど

うしたの」というのが率直な感想でした。この本を読む

までは。 

本の中身を少しだけ紹介します。モズはなぜ『百舌鳥』

なの？ ウが羽を広げて河原でぼーとたっているのはな

ぜ？ 鳥の祖先ティラノザウルスの雌雄の見分け方は「骨

髄骨」の有り無しってなあに？ 

著者の川上氏は、鳥の楽しみ方には「見る」「飼う」のほ

かに「考える」がある、そして仮説、実験、観察を組み

合わせて鳥の「未知」を考えるのは非常に楽しいといい

ます。この本ではそんな研究で得られた知見が紹介され

ています。また、マンガ家のマツダユタカ氏が物言わぬ

鳥たちを漫画にして生き生きと生々しいセリフを与えて

います。 

鳥こい倶楽部も発足しました。久しぶりに鳥さんたちに

会いに行こうかな。               （狛） 

 

 

 

  月間ブックレビュー 
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会員異動 

会員移動 

＜12月度の会員異動＞ 

12 月 31日現在会員数 162名 

月例会を開催しました 

日 時：12月 20日（金）18：00～20：00 

場 所：かながわ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 6名 計 19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。 

新規合格者歓迎会開催予告 

日 時：令和 2年 1月 18日(土) 10:00～17:00 予定 

場 所：自然観察会は泉の森、 

オリエンテーションは「しらかしの家」集会室 

オリエンテーション終了後、懇親会を予定しています。 

第 5回（令和 2 年度）通常総会開催通知 

下記の通り通常総会を開催します。 

日 時：令和 2年 2月 15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 

郵送会員には、総会案内と返信用葉書を同封します。 

会費納入のお願い 

令和 2年（1月～12 月）の会費納入をお願いします。 

会 費：メール会員 3,000円、郵送会員 4,000円  納入期日：2月末日。 

■振込先： 横浜銀行 戸塚支店（359） 口座番号：普通預金 6174917 

 名 義：ＮＰＯ法人 全国森林インストラクター神奈川会  

    （エヌピーオーホウジン ゼンコクシンリンインストラクターカナガワカイ） 

なお、横浜銀行のカード振込をされますと手数料がお得です。横浜銀行に口座をお持ちでない方も横浜銀行のATM か

ら振込をされますと若干ですが手数料が安くなります。 

また、1月 18日(土)の新規合格者歓迎会、2月 15日（土)の総会でも会費納入できます。 

ご質問等ありましたら、石川までご連絡下さい。📩：amelieamelie92@gmail.com 
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令和 2 年、小池さんから編集を

引き継ぎました。多くの会員が

興味を持ってくれる内容にした

いなと思っています。どうぞよ

ろしくお願いします。(かじうら) 

編集後記 

掲 示 板 

梶浦新編集長とともに、より見や

すいレイアウトを心がけたいと思

います。本年もよろしくお願いい

たします！ (松山) 

mailto:amelieamelie92@gmail.com

