
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「三殿台遺跡にて」 （撮影：小池一臣） 

 

 

 

 

 

NPO法人全国森林インストラクター神奈川会 

理事長  田中 真次 
 

世界中で新型コロナウイルス感染症がパンデミックに近い深刻な事態として騒がれて

おり、2 月 24 日に国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議にて、感染症の対策と

して「これから 1、2 週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際となります。」

との見解が示されておりますが、一日も早い収束を祈るばかりです。このような世界的

異常事態の中で、2月 15日の JFIK総会におきまして新理事長に就任いたしました 21年

の田中真次です。杉と檜の違いも知らなかった新人を JFIKの諸先輩及び会員の皆さまか

らの懇切丁寧なご指導を頂戴して、現在もまだまだ修行の身でもありますが、会員の皆

さまにより築き上げられた JFIKという立派なレガシーを問題なく引き継いで行かなけれ

ばならない新理事長の職に就くことになり、その責務の重さを痛感しております。  

平成 27年 4月に NPO法人化された JFIKは、会員の皆さまのご尽力により多様化した事業活動が事業グループ

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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により着実に推進され、同時に会計・事務グループによる強固な財務基盤と事務管理体制の One Team で堅実に

支えられたガバナンス体制のもとで、社会的信頼を得るに充分な組織運営がなされています。これからも多様化

する事業を通してステークホルダーとの緊密な連携を図り、かつそれぞれの事業ニーズに適合した事業戦略を立

て、森林インストラクターの地位の向上をさらに目指したいと思います。会員の皆さまからご指導ご鞭撻を賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

                      

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■ヤビツの森 

3月 14 日（土）に予定されている作業は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止します。 

お問い合わせなどは、yoshiit@green.ocn.ne.jp「吉井」あてにお願いします。           (吉井記) 

 

■湘南の森 

日 時：3月 13日（金）、28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。 

なお、新型コロナウイルス感染症の状況如何によっては中止する場合があります。       （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：3月 16日（月）、23日（月）、4月 4日（土）、13日（月）、20日（月） 

📩：m.tanaka@feel.ocn.ne.jp ☎：090-1542-2154 

なお、新型コロナウイルス感染症の状況如何によっては中止する場合があります。       （福田記） 

 

★■フォレスト 21「さがみの森」 

日 時：3月 7日（土）、22日（日）定例活動は、毎月第 1 土曜、第 4 日曜。 

場 所：仙洞寺山国有林 19 ha 

集 合：JR橋本駅南口 8:30、レンタカー乗合移動。 

作業内容：間伐、枝打ち、道づくりを予定 

申し込み：6日前までに森づくりフォーラムのホームページから、フィールド活動、フォレスト 21 さがみの森、

「活動に参加する」をクリックし必要事項を入力。                       （和田記） 

 

★■神奈川の身近な自然を訪ねて「春を探して 保土ヶ谷狩場の丘へ」中止のお知らせ 

3月 18 日（水）、21日（土）に実施を予定していました「春を探して 保土ヶ谷狩場の丘へ」は、新型コロナウ

イルス感染症拡大に伴い、また、感染拡大の防止、一般参加者及びスタッフの安全を考え、中止とさせていただ

きます。                                         （大橋記） 

 

 

活動予定 

mailto:yoshiit@green.ocn.ne.jp
file:///C:/Users/matsu_000/Desktop/yoshiit@green.ocn.ne.jp
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
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★■四季の森公園 

JFIKの関係する 3月に予定されていましたイベントは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためすべて

中止になりました。4月以降についても 2月末時点で未定です。                （角田記） 

 

■室内勉強会 

3月 20 日(金)に計画された室内勉強会「安全講習会」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止

させていただきます。 

※4 月以降の予定は下記のとおりですが、新型コロナウイルス感染症の状況如何によっては中止する場合があり

ますので予めご了承ください。 

4月 26 日（日）テーマ「モンブラン登頂記」講師：JFIK片桐 勝彦さん（29年）（※先にお知らせした日程(4/12 

から変更になりました。） 

5月 15 日（金）テーマ「植物観察のコツ（仮題）」講師：FIT柴田規夫さん（13 年）「植物なんでも事典（文一総 

合出版）著者」他、著書、監修書多数                            （吉原記） 

 

■山こい倶楽部、森こい倶楽部、鳥こい倶楽部中止のお知らせ 

3月 1日（日）予定の森こい倶楽部「鶴嶺神社と氷室椿園（茅ヶ崎市）」、 

3月 4日（水）予定の鳥こい倶楽部「多摩川・生田緑地」 

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため中止させていただきました。 

また、3月下旬に計画の山こい倶楽部も中止させていただきます。 

4月以降の活動予定は、その都度状況に応じてご案内いたします。        （久野、中澤(均)、松井記） 

 

■鳥こい倶楽部 第四回 

以下に 4月の予定を掲載しますが、その時点で中止することもあります。その場合は、別途ご案内します。 

「葛西臨海公園」（案内人：松井さん） 

葛西臨海公園は、東京都江戸川区にある大きな公園で鳥類園や、干潟や海岸、河口が付近にあるため野鳥を観察

するのに適したエリアでシギ、チドリやカモ、カモメ、アジサシなどの水鳥、カワセミなどの小鳥類やミサゴと

いった猛禽類も観察でき、今までに 160種類以上の鳥が観察されています。 

日 時：4月 4日（土）10:00～15:00 

集 合：JR京葉線 葛西臨海公園駅 改札口 10:00集合 

解 散：JR京葉線 葛西臨海公園駅 15:00頃解散 

予定コース：公園内を一周します 

参加費：500円（CONE保険・資料代含む） 

装備等：ハイキングの服装（雨具含む）、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) 

参加申し込み：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、荒天の場合は中止します。 

その他：途中で参加、途中で離脱も可能です（参加費は同じ）              （中澤(均)記） 

 

■お話サロン（鎌倉） 

3月 28 日（土）に予定されていましたお話サロンは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止にな

りました。 

mailto:h-naka@k04.itscom.net
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■名瀬谷戸の会 

＜定例活動＞作業 1回目 

日 時：2月 1日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 35名（JFIK：9 名 地元・地域ボランティア：21名 横浜メダカの会：4名 見学者：1名） 

作業内容：安全研修（安全確保、道具の取り扱い、ロープワーク）、ゾーン 2 の笹刈りと落ち葉かき、ゾーン 6

のマダケ皆伐                                                                                   

 第 1回集合写真                               安全研修               

作業 2回目 

日 時：2月 10 日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 17名（JFIK：7 名 地元・地域ボランティア：10名） 

作業 3回目 

日 時：2月 17日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 18名（JFIK：10名 地元・地域ボランティア：8名） 

作業内容（2、3回目とも）：ゾーン６のモウソウチク・マダケ皆伐と林内片付け、ゾーン１と２の笹刈り及び落

ち葉かき 

ゾーン２の作業                             ゾーン 1での笹刈り                

（福田記） 

■神奈川の身近な自然を訪ねて 

～大磯の自然と歴史を訪ねる－旧島崎藤村邸や旧吉田茂邸地区等を巡る－ 

日 時：2 月 19日（水）、22日（土）10:00～15:00 

参加者：44名（19日 26名、22日 18名） 

活動報告 
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スタッフ：田口、坂間、鈴置、河野、廣川、昆野、吉原、菅原、花田、松田、吉井、杉山、田川、大橋 

コース：大磯駅→地福寺→新島襄終焉の地→旧島崎藤村邸→東海道松並木→旧伊藤博文邸跡(滄浪閣跡)→県立大

磯城山公園旧吉田茂邸地区→県立大磯城山公園旧三井別邸地区 

19 日（水）は、風も弱く穏やかな天気でした。22 日（土）は、春一番が吹き、風が強い天気でしたが、何と

か実施することが出来ました。 

境内に島崎藤村夫妻の墓があり梅と早咲きの桜が奇麗に咲く地福寺、同志社大学創立者の新島襄終焉の地、平

安末期の歌人である西行法師の歌に因んだ鴫立沢と鴫立庵、山内豊景邸跡に建てられた大磯町役場、山県有朋な

どの別荘跡、上方見附跡を経て、島崎藤村が晩年を過ごした居宅に向かいました。鴫立庵では、蛙鳴蝉噪（あめ

いせんそう）カエルのレリーフやケヤキの古木が話題になりました。また、旧島崎藤村邸では、カナメモチ、ナ

ギ、ノキシノブなどを観察しました。 

 統監道、国道１号線に残る旧東海道松並木、旧伊藤博文邸跡（滄浪閣跡）等を経て、県立城山公園旧吉田茂邸

地区へ向かいました。途中、1923 年の大正関東地震で 2m 近くの隆起を観測した水準点や砂丘の上に乗る八坂神

社の社などを見学しました。また、クロマツ、ビロードモーズイカ、カナリーヤシ、ワシントンヤシ、ヤタイヤ

シ、リュウゼツラン、ナギイカダなどの植物を観察しました。 

午後は、旧吉田茂邸、庭園、兜門などを見学した後、県立大磯城山公園旧三井別邸地区へ移動。茶室の庭にある

ウラクツバキなどを観察し、園内にある大磯町郷土資料館で解散しました。           （大橋記） 

 

          鴫立庵                                 旧東海道松並木 

            

■四季の森公園 「自然を訪ねて～冬の野鳥」 

日 時：2月 16日（日） 10：00～11：20  参加者：一般 7名 公園 2 名 

リーダー：花田  サブリーダー：金子、中澤(均)  スタッフ：日比野、福田 

 天気は予報通り雨、開催すら危ぶまれる中、9 時半を過ぎたあたりからお客様がポツリポツリとやってきます。

10時、一般参加者がスタッフの数を超えないまま、観察会が始まりました。ビジターセンター内での簡単な挨拶

の後、すっかり本降りになっていた雨の中を池の方に向かいました。勿論グループ分けなどはせず、10名ほどの

総勢にスコープ 3台という贅沢を享受しての出発です。池のほとりに着くと、探すまでもなく、池に張り出した

木の枝の中ほどにカワセミがとまっているのが見られました。早速スコープをセットし、本日最初の野鳥の姿を

堪能しました。カワセミは雌のようです。カワセミを見ている間に参加者が 1.5倍の 6名に増え、スタッフ数を

上回りました。カワセミと別れ池の西側を歩き始めていくらも経たないところで、2 羽のカルガモが現れ池の方

に歩いていくのが見られました。番のようです。雌雄の違いについて説明を受けながら観察しました。林からは

シジュウカラやウグイスの声がしています。シジュウカラは 3羽ほど姿も見られました。菜の花畑のそばでジョ

ウビタキの雌をスコープに入れて見ることができ、対岸の林の梢にはキジバトが見られるなど、天気の割に退屈

することなくコースを辿って行きます。あし原湿原では、シロハラ、モズ、キセキレイをスコープに入れ、じっ

くり観察することができました。さらに沢沿いに進み、下見の際にルリビタキの雄が見られた付近でしばし待機
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しましたが、残念ながら期待の青い鳥は現れませんでした。その後、湿原・池の東側にコースをとりましたが、

鳥をじっくり観察する機会はなく、サンシュユ、マンサク、ネコヤナギの花をときにスコープを使って観賞した

ほか、ナミテントウやヨコヅナサシガメの越冬の様子を観察したりしながら歩きました。北口広場近くの斜面で

セツブンソウとフクジュソウを観察しているとシジュウカラやコゲラの声が聞こえ、何羽かの姿も見ることもで

きました。ビジターセンターに戻って「鳥あわせ」を行い、予定より早く 11時 20分に終了しました。確認でき

た鳥を以下に記します。 

視認できたもの：シジュウカラ、モズ、コゲラ、キセキレイ、カワセミ、キジバト、カルガモ、ジョウビタキ、 

シロハラ、ハシブトガラス、ハシボソガラス 以上 11種 

鳴き声のみのもの：ヤマガラ、メジロ、ウグイス、ヒヨドリ  以上 4種            （日比野記） 

  

         カワセミを観察              ビジターセンターに戻って観察した鳥を確認 

 

■四季守マスター塾第 7回 

日 時：2月 23日（日）10：00～15：00  場 所：県立四季の森公園 

参加者：受講生 5名（欠席 3 名）、小野澤パークコーディネーター、JFIK品川、角田 

概 要：フィールドに出る前に千利休に近侍した南坊宗啓が筆

録した「南方録」を紹介し、そこに登場する生け花にしない花

の解説をしました。茶道の奥行きの深さを楽しんでいただきま

した。次いで、大人の休日倶楽部で使った「撫子クイズ」を紹

介しました。ことわざも使わなければ滅びてしまうという趣旨

はご理解いただけたようで、特に植物にまつわる解説が好評で

した。 

10：30 から園内の課題植物を観察しながら受講生によるガイド

の実技を行いました。春の草原ではオオイヌノフグリ、ヒメオ

ドリコソウ、ホトケノザ、ツクシ（スギナ）などの解説を受講

生にしてもらいました。ショウブ園周辺では、先月は開花して

いなかったヒメウズが開花していました。今回も急がずに、受講生同士の質疑も活発なやり取りが見受けられ、

今回も受講生の熱心さに圧倒された一日となりました。続けて開花したばかりのサンシュユ、雌雄別株のオニシ

バリを観察し、近くに開花していたベニバナマンサクを観察しました。花の咲いたウグイスカグラとマンサクを

楽しみ、特にマンサクは背負子かやぶき屋根を支える重要な森の素材であることを理解していただきました。昼

食後は沢山の開花したばかりのセツブンソウ、数本だけ開花したフクジュソウを解説して学習しました。さらに

さくらの谷で例年より早く開花したカンヒザクラを観察して、帰還し散会しました。 

当日取り上げた植物は、次のとおりです。オオイヌノフグリ、ヒメオドリコソウ、ホトケノザ、ツクシ、サンシ

 

四季守マスター塾の座学風景 
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ュユ、タネツケバナ、フキノトウ、オニシバリ、ウグイスカ

グラ、マンサク、セツブンソウ、フクジュソウ、アセビ、カ

ンコウバイ、カンザクラです。 

 

なお、新型コロナウイルスによる感染拡大を受け、3月 1

日開催の野草ガイド 6回目と 3月 22日開催の四季守マスター

塾 8回目は中止と判断いたしました。今後の感染状況から追

加開催などを検討したいと考えております。  

              （品川記） 

 

 

■室内勉強会 「主婦目線からの食の安全」         

日 時：2月 21日（金）  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：岡部桂子さん（29年） 

参加者：梶浦、河野、神田、鈴木(康)、中澤(均)、久野、松井、山内、吉原、辻 以上 10名 

 とても楽しい勉強会でした。講師の岡部さんは、子育てをする中で生協活動に関わり、真剣に食の安全を考え

るようになったそうです。「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食

品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」と定義されているそうです。指定添加物 454

品目、既存添加物 365品目、天然香料 612品目。私たちはいかに多くの添加物に囲まれて生活していることか・・・

その圧倒的な数にあらためてびっくりしてしまいます。添加物は①見栄えをよくするため ②味をよくするため 

③食品の製造または加工する時に必要 ④食品の栄養成分を強化するために、夫々使用されております。ここで

講師の岡部さんは問題提起をされました。便利で味が美味しく手頃な値段で手に入る・・・それでいいのだろう

か？  

次に実際に添加物入とそうでないもの ①ロースハム ②竹輪 ③キュウリの漬物 ④ポテトチップスの４品

目を食べ比べしました。試食をして添加物が入っているものは A・Bどっち？ 値段もあわせて買うなら A・Bど

っち？ 試食をしながら多いに盛り上がりました。自信を持って添加物は少ないと判断しても間違ったりしまし

た。長年添加物の多い食品を食べ続けると舌が慣らされて美味しいと感じ、素材本来の良さを忘れてしまう事、

比較的大手のものは安くて手に入りやすいが、名もない企業が地道に努力して添加物の少ない食品を提供してい

る事、値段だけに左右されないよう、物を買う時は何の添加物が入っているのか裏ラベルをしっかり確認して購

入すること等、多いに勉強になりました。 

今の時代、添加物のないものだけを食べるのは無理ですが、いちばん良いのは保存しないで旬の物を口にする

事ができることでしょうか・・・。 

最後に講師手作りの無添加苺ジャムを乗せたクラッカーをいただきました。美味しくておかわり！おかわり！

全員 3回位おかわりしました。全員にっこりし、ほっこりした、とっても楽しい勉強会でした。   （辻記） 

 

■山こい倶楽部 62回「陣馬山～景信山」 

日 時：2月 11日（火・祝）  天 気：晴 

山 名：陣馬山（855 m）、堂所山（731 m）、景信山（727 m） 

行 程：JR 藤野駅集合 9：00 集合、(バス 8 分)～陣馬登山口～一ノ尾尾根～陣馬山

～明王峠(昼食)～堂所山～景信山～小仏バス停 

参加者：辻(L)、久保(SL)、金子、山路、和田、中澤（靖）、中澤（均）夫妻、引田、

梶浦、久野、佐野、米山夫妻、伊藤、篠田、関（JFIK15名、他 2名） 
陣馬山の象徴 

 

赤く咲いたアセビを観察する 
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 藤野町のシンボル「緑のラブレター」を左手に見ながら JR 藤野駅に到着すると、晴天に恵まれた駅前バスタ

ーミナルは陣馬山を目指す大勢の人で賑わっていました。 

陣馬山の名は、戦国時代に北条氏と武田氏が対陣したことから陣張山と呼ば

れたものが、後に陣馬山（陣場）と呼ばれるようになったと伝えられています。

天正年間（1573～1592）には甲斐武田氏の烽火(のろし）台があったとのこと

です。 

 景信山は北条氏照の武将だった横地将監景信が、甲斐の武田軍に備えて烽火

台を築いたことによるといわれています。景信山烽火台と呼ばれています。 

 さて藤野駅から 2台のバスは、すし詰め状態で陣馬登山口まで運んでくれま

した。点呼と軽い準備運動をしてから出発です。 

9：30 登山開始。一ノ尾尾根は緩やかな登りで、1 時間 40 分程度の行程です。登り始めると直ぐにフクジュソ

ウが咲いていました。途中後ろを振り返ると丹沢山塊の向こうに白い富士が良く見えました。晴天です。空は青

く、富士は白い、とても綺麗です。一ノ尾尾根の最後の階段は長く陣馬山頂上手前が少しきつくなっています。

その手前にはシモバシラが咲く場所があるとのことでしたが、残念ながら発見出来ませんでした。 

12：00 陣馬山昼食。計画では明王峠で昼食でしたが計画を変更

しました。360度開けた頂上は富士山、南アルプス、男体山など見

渡せるパノラマです。今日一番のご馳走でした。 

12：45 午後の出発。陣馬山から景信山まではアップダウンの少な

い平坦なコースです。コナラやクヌギ、ミズナラ、ヒノキ、スギ

の林を抜けます。スギやヒノキの根が登山道にも張り出し歩きづ

らくさせている場所も何ヵ所もありました。 

13：20明王峠、13：40底沢峠、14：45景信山で 5分程度の休憩を

とり残りは下りだけなので、一気に小仏バス停まで下りました。

小仏の宝珠寺には立派なカゴノキがありました。 

16：00 高尾行き京王バス乗車。         （米山記）                            

 

■森こい倶楽部第二十一回 

磯子の丘 鎮守のシイと梅林（磯子区）   

日 時：2月 2日（日） 

参加者：角田、梶浦、金子、坂間、鈴木、戸田、皆川、山路、小池、久野、広川、他 2 名、以上 15名（会員 13

名、一般 2名） 

コース：JR磯子駅→ブリリアシティーエレベーター→ブリリアシティ（旧磯子プリンスホテル）→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）→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→若宮神社（源頼朝由来）→蒔田城址・勝国寺（名木古木級の樹

叢）→無量寺・蒔田杉山神社→市営地下鉄蒔田駅（歩行約 7㎞） 

概 要：今回は、多摩丘陵と三浦丘陵の境にある旧久良岐群磯子の丘を尾根伝いに歩くコースです。横浜市特有

の起伏に富んだ少々タフなコースでした。磯子駅近くにある専用エレベーターで、一気に海抜 60ⅿの丘の上に。

広々としたマンション街ブリリアシティからは房総半島も望むことができて眺望抜群。東伏見伯爵の別邸があっ

たマンション街を歩き、鎌倉時代に創建された樹齢 200年のスダジイの社叢林に囲まれた森浅間神社へ。スダジ

イの古木と、切り立った崖（付近は屏風ヶ浦と云われた）に圧倒された後に向かった久良岐公園は、広々としな

がらも谷戸の風情が残り、静かなたたずまいの中に梅の花が開花し始めていました。この後、坂道や階段を喘ぎ

ながら岡村公園と岡村天満宮に向かいました。 

 

福寿草 

 

 

陣馬山山頂 記念撮影 
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岡村天満宮は鎌倉時代の創建と云われ、横浜開港後の明治時代に

は、伊勢佐木町界隈の商店や料亭・遊郭で働く人々が多く訪れたそ

うです。境内は紅梅白梅が満開で梅の香りが漂っていました。 

天満宮からまた坂道を歩いてひと山登り、汗ばみながら三殿台遺

跡に着き、遺跡内に咲いていた白侘助の花を愛でながら一休み。三

殿台遺跡は縄文時代・弥生時代・古墳時代の大規模集落跡で、250

軒の竪穴式住居跡が発掘されました。 

遺跡を出てからしばらく尾根伝いに歩き、今度は急階段を下りて

頼朝創建の若宮八幡宮へ。また階段を上り直して、吉良氏の蒔田城

跡（今は横浜英和学園）と菩提寺の勝国寺に向かい、勝国寺の墓地

を覆うスダジイやタブノキの古木巨木の中を歩いて今日のコースを締めくくりました。横浜の地形を堪能した盛

りだくさんの一日でした。                                 （広川記） 

                                        

■鳥こい倶楽部第 3回 

日 時：2月 8日（土） 11:00～15:00 快晴   場 所：県立三ツ池公園 

参加者：久野(案内人)、日比野、山内(良)、山路、角田、梶浦、辻、山本(明)、篠田、花田(勝)、*花田(洋)、

久保、吉原、中澤(均)、*中澤(美) 以上 15名〔会員 13 名、一般 2 名〕、 (*は一般) 

三ツ池公園は、その名の通り下の池・中の池・上の池の 3 つの池を

豊かな樹林がとり囲む、県立の総合公園です。新横浜駅からのバスが

遅れて、実質 11時頃からの観察開始となりました。午前は池の周りで

水鳥を観察、午後は周囲の樹林帯で小鳥類を観察しました。 

まずは下の池で休んでいるハシビロガモが見られました。羽衣は雌

タイプですが、スコープで覗くと光彩が黄色なので雄のエクリプスの

ようです。皆で交互にスコープを覗いて光彩を確認しました。続いて

中の池では 100 羽近くものキンクロハジロが羽を休めていました。カ

ルガモやミコアイサ雌やカイツブリ、そして最近数が増えているオオ

バンもいます。上の池はかいぼり中で、池底の泥が見えており、水鳥

の影はありませんでしたが、池畔ではエナガ、シジュウカラ、メジロ、コゲラなどの混群を見ることができまし

た。 

午後は、昼食を取った休憩スペース近くの小川に飛んできたコサギの観察から開始しました。黒い嘴でコサギ

とわかります。その後、3 つの池を囲む樹林帯を移動しながら森林の小鳥達を探します。残念ながら、小鳥の声

はあまり聞こえず、代わりに樹木や草の冬芽・蕾なども観察したり、遠くスカイツリーを遠望したりしながら進

みましたが、これといった成果もなく、下の池まで降りてきました。下の池では杭に止まったホシハジロ雄の背

の微細な模様を、スコープを使ってじっくりと観察しました。白っぽい背中にある微細な白黒模様を星に見立て、

ホシハジロ（星羽白）の名前の由来になったとの話がありました。 

更に次の樹林帯に進むと、先の台風の影響と思われる倒木がいくつもあり、道を塞いでいます。倒木を乗り越

えて、アドベンチャー探鳥になりました。何とか樹林帯を抜け、最後にコリア庭園を見学して終了としました。 

今回は鳥の種類は少なかったものの、定番の水鳥を中心にその羽衣や光彩、脚の色などをじっくり観察し、学

ぶことができました。                                 （中澤(均)記） 

 

 

 

キンクロハジロの群 

 

ブリリアシティ 
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R1 年  佐野 淳之 

鳥取大学農学部を定年退職した旧人類の新人です。私は大昔の遺伝子を保持しているとみえて、爬虫類に怯え、

クサギを臭いと感じますが、最近の若い人にはそうでない人が多いようです。人間界はコロナウイルスで騒がし     

い昨今、自然界では季節を感じた生物たちは着実に時間を進めています。生物は、空間的だけでなく時間的にも

棲み分けることによって共存してきました。私の専門とする森林生態学の分野でも、台風や地滑りなどによって

引き起こされる撹乱が生物多様性を維持しているとか、菌類の影響で樹木の多様性が生じているとか、様々な仮

説が検証されてきました。そのような中で、私が興味を持ってきたのは、森林の過去、現在、未来を明らかにす

ることです。樹木や森林の調査で基

本となるのは、樹種と胸高直径（高

さ 1.3 mでの幹の直径）および樹高

です。これらを測定することによっ

て、それぞれの樹木の優占度、材積、

質量、二酸化炭素吸収量などを推定

できます。さらに、樹齢を測定する

ことによって森林の成り立ちが分か

り、歴史的な森林の状況や、過去か

ら現在までの森林の時間的推移を明

らかにすることができます。これらのことから、科学的なデータに基づいて森林の管理方法を提言することもで

きるようになります。これまで、いくつかの測定器具（直径割巻尺、超音波測高器、成長錐）を携えて、日本だ

けでなく、中国、ロシア、メキシコ、トルコなどの森林で調査してきました。これからも体力の許す限り、森林

や樹木の調査や教育および地域貢献に関わっていきたいと思っています。 

私は北海道に生まれ、幼稚園から中学校までは東京都武蔵野市で過ごし、神奈川県藤沢市に引っ越しました。

最初に生物学に興味を抱いたのは、神奈川県立鎌倉高等学校 1年生のとき、自分で育てたタマネギの根端細胞を

観察したときです。生物教室の顕微鏡下には教科書に載っている通りの染色体があり感激しました。北海道大学

農学部に進学してからは馬術部に所属し、雄大な自然に育まれて恵廸寮で過ごしているうち、林学や生態学の方

に興味を持つようになりました。卒論では「ヤマグワの葉形変異」、修論では「落葉広葉樹林の種多様性」、博論

では「ミズナラ原生林の構造と更新」について研究してきました。北海道立高校の教員を 4 年９ヶ月勤めた後、

鳥取大学の教員として 22年間、森林の研究と教育および地域の

小中学生や高校生の授業や実習、一般市民や幼稚園から高校ま

での教員向けの研修や講演などに関わってきました。現在は藤

沢市に戻って森林教育研究所・湘南樹木医技術士事務所を立ち

上げましたが、鳥取の「木の在る暮らし展」（アイワナドゥ岩戸

の階下）にも部屋を借りて鳥取支部とし、非常勤講師や天然記

念物の森の樹木医学的調査などの活動をしています。これから

は徐々に軸足を鳥取から神奈川にシフトして地域に貢献してい

きたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

リレーエッセイ 

 

鳥取市内の常緑広葉樹林における成長錐によるコアの採取（左）とサンプル 

 

大山（だいせん）で採取したブナ種子（2017） 
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「英国一家日本を食べる」（上下） 

著 者：マイケル・ブース 

発行日：上、下巻とも 平成 30年 2月 25日 

出版社：（株）KADOKAWA（角川文庫） 

価 格：上、下巻とも 800円（税別） 

 私たちの眼球は微細な振動（固視微動）を続けています。

静止物体を見ながらこの振動を特殊な装置で止めてしまうと、

物体の像は数秒から十数秒で見えなくなってしまいます。こ

の仕組みは頭の働きにも当てはまりそうです。視点を固定し

てしまうと世の中の物事が見えなくなるということです。 

本書は英国人のトラベルジャーナリストでフードジャーナリ

ストとその妻、子ども 2人が北海道から沖縄まで日本らしい

日本食を探し食べ歩いた記録です。和食と洋食の違いは、日

本食は素材をできるだけ生かすのに対して、西洋食は積極的

に人の力を加えて食材を自分の好みに変えること。これが彼

の食べ歩きの結論で、食を通して日本人と日本文化を様々な

角度から紹介しています。この英国人食通家は新たな様々の

視点をあたえてくれます。今まで見過ごしてきた多くの日本

に気づかせてくれます。そしてさらに私は、食物連鎖の頂点

にある人間という動物の飽くなき食への欲望に、呆然・唖然

としています。 （狛）                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月間ブックレビュー 
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編集後記 

掲 示 板 

会員異動 

＜2月度の会員異動＞ 

2 月 29日現在会員数 158名 

 

月例会の開催が中止されました 

2月28日に開催予定の月例会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため中止されました。 

 

第5回（平成31年度）通常総会を開催しました 

日 時：令和2年2月15日（土）15:30～17:30場所：あつぎ市民交流プラザ（アミューあつぎ）ルーム610 

出席者：35名、委任状 84 名、計 119名、返事のない会員 39名 

 

会費納入先のご案内 

会 費：メール会員 3,000 円、郵送会員 4,000円 

 

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）           
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今月の活動予定が軒並み中止と

なり、来月の会報が寂しくなり

そうです。 

早く収束してほしいものですね。 

 (松山) 

新型コロナウイルス感染症の猛

威で月例会の開催が中止になり

ました。他のイベントも中止さ

れています。できるだけ人ごみ

を避けましょう。（かじうら） 

 


