
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナウイルス感染拡大防止のため JFIKの活動は、ほぼ休止しています。したがって

活動予定と活動報告には書くべきものがありません。JFIK事務局が、次ページにお示し

する「JFIK活動状況」を取りまとめましたのでそれを掲載します。また、3人の方々に寄

稿をお願いしました。リレーエッセイ、ブックレビュー、森のエピソード共々お読みいただけ

れば幸いです。 

  

まだしばらく今の状態が続くようですが、みなさま頑張りましょう。 

編集担当一同 
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薬師池公園 ウコン   (撮影：福田 渉) 

 

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/ 

 

http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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JFIK活動 新型コロナウイルス対応 5月 1日時点 

  活  動 現 状 の 対 応 見 通 し 

森

林

保

全 

ヤビツの森 5月 9日まで自粛 6月以降、状況をみて判断 

湘南の森 4月 25日まで自粛 5月以降、状況をみて判断 

さがみの森 3月、4月中止 5月未定 

名瀬谷戸の会 5月 6日まで自粛 神奈川県の外出自粛要請次第 

森

林

教

育 

自然を訪ねて 4月、5月、6月中止 9月以降、状況をみて判断 

自然を学ぼう 今年度は中止   

四季の森公園      

 自然を訪ねて 8月 31日まで自粛 9月以降は公園の意向に従う 

 特定植物 8月 31日まで自粛 9月以降は公園の意向に従う 

 マスター塾 8月 31日まで自粛 9月以降は公園の意向に従う 

受託観察会 当面活動自粛停止 当面活動自粛停止 

シニア大学 当面活動自粛停止 当面活動自粛停止 

ジュニア・フォレスター     

  7月 1泊キャンプ ― 中止 

  10月デイキャンプ ― 8月頃に実施判断 

学校環境教育 現在休校中 学校の再開次第 

イベント参加      

  四季の森公園まつり 4月 29日中止   

  相模原桜まつり 4月 4日、5日中止   

そ

の

他 

月例会 2月、3月、4月中止 5月以降、状況をみて判断 

室内勉強会 2月実施 3月、4月、5月中止 6月以降、状況をみて判断 

山こい倶楽部 3月、4月中止 5月以降、状況をみて判断 

森こい倶楽部 当面活動自粛停止 当面活動自粛停止 

鳥こい倶楽部 2月実施、3月、4月中止 5月、6月中止 

JFIK活動状況 
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寄稿①    「新型コロナウイルスを実感する・・・実感することの意味」 

広川 一久   

新型コロナウイルスの感染拡大によって JFIKの多くの活動が中止になり、ジィーッとしていられない性格の

方が多いと思われる JFIK会員の皆さんは、そろそろ我慢の限界にきているのではないでしょうか。まさに私た

ちの忍耐力が試されている時だと思います。今回は、皆様が想像力を働かせることによって、我慢する気持ちを

少しでも和らげるこができるかも知れないお話をしたいと思います。 

タイトルに書いた「実感する」ということは、その物事を具体

的にイメージして（想像して）実感することにより、その物事の

理解を少しでも深めるということです。最近は、「新型コロナウ

イルス」の画像が TV画面に映し出される報道が多くなっていま

すが、皆さんは、人類に脅威を与えている「新型コロナウイルス」

がどのくらいの大きさか実感（想像）できますか。私が実感した

コロナウイルスの大きさをこれからお話ししましょう。 

 

先日の TV番組で、解剖学者の養老孟司が、「TV画面に最近コ

ロナウイルスの画像がよく映るが、画面上のウイルスは 10㎝ぐ

らいだとすると、その大きさのウイルスに対して人間はどの位の大きさか想像できますか？」と司会者に聞いて

いました。司会者が「富士山ぐらい？」と答えると養老先生は「とんでもない！もっとずっと大きいのですよ。」

と言っていましたが、実際の大きさを養老先生が答えている記憶がないので自分で計算して実感してみました。

養老先生は、そんなに小さいウイルスと闘っているのだから大変だ、と言いたかったのだと思います。 

 

＜計算経緯と結果＞ 

・コロナウイルスの大きさは直径 50～200ナノメートル（㎚）程度だそうなので平均 100㎚とします。 

・コロナウイルスの直径 100 ㎚は 1000 万分の 1ｍだから、コロナウイルスの大きさの 1000 万倍が 1ｍ、人の身

長を 1.7ｍとすると、人の身長はコロナウイルスの大きさの 1700万倍。 

・TV 画面上のコロナウイルスの直径を 10 ㎝とすると人の身長は、10 ㎝ X1700 万＝170 万ｍ。つまり、1700 ㎞。

これは、青森と博多の新幹線の路線距離に近似します。 

・TV画面に 10㎝のコロナウイルスが映った時は、それに匹敵する人の大きさは身長 1700㎞、青森～博多の距離

と同じ身長の人の体の中にあるウイルスの大きさだ！と実感できます。ホントに小さいのですね。医療関係者

が、防護服を着て診療に携わっても感染してしまうことが理解できます。 

寄  稿 

 

新型コロナウイルス 出典：国立感染症研究所 
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 気が遠くなるように小さい「新型コロナウイルス」を実感してさらに閉塞感が増しそうなので、ここで気宇壮

大な宇宙の大きさを実感してみましょう。この話は、2015 年の JFIK 会報リレーエッセイに私が寄稿した文章の

一部ですが、これ以上にないほどの両極端の事例ですので、もう一度お話しさせて頂きます。 

夜空の満天の星。目で見えるほとんどの星は、「恒星」といって太陽と同じように自分で光り輝く星です。そ

の満天の星（恒星）で地球に一番近い星は、11等星なので肉眼では見えませんが、ケンタウルス座の人頭牛身（ケ

ンタウロス）の右前脚の蹄辺りにあるプロキシマ・ケンタウリという星で、地球から 4.2光年の距離にあります。

光の速さ（30万㎞/秒）で 4年以上かかり、距離は 40兆㎞。現在の宇宙ロケットでは７万年以上かかります。こ

れでは、地球からどのくらいの距離にあるのか全くピンときませんね。そこで宇宙の広さを、想像力を膨らませ

て実感してみましょう。 

・まず、地球と太陽の距離を 1ｍと想像して下さい。地球は直径 0.1

㎜の球、太陽は直径 1㎝の球になります。 

プロキシマ・ケンタウリの直径は地球の 15倍ありますので 1.5

㎜の球になります。 

・地球から太陽までの距離は 1 億 4,960 万 km。地球からプロキシ

マ・ケンタウリまでの距離は 40兆 1,143億 kmで、地球から太陽

までの距離の 26万 8,000倍です。 

・したがって、地球と太陽の距離を 1ｍとすると、地球からプロキ

シマ・ケンタウリまでの距離は、1ｍ×26 万 8,000＝268,000ｍ。

地球から 268km先にあることになります。これは東京から名古屋

までの直線距離と同じです。言い換えれば、地球が直径 0.1㎜の球で東京にあるとすると、地球に一番近い星

（恒星）は、なんと名古屋にある 1.5㎜の球ということになるのです。宇宙というのはスカスカなのです。太

平洋にリンゴが数個浮かんでいる、といった感じです。40億年後に天の川銀河とアンドロメダ銀河は衝突する

と予測されていますが、宇宙はスカスカなため、星はお互いにぶつかることなく混ざり合うそうです。 

   

皆さん、宇宙の広さを実感できましたか。今回は書けませんでしたが、光の速さ、アインシュタインの相対性 

理論なども実感することができます。皆さんも想像力を働かせて、色々な物事を実感してください。まず、光の

速さを実感することにチャレンジしてみては如何でしょうか。ポイントは、地球を直径 10 ㎝の球体としてイメ

ージ（想像）するところから始めることです。物事を実感するために思いを巡らすことは、「新型コロナウイル

ス」外出自粛要請を遵守するためにも有効な過ごし方です。かつてニュートンは、ヨーロッパでペストが蔓延し

たために故郷に疎開して時間がたっぷりとあった時に、“万有引力の法則”を思いついたそうです。 

 

 

 

 

プロキシマ・ケンタウリ 出典：ESA/HUBBLE&NASA 
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寄稿②         「驚いたこと、感心したこと、受け入れたこと」 

皆川 紀子   

 

 小学校や公園で自然体験活動を始めて 10年、自然の中で子ども達とする活動では思いもよらないことが起き

ます。戸惑うことや困ったこともありますが、経験を積みながら心に残るできごとが増えていっています。 

 厚木市の小学校で、ネイチャーゲームの活動の＜しぜんのだいすきだいじさがし＞をした時のこと。お題を出

して、それに合った自然物を探してくるだけの活動ですが、子どもたちは真剣に取り組みます。自然物を描いた

スケッチブックを掲げて「みんなに探してきてもらいたいのは・・・ジャン！『えだ』です」と見せた途端、散

り散りに駆け出して行きました。戻ってきた男の子を見てびっくり。たくさんの小枝を両手で抱えて「ハイ、持

って来たよ」。---数を指定しないと大量に持ってくることがあることを学びました。探してきた自然物をシート

に並べてみると、生きものが這った跡のあるものがありました。「ナメクジかな？」と言うと「ナメクジだ」。す

ると「なめくじ ぬるぬる なにぬねの。はるのひ ぽかぽか はひふへほ・・」と、おそらく、そのクラスで

作ったオリジナルの「あいうえおのうた」（小学 1年生の国語教科書に掲載されている五十音図を取り入れた教

材）の大合唱が始まりました。リズムの良い文を声を合わせて唱えることは心地良いことなのでしょう。な行か

ら始まり、た行まで一巡し、二巡目に入り「みんなで作ったのね」と感心していたところ、「もう 1回」の声。「え

～っ。いつ終わるの？」と思っていたら、先生からストップがかかりました。---何がきっかけで始まるかわか

らない。一旦始まったら終わりの合図をしないと止まらないことを知りました。 

 

 横浜市の環境活動支援センター主催の親子で遊ぶイベントで

は、宝ものを見つける探検隊の隊長になります。隊長の役目は、

子どもが「自分で発見し、感じ、体験する」のを、少しだけ手

伝うことです。参加者はいくつかのアクティビティを体験した

後、公園で見つけた自然物を使って「自然の宝もの博物館」を

作ります。自分で見つけたものは宝ものになるのですね。「よご

れていないものの方が・・」と思っても、ぐっとこらえて見守

ります。子どもたちの感性で表現された自然物の並べ方やそれ

ぞれに付けられた名前に思わず笑みがこぼれ、私たち大人より

柔らかな思考を持っていることに気付かされます。 

 

 活動の中で、カラスやコウモリ、ずるいネズミ役になっ

て、タッチしたり子どもたちを捕まえたりすることがあり

ます。ある時、私に「わたしのおばあちゃんに似ている～」

と言って寄ってくる子がいました。正直な言葉に驚きまし

たが、その判断力に感心しました。ショックだったのは「お

ばあちゃんと同じ匂いがする」と言われた時。---子ども

には微妙な匂いを嗅ぎ分ける能力がある。そして、自分の

「老い」を受け入れました。                                  

 

 

 

 

自然の宝もの博物館 作品２つ 

 

巣材を取りに走る鵯(ヒヨドリ)とそれを遮るカラス 



JFIK会報 2020年 5月号 

- 6 - 
 

寄稿③              「私的写真撮影 4月」 

福 田  渉   
新型コロナウイルス対応のため自粛が続いています。近所の公園や里山を歩くのは、注意すればいいだろうと

いうことで、写真撮影を主な目的で歩いたので少し紹介します。 

 

4月 3日 城山かたくりの里 

先週はカタクリやユキワリソウがきれいだったが、それらが終わりキバナカタクリに代わっていた。訪れる人も

少なくなった。ニリンソウやヤマブキも見ごろ。 

4月 5日 四季の森公園 

例年やっているサクラ観察会が中止なので、一人で観察した。ハナノキには早くも赤い実が付き、サクラはシダ

レザクラやウコンがメインになっていた。この状況下で公園は人出が多い。 

 

4月 6日 名瀬の里山 

ヤマナシとジューンベリーが咲き、ヤマザクラは葉桜になっていた。 

 

4月 12日 新治市民の森 

フデリンドウ、キンラン・アマドコロ、ヤマコウバシが咲きだした。 

 

      

フデリンドウ               キンラン・アマドコロ                ヤマコウバシ 

 

   
ニリンソウ                  キバナカタクリ                   ヤマブキ 

    

ハナノキ                   シダレザクラ                    ウコン 

 

      

ヤマナシ                  ジューンベリー                 ヤマザクラ 
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4月 17日 四季の森公園 

エビネ、クマガイソウがきれい。キンポウゲの仲間も咲いていた。 

 

 

4月 20日 薬師池公園 

雨が降っていたので人はほとんどいなかった。ムサシアブミの群落が印象的。万葉植物園ではイチリンソウやヤ

マブキソウも珍しい。 

 

 

4月 23日 名瀬の里山 

定例活動は自粛しているのでタケノコは取らず撮るだけにした。ホウチャクソウとエビネ、オオデマリ、ホタル

カズラなどもひっそりと咲いていた。 

 

 

 

 

 

 

        

ムサシアブミ                イチリンソウ                  ヤマブキソウ 

 

        

エビネ                    クマガイソウ               キンポウゲの仲間 

 

          

タケノコ          ホウチャクソウ・エビネ        オオデマリ            ホタルカズラ  
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三川の源流域 水沢の森 再生にお力添えを 

R1年 本郷 一雄    

 水沢の森は、川崎市宮前区水沢に在り、住宅街の中に残っている 6haの小さな里山です。 

私がこの森に携わったきっかけは、住んでいる地域の真ん中を流れる多摩川水系の平瀬川（平瀬川については後ほ

ど述べます。）の源流域であることが理由です。この森は早淵川、矢上川（いずれも鶴見川水系）の水源でもあり

ました。 

20年前、里山復活に向け、川崎市とのパートナーシップ事業が始まりました。 

今では 120名の会員とともに 雑木林・竹林の整備作業、炭焼

き、景観保持のための畑作業、地元小学校 3校との総合学習協力、

湧水保全の水源涵養作業、水路・池の整備、野鳥や昆虫、かいぼ

りによる水生昆虫等の調査・・・活動は多岐にわたります。 

 現在 特に重要な案件は、 

① 湧水の保全です。多い時で１分当たり 100ℓ 平均 20～10ℓ。

まちなかでもあり、見る人に感動を与えています。唯、周辺

の畑の住宅化が続きます。加えて、300m北の尻手黒川道路下

50mにはリニア新幹線のトンネル工事が始まります。 

② 1kw 程度の小型バイオマス発電機の導入です。総合学習で訪

れる 5年生は、地球温暖化対策という言葉を習っています。彼らに、炭焼きを一歩進めて、バイオマス発電を

目の前で見せたい願いがあります。検討、思索中が 1年ほど続き、推進役がほしい処です 

 

30年前、平瀬川は周辺丘陵地帯の住宅化で、多量の生活排水が

流れ込み、ドブ川になりました。地元商店会が中心となり、緑の

張り付いた清流の復活を各方面に働きかけました。地域の 6小学

校の先生方も加勢していただき、願いは叶いました。上流 800m

に多自然型護岸工法が施工され、各自治会＆有志は、5 ㎞下流の

東高根森林公園まで、河川とその周辺の緑化を図りました。 

 

今では川沿いに桜 200本を含む約 500本の樹木が茂り、アシや

カワセキショウ、トチカガミが戻った川には多摩川からアユが遡

上。支川の飛森谷戸にはゲンジボタルが復活しました。 

活動を将来につなげるため、毎年、春には『桜祭りとアユの放

流』、夏には『平瀬川サミット』と称し、午前は川の清掃・午後は小、中学生を交えた日常活動成果発表の会を。

おかげさまで 24年目。まちなかの自然を、楽しみながら拡げられる人材を求めています。 

 

 

 

 

リレーエッセイ 

 

平瀬川 桜祭り＆鮎放流 

 

水沢の森 セミの抜け殻調査 
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「歳時習俗事典」 

著 者：宮本常一 

初 版：2011年 8月 25日 

出版社：八坂書房 

価 格：2,800円（＋税） 

 

学生時代の友人で「広辞苑」を最後まで通読したと自慢して

いた奴がいた。当時は“馬鹿な”と思った。しかし今回この「事

典」を初めから終わりまで読みとおしてみると隠れたグルメを

堪能したような満足感があった。 

本書は日本中を旅した宮本常一の短文やエッセーを事典風に

再構成したもの。“春夏秋冬の風俗”、“ことわざ”、“自然と暦”

など項目別に配列してある。いわば「日本文化と日本人を知る

事典」で、消えゆく日本の行事・習俗が改めて思い起こされる。 

例えば、“国民酒・白露・岸の下・藪の中”とは何？答えは

どぶろくの隠語。製造法は、スギの若葉・ヤエムグラ・ムクゲ

の花などを陰干ししたものにつくカビを種にして麹を作り、そ

れに飯を入れて醗酵させるそうだ。ことわざ編では「“灰吹き

と金持ちはたまるほど汚い”、“長者は三代つづかない”ともい

います。貧乏してきたおかげで家が十代も二十代も続いてきたのでしょう」という村の古老のはなしが紹介

されている。 

今、日本人が残していかなければならないものは何かを考えている。それは形ではなく心かもしれない。  

   （狛） 

  

月刊ブックレビュー 
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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157名 

 

月例会の開催が中止されました 

4月24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。 

 

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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掲 示 板 

このところ家の中でジッとして

いるばかりなので交通費や呑み

代がまるでかかりません。良い

のやら悪いのやら。早くおさま

らないかなぁ・・・（かじうら） 

編集後記 

最近、お腹まわりがきつくなって

きた気がします・・・運動不足解

消に、家でできる運動を始めよう

と考え中です。(松山) 


