
   

 

 

 

 

 

 

環境大臣表彰 受賞のご報告 

南足柄市 渡邉 英夫（6-252）  

この度、（公財）かながわトラストみどり財団のご推薦により、『令和２年度 「みどりの日」自然環境功

労者環境大臣表彰』を受賞いたしました。 

 

［表彰について］ 

今回の令和 2 年度では、全国で 37 件（個人、団体）の受賞で、私は『いきもの環境づくり・みどり部門

（5件）』のうちの一人となりました。 

本来ならば、4 月 15 日に環境省にて小泉進二郎大臣より表彰を受け、写真撮影もご一緒させていただけ

る筈でしたが、ご存じのように丁度コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の期間となって、表彰式は中

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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止、後日に表彰状と記念品（無垢材の菓子鉢）が送られてきました。 

昭和 62（1987）年に発足した南足柄緑の少年団の指導活動を少年団の創設時から継続してきたことによ

り、「自然体験活動や森林環境教育を通じて、日々の暮らしの中における自然の大切さについて啓発活動を

行うなかで、こどもたちの豊かな人間性を育む等、環境保全活動に尽力」したことが評価されました。 

今回の受賞は、緑の少年団の活動やジュニアフォレスター教室など、森林インストラクターの仲間、JFIK

の皆さんにもご協力いただき、大変お世話になった結果でもあります。 

 

［緑の少年団の指導］ 

緑の少年団は、（公社）国土緑化推進機構が統括しており、全国で 3,225団（令和 2年 1月現在）が活動、

神奈川県内には 6団あります。全国の団の多く（2,645団／82％）は学校単位の少年団ですが、神奈川県内

の少年団は全て地域単位で活動しています。私が指導する南足柄緑の少年団も、南足柄市及び周辺の市や町

から団員が参加しています。 

南足柄緑の少年団で団長として団を指導するにはどういう方針や目標で指導すべきか？、と考えたことが

私にとっては森林インストラクター資格を取得するきっかけの一つでした。周囲の田んぼは減ったとはいえ、

まだまだ里山風景が残る南足柄のこどもたちも、殆どの家庭がサラリーマンの核家族構成で、自然体験の機

会が無くなりつつあります。自分自身のこどもの頃（4～50年前）の遊び方と全く異なっています。そこで、

こういった里山にこどもたちを連れ出して、かつての遊びや野山の草や樹木を使った生活、遊びの知恵や工

夫などを様々な自然体験学習となるような活動のプログラムにすることで、少年団の活動としています。 

また、少年団の活動プログラムを派生させて、ジュニアフォレスター教室にも活用し、JFIK の事業とし

ても定着することができました。 

 

［これから］ 

今年は、全国会（（一社）日本森林インストラクター協会）でも文部科学省の助成事業を受託し、コロナ

禍でのこどもたちの自然体験学習を促進するため、『子ども森林インストラクター認定プロジェクト』の事

業展開が始まります。自然体験学習指導が私の森林インストラクターとしてのコアコンピテンスと認識して、

これからも精進していこうと今回の受賞を機に改めて自分を奮い立たせているところです。 
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JFIK活動 新型コロナウイルス対応 7月 31日時点 

 

  活  動 現 状 の 対 応 見 通 し 

森

林

保

全 

ヤビツの森 7月末まで自粛 8月予定なし 9月以降状況で判断 

湘南の森 5月 31日まで自粛 6月から再開 6月以降は従来通り 

さがみの森 3～6月 中止 7月から再開 7/11（土）、26（日） 

名瀬谷戸の会 6月 6日から定例作業再開 6月以降は従来通り 

                   

 

 

 

 

森

林

教

育 

自然を訪ねて 4月、5月、6月中止 9月については 8月 6日に最終判断 

自然を学ぼう 今年度は中止 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（トラスト 8月中止） 林業振興会 9 月へ延期、トラスト 11

月計画中 

シニア大学 今年度は中止  

ジュニア・フォレスター 7月 1泊キャンプは中止 10月デイキャンプは 8月頃実施判断 

学校環境教育 5月末時点で 3校から秋の実施依頼

あり 

6月 1日より学校再開 

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 2,3,4 月中止 5/29、6/26、7/31Web

会議で実施 

8月以降、状況をみて判断 

8月は休会 

室内勉強会 2 月実施  3,4,5 月中止  6/19、

7/21Web会議で実施 

8/20、9/23 Web会議で実施予定  

山こい倶楽部 3,4,5,6 月中止 7/25 (土) 畔ヶ丸実

施 

8/22御岳山実施予定 

森こい倶楽部 当面活動自粛 当面活動自粛 

鳥こい倶楽部 2月実施、3～6月中止 次回は 12月予定 

 

 

  

JFIK活動状況 
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寄稿①      「リハビリ会員の日々」 
佐藤 淳  

 平成 24年に JFIKの会員にしていただいてから、最初の数年は四季の森を中心に観察会などに参加させていた
だいておりましたが、ここ数年は仕事が忙しくなり、週末にも勤務があったりしてすっかり活動から遠ざかって
しまいました。65 歳になり本年 3 月末でフルタイムから解放され、いよいよ JFIK の活動に復帰させていただけ
ると考えていた矢先に、世界的な感染症の影響で行事が中止になってしまいました。 
 これはまずいと考えまして、森林インストラクターのリハビリのため我が家周辺の遊歩道での観察を日課とし、
家から 5分の都筑区鴨池公園を起点に 3経路を決め毎週それぞれの経路を繰り返し歩くことにしました。一つ目
は北にある都筑中央公園への遊歩道、また東へいくと茅ヶ崎自然生態園、南の方角へは月出松縄文遺跡公園の 3
経路です。都筑と茅ヶ崎の公園はそれぞれしっかりとした NPOが管理しており、学ぶところが多い場所です。 
 継続的に歩いていて気づいたことは、当たり前のことですが樹木や野草は 1～2 週間ほどでどんどん姿を変え
ており、少し間を置くと花の盛りなど直ぐに終わってしまうことです。仕事で多忙だったころも月に 1、2 度は
観察に出ていましたが、如何にたくさんの事を見落としていたのかよくわかりました。 
 ヤマモモは 7 月初めに雌株の樹にたくさんの実が生りますが、3 月下旬のまだ寒いころ雄株に黄色い雄花が目
立ち受粉を開始します。マテバシイは前年の秋に受粉した雌花が翌年の秋に堅果に成長することは知っていまし
たが、前年の花穂の元から新年の新しい枝が伸びその先端に新しい雌花と雄花がつく様子も時間を追って観察で
きました。7 月には昨年の堅果がどんぐりらしくなり、今年受粉した雌花もしっかり来年に備えた形になってき
ました。 

 
 カキは 5月下旬に一つの樹に雄花と雌花をつけますが、雄花の数のほうがかなり多く、受粉が終わると地面の
下にはたくさんの雄花が落ちています。7月、トウネズミモチが白い小さな花の集まった円錐花序をつけますが、
黄色い葯を持った 2 本の雄しべはよく見るとクワガタムシのハサミのような形で、4 枚花弁の合弁花にくっ付い
ており、花と一緒に地面に落ち、遊歩道が真っ白になります。受粉した雌しべはしっかり枝に残っています。 
 観察時に撮影した写真を JFIK のホームページに投稿させていただきましたが、あまり思い通りに撮れたもの
はなく、お恥ずかしい限りです。花の細部を映したいのですが、風のある日は細かい部分ほどぶれてしまい何度
も取り直しました。光の方向も難しく、せっかくいい角度と思ってカメラを向けても逆光の時はうまくいきませ
ん。夏場になってきて困ったのは、公園での草刈りです。前週に蕾を見つけて楽しみして行ってみると、すっか
り丸坊主になっておりがっかりさせられました。梅雨明け以降は猛暑との戦いになりそうです。 

 

 リハビリ修行はまだまだ続きそうですが、自然の奥深さは素晴らしく日々発見があることが楽しくやりがいを
感じております。会員の皆さんとまたフィールドで一緒に活動ができる日を楽しみに精進を続けます。よろしく
お願い致します。 

寄   稿 

①ヤマモモの雄花（3月）（鴨池公園） 

②マテバシイ（5 月）（茅ヶ崎ささぶねの道）  

左側が去年受粉した堅果  

右側が今年の雄花 

 

③カキノキ（5月）（都筑中央公園） 

左上が雌花、 下半分が雄花 

④トウネズミモチ（7月）（鴨池公園） 

二本の雄しべがいい形です 

 

①  ②  

③  ④  
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寄稿② 

今年はコロナで海外旅行どころではなくなってしまいました。下記はもう 10 年以上前、私が青年海外協力隊

でボルネオに派遣されていた時に書いたものです。文章だけでも皆様にボルネオを感じて頂けたら幸いです。 

「ボルネオの魅力－オランカンポン（田舎の人）、日本の昔と照らし合わせて」 

伊藤 綾  

私の父母の年代の人達がよく言います。「昔はなー、この川はまだ綺麗で泳げたんだよ。ここは団地じゃなく

て、全部森だったんだよ。。。」私は高度成長期の 70年代に生まれました。家の近くに小さな川がありますが、私

達は『どぶ川』と呼んでいました。川の近くには湧き水がわずかにあり、夏になると蛍を数匹だけ見られること

がこの川での唯一綺麗なものでした。 

さて、ここはマレーシアのサバ州。サバ州は半島の移住者と中国

人以外に海沿いのバジャオ族、大きな川沿いに住むオランスンガイ

族、山や農耕地帯のカダサン・ドゥスン族、ムルット族等、多様な

民族で構成されています。私はサバ大学に派遣されていましたが、

森林調査で山の中に入ることが多いので、カダザン・ドゥスン族と

ムルット族の人達と多く交流がありました。同僚達に「出身は？」

と聞くと、車で行けないようなド

田舎出身の人もいます。彼らは 20

～30代、おしゃれをしているとと

ても田舎者には見えません。でも

一度森の中に入ると彼らの知識は

すごい。森林調査の際は、「これ、スープにするとおいしいんだよ。」といって、

大きなヤシの幹をパラン（刀）でガンガン切って直径 10cmにもなる芯を取り出

していました。大きな葉のショウガの葉身は、パランで切り刻み、唐辛子とレ

モン汁をかけるとなんとも美味なご飯の友に！カメムシの匂いがしますが日本

人が好む味です。グループになって森に入る時は「ホワッ」とまるで猿の鳴き

声のような響く声を出し、お互いの位置を確認し合います。男性ホルモン向上

に効くトンカットアリという植物が生えている時は必ず教えてくれます。泊り

がけの調査では、国立公園内では禁止されているのに夜な夜な魚釣りや狩猟に出かけます。同僚の田舎で村の子

供達と一緒に川へ泳ぎに行った時には、「近くの川だよ。」と聞いていたのに、浅い川を 2度渡り、森の中に入り、

つり橋を渡ってやっとその川にたどり着きました。「お父さんも小さい頃はこんな感じだったのかなあ。」サバに

いると日本と１世代違うなとよく思います。今サバでは多くの若者が田舎から出て町で働いています。お父さん

世代がそうであったように。そして私はタイムトリップをしてその頃

の時代をサバでみています。 

 

現在、私の実家近くの『どぶ川』は大分きれいになりました。下水

道整備が進み、においはしなくなり、蛍や水鳥の数が増えました。で

も私が子供だった頃の汚染された日本の記憶は消えません。子供の頃

より今のほうがきれいなんて皮肉です。日本でもサバでも私の世代の

ようなことが２度と起こらないことを祈りつつ。 

 

 

サバ州の川。橋が遠くしかないため、胸まで

つかって渡る。 

 

 

村人が作った生活用品 

 

 

村の子供達 
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冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

★■名瀬谷戸の会 

名瀬谷戸の会の 8月、9月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：8月 1日（土）、11日（火）、17日（月）、9月 5日（土）、14日（月）、23日（水） 

 8月、9月は熱中症対策のため作業時間は 9:00～12:00です。                （福田記） 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

日 時：8月 20日(木) 19:00～20:30 

テーマ：「小学校の森林環境教育について」～新たな学習指導要領と新しい教科書に対応した森林教育の可能性～ 

講 師：日本森林インストラクター協会（FIJ）会長 同千葉会（FIC）研修担当 寺嶋 嘉春 氏 

 

講師プロフィール：東京農工大学農学部林学科卒業、千葉県技術吏員として森林計画・林道・治山・緑化推進・

林業振興等を担当、その間、「森林文化教育研究会（林野庁後援）」や「企業・NPO と学校との連携指針検討委員

会（国土緑化推進機構）（林野庁補助事業）」に参画。2019年には「新学習指導要領に対応した新教科書の実態調

査分析業務」を担当。 

 

概 要：本年 4月から学習指導要領・教科書が新しくなりましたが、講師の寺嶋氏が森林環境教育に長年尽力さ

れた経験から、新しい学習指導要領と教科書の内容について、また学校との意思疎通を図るために打ちあわせを

する際のポイントや留意点などについてお話をいただき、さらには森林教育の可能性にも及んでいたただきます。                                        

（吉原記） 

参加方法等：後日会員宛にメールで参加要領をお送りしますので、ご自宅の PC やスマホから、Zoom ミーティン

グの URLをクリックして参加してください。 

※皆様の参加をお待ちしています。 

問合せ先：室内勉強会担当 吉原 秀敏 📩：yoshiy3.green8-1@leaf.ocn.ne.jp 📱：090-2636-1381 

 

■山こい倶楽部第六十四回 

｢御岳山･鍋割山｣のお知らせです。 

７月の山こいは残念ながら雨で登れませんでしたが、８月は天気に恵まれることを祈っています。 

コロナの感染者は増え続けていますが、山の中での感染は昼食時など密接する場合を除き、感染リスクは低いと

考えられます。各自の責任で参加していただきたいと思います。また、状況によっては中止する場合もあります

のでご了承ください。 

今回の山こいの見所は〜御岳山で 5万本のレンゲショウマを見る～です。リーダーは辻さん、サブリーダーは久

保さんです。 

富士峰園地には日本一のレンゲショウマの群生地があります。その数 5万本。鹿除けの柵を周囲に巡らし、保護

した結果だそうです。ロックガーデンは苔むした風情が美しく北八ツの風情があります。 

 

日 時：8月 22日(土) 

集 合：JR御嶽駅改札口 9:05 (滝本行きバス 9:12乗車) 

行 程：御嶽駅(バス)～滝本(徒歩)～御岳山駅～富士峰園地(レンゲショウマ)～御岳山～七代の滝～ロックガー

デン～綾広の滝～鍋割山～奥の院～御岳山駅(ケーブル)～滝本(バス)～JR御嶽駅 

活動予定 
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歩行時間：約 5時間、標高差 674m 

持ち物 お弁当･水･雨具･その他登山に必要な物 

リーダー：辻眞澄さん(090-2228-8335) 

サブリーダー：久保典子さん(090-5311-1281) 

参加を希望される方は 8月 19日（水）までに松井までメールでお申し込みください。 

申し込み先： 松井公治   📩：ma1950koji@yahoo.co.jp 

 

注意事項： 

* 発熱など、コロナウイルスに感染の疑いのある場合は参加をしないでください。 

* コロナウイルス対策のため登山中以外はマスクの着用をお願いします。また登山中はソーシャルディスタンス

の確保を心掛けてください。 

* 登山後の反省会は行いません。 

* 暑さも予想されますので、多めの飲み物を用意してください。 

 

 

 

  

アサギマダラ  7 月 13日  名瀬の里山   撮影：福田 渉 

 

キアゲハ  7 月 13日  名瀬の里山   撮影：福田 渉 

 

mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
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■名瀬谷戸の会 

＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：7月 4日（土）10:00～14:00 

参加者：合計 27名（JFIK：8 名、地元・地域ボランティア：13名、横浜メダカの会：6名） 

作業内容：降雨のために予定していた野外保全活動（水生生物調査を除く）を中止。チャペルで熱中症対策

及び危険生物の対応策の研修、名瀬谷戸の会の会則変更、種々伝達事項等の意見交換会とした。 

 

 

作業 2回目 

日 時：7月 13 日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 12名（JFIK：5 名、地元・地域ボランティア：7名） 

作業内容：午前はクヌギの折れ枝処理、午後は納屋カフェで熱中症対策の打合せ 

 

作業 3回目 

日 時：7月 20日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 20名（JFIK：7 名、地元・地域ボランティア：13名） 

作業内容：ゾーン 1、2、4の下草刈り作業、ピザ窯竹林散策路の竹柵・階段の改修 

 

 

 

 

 

 

 

 

（福田記） 

活動報告 

研修の様子 集合写真（メダカの会は除く） 

集合写真 

クヌギの折れ枝処理 
集合写真 

集合写真 ゾーン 2 の下草刈り 
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■室内勉強会「モンブラン登頂記」 

日 時：7月 21日（火）19：00～21：00  講 師：細井 聖さん（27年） 

会議方法：Web（Zoom）利用のオンライン会議 

参加者：角田、金子、神田、久保、坂間、篠田、菅原、鈴置、瀬尾、高橋(喜)〔東京会〕、田川（裕）、中澤(均)、

松井、皆川、嶺、宮崎（健）、山内、山本（明）、吉井、吉原、福田〔web会議ホスト〕（21名）（敬称略） 

 

細井さんは、最初はもう少し手軽な山に登ろうと計画していたそうだ。しかし、いろいろな人に会ってスイス

アルプスでの登山の話をするうちに、もう少し上を目指したくなり、目標はどんどん高くなり、最終的にモンブ

ランが目標となった。登頂時期は、天候が最も安定しており、成功率の高い 8 月に定めた。まずは、体力増強が

課題で、毎週地元の標高 200ｍ程度の山に登り、足腰を鍛えた。モンブランは 8 月でも氷河に覆われている。そ

こで、装備品も雪山対応のものを新調し、早春の日本の山で予行演習もし、予備日も入れ 10 日間という十分な

日程でスイスに向かったそうだ。 

現地ではガイドと合流すると、まずガイドから体力・技術のテストが課せられる。十分な能力がない者を山頂

に案内するのは、登山客にとってもガイドにとっても命取りになるからだ。無事、ガイドからお墨付きをもらい

出発となった。因みにモンブランの場合、ガイド一人について登山客は 2人までが許可されているそうだが、細

井さんは安全性と確実性を重視し、割高だがマンツーマンでのガイドを依頼したそうだ。 

出発地点から、一度氷河を降りて、徐々に登っていく。ザイルで繋がれた二人は、登りではガイドが前、下り

ではガイドが後ろになってひたすら歩き続ける。日本の登山との違いで最も印象に残ったことは、とにかく歩く

のが速いこと、そして休まないこと。2時間歩いて、5分休むの繰り返しで、その間は水を飲む余裕もない。 

山小屋に着いた時にはへとへとだったそうだが、翌日はすっかり元気を取り戻し、無事快晴のなか、モンブラ

ンの山頂に立つことができたとのこと。 

細井さんは、スイスアルプスの植物、氷河に覆われた山やふもとの街の風景、近代的な山小屋などの写真示し

ながら、登頂の様子を丁寧に説明してくださった。勉強会参加者も海外の登山に興味津々のようで、いろいろな

質問が出たが、細井さんは必要な装備やかかった費用、必要な日程、日本でのトレーニングなど、具体的に答え

くださった。貴重な体験を共有することができた有意義な時間だった。             （金子 記） 

 

■山こい倶楽部第六十三回「畦ヶ丸」 

日 時：7月 25日(土)  山 名：畦ヶ丸(1292m) 

計画した行程: 新松田駅〜大滝橋バス停〜大滝橋登山口〜一軒屋避難小屋〜大滝峠上〜畦ヶ丸（昼食）〜善六ノ

タワ〜本棚、下棚〜西丹沢ビジターセンター〜新松田駅 

参加者：中澤(靖)（L）、久保(SL)、辻、境、金子、三樹、坂間、松井 以上 8 名  

 午前中は天気も何とか持ちそうだ、との判断で新松田駅に７時集合。

上空は雲で覆われていたが、雲を通して太陽の姿が見えている。割り引

きとなる西丹沢ビジターセンターまでの往復チケットを購入し乗車する

と、我々以外の乗客は数人。河内川を渡るあたりから雨が降り出してき

たため、バス内で雨具を装着する。登山口の大滝橋に着く頃には外へ出

るのが躊躇われるほど雨が強くなったため、そのまま西丹沢ビジターセ

ンターまで行き、天気の様子を見て計画と反対回りのコースを歩くこと

にする。しかし天候は回復する兆しもないため登山を中止し、そのまま

下山することとなった。               （松井記）                                  

 

 

驟雨の西丹沢ビジターセンター 
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書 名：ドリーム・ハラスメント 

著 者：高部大問 

出版社：イーストプレス  「イースト新書」 

発行日：2020年 6月 10日 

価 格：946円（紙版）、858 円（電子版） 

内 容： 

（妻）あなた最近スマホばかりご覧になっていません？ 

（夫）電子書籍をはじめたのさ。こんなご時世、好きな本屋巡りも自粛中

だからな。 

（妻）それはご立派な心掛けですこと。それでどんなご本？ 

（夫）「ドリーム・ハラスメント」“『夢』で若者を追いつめる大人たち”

という本だ。ラジオで聞いて早速買ってみた。 

（妻）私の夢はきれいなお嫁さんになることだったかな。 

（夫）いまは、学校の申告書にそんなことを書くと先生からおこられるそうだ。子どもたちは小中高校、大学、

就職先等あらゆるところで夢を語らせられている。 

（妻）あなただって大それた夢なんかお持ちでなかったでしょう。きれいな奥さんもらうことぐらい。 

（夫）夢を持つなとは言わないが、そもそも実現が困難だから夢さ。宝くじみたいなもんだ。子どもたちはいい

学校、いい会社にはいるために夢作りを強制されている。 

（妻）今の世の中、小さな幸せが分からなくなっているみたい。みんな不安を感じて生きている。だから、夢、

夢というのかしら。 

（夫）司馬遼太郎が「会津藩は８５％の中間層のおかげで高い藩風が確立した。中産者の多い社会は安定度が高

く、よき文化が醸成されやすい」といっている。 

（妻）そうね。私たちみたいな中流階級が“そこそこ”の充実感を持てる社会って平凡だけれど大切ね。 

（夫）（独り言）自分は夢なんか真面目に考えたことはなかったけれど、とにかく、よき家族をありがとう、お

前。 

（狛） 

 

月刊ブックレビュー 
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 とりしじみさんからのご伝言 

先月号［No.84 珍種誕生］の続きを

描くつもりでいましたらテレワーク

のお供というよりお友達に出会って

しまいました。 

続きはそのうちに・・・ 
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会員異動 

＜7月度の会員異動＞ 

7月31日現在会員数158名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

7月31日に月例会が開催されました。 

日 時：7月31日（金）19：00～21：00 

場 所：web上 

出席者：理事12名（欠席1名）、監事1名、会員6名 計19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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掲 示 板 

Web 会議に慣れて参りまして出

かける手間がなく、はなはだラ

クチンです。とはいえ対面での

話し合いも必要だと痛切に感じ

ています。（かじうら） 

編集後記 

長～い梅雨がようやく明けました！ 

感染対策しながら、夏を満喫した

いと思います！ (松山) 


