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熊との遭遇 
 

松井公治 
 

 私のクマとの遭遇は、8月 13日、山梨県の白州にある、一泊お世話になった埼玉会のインストラクターの山小

屋のすぐ近くで起こりました。早朝 5時過ぎにバードウォッチングのためにスコープを担いで参道を駒ヶ岳神社

に一人で向かうと、道の脇の藪の中からガサガサ音が聞こえてきました。まるで誰かが農作業でもしているよう

な音。しかし、こんな早朝に何もない藪の中で作業をする訳はないなあ、と思い、野生動物に違いないと判断し

ました。可能性があるのは、クマ、イノシシ、シカ、サルあたりか。不規則な音の様子からクマの可能性が高い

と判断して、元来た道を引き返しながら、途中こちらの存在を知らせるために口笛をそっと吹きました。 

 音がする藪から 30m ほど道を下ったところで後ろを振り返ると、体長 1m ほどのクマが藪から出てきてこちら

をまったく見ることなく、まっすぐ道を横断して反対側の藪に入っていく姿が見えました。藪から 200m も下れ

ば、人家があるようなところで遭遇するとは思ってもみませんでした。 

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/ 

ニュース 
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 山小屋に戻る途中、犬を散歩させている人にこの話をすると、この別荘地では今までこんな近くにクマが出た

ことはない、と話していました。ここでもクマと人間の生活圏が重なってきている状況が起こっていると感じま

した。 

 今回はこちらが先にクマの存在に気づいて、刺激しないようにゆっくり引き返したこと、口笛でこちらの存在

を知らせたことでクマも人間との接触を避けて避難することができたのではないか、と思っています。また、こ

ちらが振り返ったとき、クマも藪から出てきたので、お互いに接触を避けるための距離は人間もクマも共通して

いると感じました。しかし、口笛は余分だったかとも思っています。人間との接触を避けているクマだったから

うまく対応できたのかもしれません。どのように対応するかはそのとき次第でしょうが、突然鉢合わせたらお互

いにもっと焦っていたに違いありません。運がよかったと思いました。 

 

 

 

 

JFIK 活動 新型コロナウイルス対応 8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 9月 12日実施予定 

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 9月/12（土）、27（日）活動予定 

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 10月については 8月末に最終判断 

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月デイキャンプ中止 

学校環境教育 8月末時点で 10、11月に 5校から実

施依頼あり 

現在、スタッフ募集中 

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月は休会・リモート飲み会実施 

9月以降、状況をみて判断 

室内勉強会 2月実施 3,4,5月中止 6/19、7/21、

8/20Web会議で実施 

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 

9/26高水三山実施予定 

森こい倶楽部 当面活動自粛 当面活動自粛 

JFIK活動状況 
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寄稿① 
 

    新米森林インストラクターの活動報告 
 

河岡 裕（座間市） 

 平成 30年 1月 1日から森林インストラクターに仲間入りさせていただいています河岡です。 

同年 7月会報のリレーエッセイに「必要とされる森林インストラクターを目指し」というタイトルで投稿させ

ていだいて以来、二度目の投稿です。 

 私のインストラクターとしての当初の目論見は、フルタイム就業期間中（65 歳年度末まで）に、「チェーンソ

ー特別講習」、「刈払機安全講習」及び「自然再生士資格」を取得し、退職後フリーになれば里山保全など森林整

備部門を中心に、色々な場面で活動しようというものでした。 

 現に講習・資格は無事取得したものの、退職後フリーになるはずが別の団体で就業することになり、フルタイ

ム就業が継続することになってしまいました。 

 そんな事情で、現在は、県立座間谷戸山公園での「里山保全隊（ボランティア活動）」で下草刈り等をメイン

に取り組んでいますが、これまでの活動を何点か報告させていただきます。 

 

① 座間谷戸山公園まつり（2018） 

前日にブーステント張りを行い、当日は棕櫚バッタ作りと竹・丸太切りの補助を行いました。 

 （2019は荒天のため中止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 四季の森公園まつり（2019） 

生き物クイズラリーで園内 10か所に設けられた 

設問個所の案内・解説を行いました。 

また、満点回答者への賞品として、シュロバッタ 

（2週間前から準備したため、当日は萎れてしま 

った）を提供しました。 

 （2020は新型コロナウイルスの影響で中止） 

 

  

寄   稿 

テント張り 丸太切り用の台座（うま）＆材料 

シュロバッタ 
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③ 高田松原再生講座（2019） 

 2011（平成 23）年 3月の東日本大震災により壊滅した岩手県の高田松原を再生しようと、地元 NPO団体などが

マツの植樹・育成に取り組んでいます。 

 植樹したマツの生育を阻害しているつる植物を、ただ除去するだけではなく、活用することにより高田松原再

生活動の啓蒙にもつなげようとして、つる（葛）籠の編みを普及することになったそうです。 

 当時在職していた職場がこの活動に関与していたことから、つる籠の編み方を指導することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 里山保全隊（ボランティア活動） 

月 1回（第 3土曜日）、主に下草刈りを行っています。 

 

また、運営団体に、立木・タケの伐採方法の提供や、鋸の目立てを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これからも出来ることをコツコツと積み上げていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

 

※「棕櫚バッタ」、「つる籠」の作り方は、簡単にまとめて（バッタ：PDF版 938KB、カゴ：PDF版 509KB）いますので、

ご連絡いただければ提供いたします。 

  

つる籠編み（右側、手前から 2人目が小生） 

下草刈りの作業前 下草刈りの作業後 
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寄稿② 
 

「道端は最高!!」 
 

岡部 桂子 
 

 今年の春は新型コロナウイルスで観察会やイベントが全て中止になり、つまらない日々が続くなぁーと思って

いたら、予想に反して道端や空地の草花に感動し興奮して過ごしています。 

 私は週に 2 日ほど働いていて、電動自転車で片道 10 分の職場に毎回同じ道を通っています。コロナ禍で仕事

は半日に減ったものの、週 2 日のペースは変わりませんでした。 

 そんな時、自転車に乗りながら黄色い花のかたまりが気になり、自転車を降りました。オニタビラコだなぁー

と近づくと、オニタビラコだけじゃなく地面にはジシバリが、隣にはコウゾリナが。ジシバリを見たのは初めて！ 

ついでに見慣れたカラスノエンドウを掻き分けた時、出会いたかったカスマグサを発見。興奮しました。 

 7 年も通っている見慣れた風景が、始めて見る世界に変わった瞬間でした。今までは、ただ自転車を漕ぎなが

ら見慣れた樹木や草花を「あれね」で眺めていただけでした。コロナのお陰で帰りが昼間になり、自転車を降り

たから出会えた世界でした。それからは、何かないかと脇目を振り、地面も見るようにしながら自転車を漕ぎ、

「？」と思ったら自転車を降りました。すると、見慣れない花が、場所は違っても 1～2 週間のサイクルで、次

から次へと纏まって咲くではありませんか。クスダマツメクサ、ヤセウツボ、アカバナユウゲショウ、シロバナ

マンテマ、キキョウソウ、ノビル、ホタルブクロ、ムシトリナデシコ、コマツヨイグサ、ハナハマセンブリ… 風

景が毎回変わっていきます。 本当に今までもここに咲いていたの？ よく見てなかったので分からない… 

 それでも、今年初めて咲いた花と断言できるのが2種類あります。ハナハマセンブリとヤノネボンテンカです。

見慣れた風景の中でも「あれ？」と思う時があって、ハナハマセンブリはネジバナやツルボが咲く場所に咲いた

ので、知らない花だと気付きました。最初はムシトリナデシコかなと思って見たら、花の中心の黄色い雄しべが

目立っていて「これは何に？」。ヤノネボンテンカは車道の縁石脇にキキョウのような蕾を付けた草が気になっ

ていたら、ムクゲの様な花が咲いてビックリ。便利なスマホの写真検索で直ぐに名前もどんな花かも分かりまし

たが、どちらも私の持っている図鑑には載っていなかったので、新種を発見したような気分で興奮しました。ま

た、花壇にあったウサギノオは豪華なエノコログサって感じで、「イネ科ハンドブック」に載っていたのが逆の

驚きでした。 

 今はシンテッポウユリ、ニラが咲いています。ワルナスビは、雑草として刈られた後も直ぐに伸びてきて、ま

た花を咲かせています。土の中にはどれだけの種子が埋まっているのだろう。これから秋に向いどんな草花が咲

き、どんな姿を見せてくれるのか。来年も同じ草花に会えるのだろか。とっても楽しみです。 
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冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

★■ヤビツの森 

日 時：9月 12日（土）10時半から 14時 

集 合：「秦野駅」南口 9：20、または「ヤビツ峠駐車場」10：10 

（参加人数と車台数によっては、「秦野駅」北口 9：10（9：24発ヤビツ峠行きバスに乗車）） 

作業内容：作業地の様子見、作業路の安全点検と整備など 

持ち物：①山の作業に適した服装（山歩きの靴、作業用の手袋）、作業地は傾斜地で滑りやすいので滑りにくく

足首までを保護する作業靴や山歩きに適した靴を履いてください。手袋は軍手でなく、革製をお勧めします。②

昼食、飲み物など、食事の時に下に敷くシート。③簡単な雤具。 

作業用具：ヘルメット、作業用具の用意は不要です。 

保 険：ヤビツの活動は CONE保険の対象外です。ヤビツの活動に参加するときは、各市町村の社会福祉協議会

（略称：社協）で行っているボランティア活動保険に加入することをお勧めします。年間保険料は 350円で、来

年の 3月まで全国で有効です。各自で加入手続きをしてください。 

山ビル対策：12日には、忌避剤をもっていきますが、使い慣れた薬がある方はお持ちください。 

申し込み： yoshiit@441.cc 「吉井」まで、9月 5日ごろに交通手段、その他詳細をご連絡します。 

＊参考情報 県道から作業地へ入る林道は、がけ崩れのため車は通れません。県道から入った林道やヤビツ峠の

駐車場などに停めてください。                                (吉井記) 

 

★■名瀬谷戸の会 

名瀬谷戸の会の 9月、10月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：9月 5日（土）、14日（月）、23日（水）、10月 3日（土）、12日（月）、19日（月） 

 9月は熱中症対策のため作業時間は 9:00～12:00を基本とします。通常は 10：00～15：00です。  （福田記） 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

日 時：9月 23日(水) 19:00～21:00 

テーマ：「街道をゆく」－時空を超えて司馬遼太郎と旅をする－ 

講 師：JFIK  神田 醇一さん（22年） 

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。 

概 要：「街道をゆく」は司馬遼太郎が、1971年から 1996年（同氏の没年）まで週刉朝日に連載したもので、現

在文庫化（全 43巻）されています。 

内容は、 

 ・日本人の姿を探し求める歴史の旅 

 ・多彩で興趣あふれる紀行文 

 ・いまも新鮮 

 ・とくに、植物をはじめとする自然の役割の大きさを、様々な視点から思索・追求しています。ちなみに司馬

さんの好きな木はクスノキです。 

 この本には著者が体験し思索してきた全てが詰め込まれています。私にはこの全てを理解し検証することなど

不可能ですが、この本の深さの一端でもご紹介できれば幸いです。とにかく構えて読むことは不要、読みはじめ

れば心地よく引き込まれていきます。この本はまさに大人向けの「どこでもドア」、あなたも好きな「ドア」か

活動予定 

mailto:yoshiit@441.cc
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ら街道へ旅立ちませんか。                                  （講師記） 

※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 

 

 

■山こい倶楽部第六十五回企画「高水三山」 

山こい倶楽部第 65回企画は高水三山です。前回企画した御嶽山と多摩川を挟んで相対する山々で惣岳山、岩茸

石山、高水山の三山をめぐる奥多摩の代表的なハイキングコースで、家族連れにも親しまれているコースです。

途中岩茸石山山頂で奥武蔵、秩父の山々を臨みながら昼食をとります。 

 

日 時：9月 26日(土) 

目的の山：惣岳山（756m）、岩茸石山（793m）、高水山（759m） 

集 合：JR御嶽駅改札口 9:00 

行 程：御嶽駅～惣岳山～岩茸石山（昼食）～高水山～高源寺～軍畑駅 

歩行時間：約 4時間 30分 

標高差：561m 

持ち物：お弁当･水･雤具･その他登山に必要な物 

リーダー：松井公治(090-2811-7267) 

サブリーダー：久保典子(090-5311-1281) 

 

参加を希望される方は 9月 23 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、飲み物は十分用意してください。                 (松井記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

シオカラトンボ 名瀬の里山で     （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：8月 1日（土）9:00～12:00 

参加者：合計 44名（JFIK：7 名、地元・地域ボランティア：21名、横浜メダカの会：11名、新規会員：5名） 

作業内容：●ゾーン 6 のマダケ林エリアの保全 ●ゾーン 1 の下草刈り（2 班体制） ●ピザ窯竹林散策路

の竹柵・階段の改修 ●子供里山体験班 ●横浜メダカの会の水生生物調査 

 

 

・名瀬谷戸の会「デジタルみなし総会」 

 8月 1日付けで実施。6つの議案が承認された。 

 

作業 2回目 

8月 11日と 17日は熱中症対策で中止として、代わりに 31日に実施した。 

日 時：8月 31日（月）9:00～10:00 

参加者：合計 12名（JFIK：4 名、地元・地域ボランティア：8名） 

作業内容：●私有地上部の下草刈り ●ピザ窯竹林の散策路竹垣・階段作り 

 

（福田記） 

  

活動報告 

集合写真 

集合写真 下草刈り作業 

ゾーン 1での作業 
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■室内勉強会 「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～ 

日 時：8月 20日（木）19：00～20：40 

講 師：寺嶋 嘉春氏（日本森林インストラクター協会会長） 

会議方法：Web(Zoom)利用のオンライン会議 

参加者：JFIK,FIT(東京会）合計 41名 

 

2020年 4月から小学校の学習指導要領が新しくなり、それに対応して教科書も新しくなりました。新しい教育

課程は社会に開かれた教育課程を目指し、実施に当たっては地域の人的・物的資源を活用する、すなわち学校教

育を学校内だけで閉じずに社会と共有しようというものです。また学び方も児童が主体となり、自発的に考え意

見を発表し情報を共有しながら深められる学びを目指します。学校の外に出て体験し、観察し、調べまとめるこ

とにより深い学びに結びつけます。 

学校教育と社会教育の密接な連携が重要となるので、出前授業を実施する森林インストラクターは学校側と十

分な授業内容の打ち合わせが必要となるし、学校の教育内容についてもよく知ることが求められます。 

寺嶋さんは長年の森林環境教育の経験をもとに新しい教科書 244 冊（1年から 6 年まで、音楽・体育を除く全

教科、全出版社）に森林・樹木関連の記述がどれだけあるか調査分析をし、まとめられました。膨大な作業の結

果、分かったことは直接的に森林そのものを学ぶことは小学校 5年の社会にあるのみ。しかし森林・樹木関連で

みると社会、理科、算数、国語、生活、図工、家庭科、外国語、道徳の全教科にわたって幅広く記述が存在しま

す（4年社会では水源林、緑のダム、4年の理科では季節と生物の中で桜の木など）。 

学習指導要領の改訂により、学校側は社会教育として、われわれ森林インストラクターの出前授業を従来以上

に活用しようと考えるようになるでしょう。森林インストラクターとしては学校側が我々に期待するものをよく

理解したうえでタイアッププログラムを開発していく等の工夫や努力が必要になるでしょう。児童が興味を持つ

ようなアイスブレーキングや遊びなどを取り入れ、子供たちが主体的、対話的に深く学べるようなプログラムに

したいものです。 

考えてみれば森林や樹木は調べ学習や対話的な学習のテーマにマッチし学びの教材として大変優れています。

樹木は持続可能な資源であり、校庭や近隣の公園など身近に存在します。また日本は森林国であり、日本人の文

化・美意識も森林の影響を大きく受けています。 

森林インストラクターが小学校の森林環境教育に果たす役割は今後、ますます増加していくものと見込まれま

す。われわれはその社会的使命をはたすべくプログラムを作り上げていく等、前向きに対応していきましょう。                                          

（山内記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ギンヤンマ 名瀬の里山で     （撮影：福田渉） 
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■山こい倶楽部第六十四回「御岳山･鍋割山」 

実施日：8月 22日（土） 晴れ 

コース：JR御嶽駅(バス)～滝本(徒歩)～富士峰園地(レンゲショウマ)～七代の滝～ロックガーデン～綾広の滝～

御岳山駅(ケーブル)～滝本(バス)～JR御嶽駅 

参加者：JFIK12名（松井、辻、久保、山路、境、引田、梶浦、伊東、角田、金子 、田川、坂間） 

要 旨：国立公園である御岳山で久々の山こいを充分に楽しみ、全員が無事に下山した。 

内 容： 

滝本までバスで行き、御岳神社の参道を歩き始めた。例によって道端の植物の観察が始まるので、歩みは亀と

なる。ケーブルの御岳山駅を過ぎ、今日の目玉である「富士峰園地」のレンゲショウマを観察した。花の見ごろ

を迎えており、本日のミッション達成！である。レンゲショウマの名は、花がハスの花に，葉がサラシナショウ

マに似ていることに由来するそうである。武蔵御岳神社の参拝者の案内人である御師（おし）の集落を抜け、参

道の神代ケヤキを拝む。下見でチェックしていただいた土産物屋奥の窓越しに見えるキレンゲショウマを、土産

物屋に断った上で観に行った。信仰心篤い我々は神社の拝殿はパスし、登山家、長谷川恒男の碑が建つ所から「七

代の滝」を目指してひたすら急降下した。下る毎に滝音が近くなってくるのが期待感を増大させる。「七代の滝」

の冷水で各自思い思いのやり方で火照った体を冷やし、ここで昼食とした。水気を好むタマガワホトトギスが茶

花のように岩肌から垂れる。いとおしい。 

午後に出発すると、いきなりハシゴの様な階段と木の根が剥き出しになった急登が現れた。登りきった所にあ

る「天狗岩」で休憩。鎖のあるこの岩を登って荒行する我が隊員もいた。ここからは奥入瀬渓谷の様な「ロック

ガーデン」を行く。モミジ類の木漏れ日と苔むした岩の間からのせせらぎが心地よい。「ロックガーデン」の終

点の「綾広の滝」入口には鳥居があり、居ずまいを正して滝行の真似事をする我が隊員もいた。鍋割山の分岐ま

で出たが、猛暑且つ今年 2月以来の久々の山こいで足が慣れてないということを鑑み、安全の為に当初予定のコ

ース～鍋割山～奥の院を省略し、緩やかな山道をケーブル御岳山駅までエスケープした。ケーブルで下ってバス

に乗り換え JR御嶽駅まで戻った。 

渓流や針葉樹林帯等地形変化が多く、且つ霊峰でありスピリチュアルな雰囲気もあるコースを充分楽しんだ。

さらに日影が多かったので、真夏ではあるが比較的快適なコースであった。 

観察した主な草花：ハグロソウ、ヤマホトトギス、キバナアキギリ、カノツメソウ、マツカゼソウ、ヤマジノホ

トトギス、モミジバハグマ、ミヤマタニソバ、ミヤマタニワタシ、ヤマホロシ、オヤマボクチ、レンゲショウマ、

キレンゲショウマ、タマガワホトトギス、フシグロセンノウ                 （坂間記） 

 

 

 

 

 

  

集合写真 

富士峰園地のレンゲショウマ 
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「葉っぱはなぜこんな形なのか？」 

 

著 者：林将之 

発行日：2019年 5月 14日第 1刷 

出版社：㈱講談社発行 

価 格：1,400円＋税 

 

 この著者の本は皆さんいろいろ読んでいるのではないでしょうか。私もい

つも参考にしている本として「葉っぱで気になる木がわかる」や「葉で見わ

ける樹木」があります。他に、「樹皮ハンドブック」や「紅葉ハンドブック」

も読んでいます。「樹木の葉」という厚い本もあります。 

 これらの著者がどのようにして本を作り、どのようにしてそうなっていっ

たのだろうと気になるところでしたが、本書の「第一章 樹木図鑑を作るわ

け」にその辺の状況が書かれています。大学を卒業してフリーターをしなが

ら樹木鑑定サイトの開設、出版社への企画持ち込み、そこへの入社、そして

独立と物語としても大変おもしろいです。小学館への樹木図鑑の売り込み（三度目）とそこへのフリー編集者と

しての手伝い、そしてついに樹木図鑑「葉で見わける樹木」の発売に行きつきます。この著者の図鑑の画像はス

キャンしたものをフル活用しており、写真より鮮明です。 

 第二章以降は、「葉の形の意味を考える」、「植物と動物の絶妙な関係」、「人間は自然の中か外か」と続きます。

著者の仮説として、「樹木は鮮やかな紅葉で人間に美しいと思わせて、植物や自然を守らせている」といってお

り、さらに「人間は、自らが生き残るために、紅葉や自然の色を美しいと感じる本能と感性を備えている」と言

い換えています。 

関東からＵターンして山口県に戻り、結婚して、今は沖縄と自由な感じもいいです。        （獏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月刊ブックレビュー 

ヘクソカズラ 名瀬の里山で     （撮影：福田渉） 
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会員異動 

＜8月度の会員異動＞ 

8月31日現在会員数158名 

 

8月の月例会：休会 

 

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 

この夏は、アチチチチですね。危

険な暑さというので外遊びは極力

避けていましたが、久しぶりの山

こいに参加し心身ともにリフレッ

シュしました。（かじうら） 

編集後記 

８月の終わりに、近場の渓流で、

足だけ水に浸かってきましたが、

気温が相当高い分、余計に冷たく

感じて気持ちよかったです！ 

(松山) 


