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「子ども森林インストラクター認定プロジェクト」に係る活動について 
 

令和 2 年度文部科学省委託事業「子供たちの心身の健全な発達のための子供の自然体験活動推進事業」

（https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/mext_00687.html）に、(一社)日本森林インストラクター協

会（以下、FIJ）が「子ども森林インストラクター認定プロジェクト」を企画提案し、採択された。このプロジ

ェクトは、FIJが文部科学省から子供の自然体験活動事業の委託契約を結び、令和 2年度(令和 3年 3 月末日)ま

でに全国でおよそ 50 の森林インストラクターならではの自然体験学習プログラムを展開するものである。FIJ

では、本プロジェクトを令和３年度以降も継続して展開し、所定の回数以上の参加者に「子ども森林インストラ

クター」の資格を認定していく。 

当会では、FIJ から本プロジェクトの説明を 7 月の理事会にて受け､また JFIK 理事会の承認を得て協力するこ

ととし､以下に示す全５回の自然体験プログラムを実施することとなった。 

プログラム責任者：渡邉英夫  コアメンバー：角田昌司、中澤均、松山成二、宇佐美良徳(JFIK会員外) 

協力指導者：梶浦雄介、久保典子、白鳥元巳、辻真澄、藤川大司、的場陽子(JFIK会員外) 

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 
 

http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/mext_00687.html
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第 1回 R2年 11月 01日(日)「火起こし体験と野外クッキング」  ＠南足柄市・丸太の森 

第 2回 R2年 11月 22日(日)「新崎川の源流から河口をたどる」  ＠湯河原町・幕山公園～吉浜海岸 

第 3回 R2年 12月 26日(土)「しめ飾り作りと落ち葉焚き」    ＠南足柄市・丸太の森 

第 4回 R3年 01月 23日(土)「竹で楽器を作ろう」        ＠南足柄市・21世紀の森 

第 5回 R3年 02月 13日(土)「竹でテントを建てよう」      ＠南足柄市・21世紀の森 

以上 

 

 

 

 

JFIK 活動 新型コロナウイルス対応 9月 25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 

9/12雨天により取りやめ 

10月以降、状況をみて判断 

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 9/27、10/10、25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、9月中止 10月から再開 

自然を学ぼう 今年度は中止  

四季の森公園      

 自然を訪ねて 9月まで自粛 10月から再開 

 特定植物 9月まで自粛 10月から再開 

 マスター塾 今年度は中止  

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 18日実施 

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月デイキャンプも中止 

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 

9/25Ｗｅｂ会議で実施 10 月以降、状

況をみて判断 

室内勉強会 2/21 実施  3,4,5 月中止  6/19、

7/21、8/20、9/23Web会議で実施 

10/23Web会議で実施予定 

山こい倶楽部 3,4,5,6月中止 7月から再開 10/22畦ヶ丸実施予定 

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 の活動も徐々にではありますが旧に復しつつありますので、この新型コロナウイルスに対応する活動状況一覧の

掲載も今月限りといたします。 

JFIK活動状況 
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寄稿① 

 
    森林インストラクターになってみて 

 

 山口 正志（25期）  

森林インストラクターになってみてその後どうですか？と問われれば、「森林インストラクターの受験時より

も受験後の方が勉強しています。」と答えると思います。 

受験合格時は、今の自分でもビックリするくらい何も知りませんでした。受験前、森林インストラクター養成

講習をそもそも受けておらず、またその講習で行くと聞きます高尾山はその当時未だ一度も登っていないという

ような状況でした。試験合格後は、まず神奈川県森林インストラクターの講習を受講（14期）。また、JFIKで行

っている「神奈川の身近な自然を訪ねて」には極力参加することから活動をはじめました。 

私の現在の活動は観察会のガイドが主になると思います。JFIKは観察会でのインストラクターの層が厚いので

なかなかお鉢が回ってきません。一方で、県のインストラクターの方は活動が間伐など森の手入れがメインとな

り観察会のガイドは敬遠されがち。これ幸いとこちらの方で年 3回ほどガイドを務めることで研鑽を積んでいま

す。 

ところがガイドをする…というのは、言うは易し行うは難しで、ベースとなる知識がないと説明できません。

ですので、植物学・分類学・植生学の他、ガイドのネタ本に多田多恵子さん、稲垣栄洋さん、田中修さんをはじ

めとするかなりの数の本を読みこなしました。すると徐々にガイドの腕も上がってきました。 

植物学で言えば例えばホタルブクロ。ガイド初期のころは花の名の由来や、萼の付属体が反り返る・反り返ら

ないなどでヤマホタルブクロの見分け方などを解説していました。しかし、本を読み進めるともう一歩違う解説

ができるようになってきました。この花は雌雄異熟で、その内の雄性先熟の花。つまり、雄しべが先に花粉を出

し、その後に雌しべの受粉時期がきます。これは自家受粉を避けるためなのでしょう。しかもこの雄しべが花粉

を出す方法は手が込んでいて、雄しべは一旦未熟な雌しべに花粉をつけ萎れる。その後、雌しべの受粉時期にな

れば先が 3裂する。現在ガイドする際は花を上向きに見せ、雄性期か雌性期か確認した上でこういった話をしま

す。ガイドでは触れませんが、もっと言えばこの花は 3心皮。実をいうとこれは見える部分にヒントが隠されて

いるのですが…。 

また分類学。ガイドにあたって、ネットでの情報の仕入れも気をつかう時があります。現在は APG分類になっ

ていますが、ネットでの情報は古い新エングラー体系で記載されている場合があります。オオモミジも今やカエ

デ科ではなくムクロジ科となります。そこまでなら旧科、新科程度でまだ良いかもしれません。しかし例えば「カ

ツラの木ですが、これは花弁がない花で、原始的な花と言われています」とネットなどにも載っています。しか

し、これをそのまま解説に使うとインストラクター的には好ましくありません。APG 分類でカツラは、被子植物

としては後になって分岐した植物となっています。つまり花弁はないが、決して裸子植物のようにそもそも花弁

がないものではなく、現在は進化の過程で 2次的に花弁がなくなったとされています。また、被子植物で「原始

的」との植物学用語を使うことが適切なのは、スイレンやシキミなど一部の植物のみということもわかってきま

した。 

うんちくは本を読めば何とかなりますが、植物の同定は経験値に左右されます。これもかなり苦労を重ねてい

ます。幸い、JFIKは里山や街中での活動が多く、県のインストラクターは低山での活動が多いので、活動場所が

重ならずいろいろな植物を見ることができました。また、せっかくなので下見した植物などを載せるべくインス

タグラムを始めました。これは自身の復習にもなり一石二鳥でした。 

寄   稿 
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当初は前述の通り下見の植物などを中心にインスタへ載せていましたが、だんだん季節の山野草を載せたいと

思うようになりました。昨年は高尾山に月 1回は訪れて、ハナネコノメやタカオスミレ、セッコク、キジョラン、

シモバシラなどの花を楽しみ、インスタに掲載したりしました。ある時は陣場山から高尾山まで縦走し、ツルリ

ンドウ、シュロソウ、ヒキオコシなども載せました。

ところでそのインスタグラムですが、高山植物などの

人気が高く、自身もそちらへ興味を持つようになりま

した。もちろん、高山植生が不勉強であったという思

いもありました。そこで昨年単独で北岳に登り、キタ

ダケソウをはじめとする高山植物を見、またその際に

ライチョウを見たりブロッケン現象も経験しました。

低山や高山を経験し、少しづつですが、同定できる植

物の幅も広がってきました。 

こういった経験も徐々に実り始めました。ある時自

身がガイドをした際、お客さんに今日の観察会はどう

でしたか？と質問をすると、「知らないことが多くて、

（NHK番組の）チコちゃんにボーッと生きてんじゃない

よ！と言われているようです。」と言われ、うれしかった思い出もあります。またある団体所属の方から「山口

さんのガイドが面白いので、是非一度うちの団体の観察会のガイドをやって欲しい。」と言われるほどになりま

した。 

花の百名山でもある高尾山に一度も登ったことのない私でしたが、植物の見方も以前とは変わり、また植物を通

じて今では登山も楽しみになりました。植物のガイドはサラリーマンとしてできる時間が限られますが、楽しい

ので引き続き続けていこうと思っています。JFIKでの観察会もガイドを是非行いたいと思っています。また、山

こい倶楽部にも参加したいと思っています。こんな私ですが、引き続きご指導の程よろしくお願いします。 

 

  

北岳のキタダケソウ。花弁のないことが多いキンポウ

ゲ科ですが、よく見ると萼も花弁もありました。貧栄養

の石灰岩地に対応している種です。 

 

八ヶ岳のチョウノスケソウ、別名ミヤマチングルマ。背

丈は低いですが、これで草本ではなく木本。チョウノス

ケソウは周北極要素、似たチングルマはアジア要素と

起源が異なります。 

高尾山で見たベニバナヤマシャクヤク 
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寄稿② 

地元杉山神社 73社の巡拝 
 

坂間 至朗   

【巡拝内容】 

期間は 2013年 10月 14日～2020年 7月 21日。手段は主に自転車。数社／回の頻度で巡る。 

社の由緒、景観、境内草木等を記録し、あれば別当寺も訪れる。多くの場合、社叢林を目印に直ぐ行きつくこ

とができた。 

【杉山神社】 

白鳳 3 年(674)に忌部勝麻呂が、由布津主命
ゆ う づ ぬ し

を奉って枌（杉）山神社としたというのが由緒の一つである（諸

説あり）。正式に歴史にその名が見られるのは続日本後記の承和 5年(838)の記述である。旧都筑郡を中心に限定

的に集中する、式内社がどこか不明等なぞが多く、郷土史家先生方の研究対象となっている。杉山神社一覧は以

下 URLを参照。 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LEWJ5Wa9WBTsJl5tuYRvlNcbj1_7TESU&ll=35.54279079999997%2C139.49239339999994&z=9 

【印象に残ったこと】 

・巡拝を始めた日（発願）に訪れた社叢林の中の港北区の吉田の社（写真左上） 

・調べた住所に行っても、老人ホームの建設地になっていた鶴見区駒岡の神社 

・調べた住所に行っても無く、後日移転を知り再訪した保土ヶ谷区仏向の社 

・木が無い保土ヶ谷区の社。神は何を依り代として降臨するのだろう？ 

・合祀された杉山神社も隠れ杉山神社として訪れた。その郷士の記録を碑として残している神奈川区下菅田の

神明社。（写真右上） 

・倒れた神木のスギ株を残して祀っている中原区上丸子の社（写真右下） 

・巡礼を終えた（結願）緑区本郷の社の帰りに出会ったベニシジミ。私は胡蝶の夢を見たのか？（写真左下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【印象に残ったこと】の写真 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LEWJ5Wa9WBTsJl5tuYRvlNcbj1_7TESU&ll=35.54279079999997%2C139.49239339999994&z=9
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【JFIK も歩けば杉山神社に当たる】 

「森こい」は主として横浜市内を巡る。杉山神社に当たる。 

・三保杉山神社（2018年 10 月 7日 森こい） 

・川島杉山神社（2018年 12 月 2日 森こい)  

・蒔田杉山神社、岡村天満宮（合祀）（2020年 2月 2日 森こい） 

私がメモった蒔田杉山神社の記録を一例として記す： 

「承元 3年（西暦 1209）源頼朝の三男 貞暁法印が、鎌倉幕府の鬼門鎮

護のため伊豆国土肥の杉山から勧請し市杵島姫命
い ち き し ま

を鎮座創建。当時は風

光うるわしい海浜だったとの由。境内にクスノキ大木あり。アンパンマ

ンバスを有する幼稚園を併設」 

【巡拝を終えて】 

地元である旧都筑郡を深堀できた。自分は結局地域住民であり、自分

の存在というのは地域で私と共に在る関係（人・地理・歴史・自然・文

化 etc.）で成立していることを感じ始めた。「風土」ということばが好

きになった。年か？ 

【我が鎮守 緑区西八朔杉山神社】 

私はここの氏子である。元来神社は神社田を有しており、酒を醸造し

ていた。稲作全般にわたって神社にとって必要な物が多い。生育順に「①

稲」穂は神霊・依り代に、「②藁」は注連縄に、「③米」や「④飯・酒」

は供物にと使われている。生態的には、田は水と気候の調律装置であり、

生物多様性のゆりかごでもある。稲は、誰にも等しくそそぐお天道様の

お蔭で糖やデンプンを合成する営みができる。米酒は太陽神からのプレ

ゼント、壮大な哲学的な生態系を象徴したありがたい飲み物である。だ

から「お神酒
み き

」という。これが落ちである。  

以上 
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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：10月 17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簡単な雨具。 

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：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、10 月 10日頃に交通手段、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) 

 

■湘南の森 

日 時：10月 9日（金）、24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@441.cc 

活動報告、予定や写真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） 

 

★■名瀬谷戸の会 

名瀬谷戸の会の 10月、11月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：10月 3日（土）、12日（月）、19日（月）、11月 7日（土）、16日（月）、24日（火） 

作業時間：10:00～15:00                                     （福田記） 

 

★■神奈川の身近な自然を訪ねて「座間湧水の里・谷戸山公園に秋を訪ねる」 

日 時：10月21日（水）、24日（土） 

集 合：小田急座間駅 改札口外10：00（改札は一ヶ所） 

今回は菅原が企画しています。 

新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、密状態を避けるため、

JFIK会員によるサポートスタッフは募集いたしません。また、一般の方の

募集定員は従前の 60%とさせていただいており、申し込み状況によっては

受付締め切り期日前に受付を終了する場合があります。 

 尚、企画の詳細は、JFIKホームページに掲載されておりますのでご覧下

さい。 

活動予定 

「龍源水ホタルの公園」の湧水で回る水車 

mailto:yoshiit@441.cc
file:///C:/Users/Seiji/Desktop/no.151/yoshiit@441.cc
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
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なお、参加希望者が定員に達しましたので募集を締め切りました。               （大橋記） 

 

★■四季の森公園 観察会再開について 

コロナ禍のために中止していた観察会などが 10 月より再開することになりました。再開するに当たり公園よ

り次のような注意点が提示されましたのでお知らせします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【対策】 

①本対応は、「自然を訪ねて」および「特定植物の観察会」共通の対応とする。 

②会議室は使用しない（利用人数を 8名に限定しているため）。 

③参加者数を制限する（10 名×2班体制、計 20名を限度とする、人数はガイド及び公園関係者含まず）。 

  募集人数（ガイドの方の人数など個別の制約を考慮）は、各回の募集前に公園から神奈川会へ確認する。 

  スピーカーマイクが 2台のみのため当面は 2班体制とする。 

④参加者数を制限するため、事前予約制とする。 

  実施 1週間前より、公園管理事務所窓口及び電話にて受け付け（メール、HPは不可）。 

  ※実施 2週間前には、予約期間を公園から神奈川会へ連絡する。 

⑤開催時間は、1時間程度とする。 

⑥ガイドの声が通るようにマイクを使用する（スピーカーマイク２台は公園で用意する）。 

⑦感染予防として、ガイドはマスクまたは、フェイスシールドを使用する。 

⑧参加記録を残す。 

  当日、参加者の氏名、連絡先、体調、体温を記録する。記録用紙(参加確認書）、体温計は公園で用意する。 

  37.5度以上の方は参加不可、マスク必着。 

⑨予約受付時の「申込受付表」、および当日参加者に記入いただく「参加確認書」は 2週間保持後、廃棄する。 

  参加確認書の廃棄記録を残す「廃棄記録」により予約受付、情報管理を公園が行う。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

関係者の打合せ（9月 26日）により、次の修正などが合意された。 

・案内人の人数により 3班体制などでもよい。班分けは公園にやっていただく。 

・参加人数によってはマイクは使わなくてもよい。 

・開催時間の 15分前より受付開始。開催時間は 2時間程度でもよい。1時間にはこだわらない。 

・詳細については、観察会ごとに詰める。                             以上 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

日 時：10月 23日(金) 19:00～21:00 

テーマ：「美しく、逞しい！～ルーペの奥の小さな雑草たち」 

講 師：JFIK  金子 正美さん（30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：雑草と呼ばれる小さな植物たちは、環境の厳しい街なかの雑踏の中でも逞しく花をつけて、命をつない

でいます。ルーペを持てば、それまで気づかなかった美しく、逞しく生きる植物の世界が広がります。キュウリ

グサ、ヒメウズ、キキョウソウ等の姿をクローズアップしてお届けします。肉眼では見えなかった世界を楽しん

でいただきながら、ちょっとした小ネタを披露させていただきたいと思います。これらの小さな植物は、大都会

の街路樹の根もとにも生えていて、いつでもどこでも見ることができます。「雑草と呼ぶのはかわいそうなくら

い」美しく、そして逞しい生存戦略をもつ植物たちの世界をお楽しみください。         （講師記） 
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※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 

 

■山こい倶楽部第六十六回企画「秋の畦ヶ丸、ブナと落葉樹の森と丹沢有数の大滝を訪ねて」 

10 月の山こい倶楽部は、中澤(靖)さん企画の「畦ヶ丸」です。 

8 月に同じルートを企画していただきましたが、生憎の雨で西丹沢ビジターセンターで引き返す結果となり、10

月に改めて同じコースで実施することになりました。紅葉にはまだ少し早いとは思いますが、秋の心地よい気候

の山歩きを楽しみましょう。 

 

日 時：10月 22日（木） 

集 合：7:00小田急新松田駅富士急湘南バス発着所 

行 程：新松田駅7:15＝富士急湘南バス＝8:17大滝橋バス停ー大滝橋登山口8:30－10:00一屋避難小屋⑩ー11:00

大滝峠上⑩－12:15畦ヶ丸（昼食）13:00－13:45善六ノタワ―本棚、下棚ー16:00 西丹沢ビジターセンター16:25

＝富士急湘南バス＝17:34新松田駅   ⑩は 10分間の休憩 

歩行時間：約 7時間半 

標高差：847m 

持ち物：お弁当、水、雨具、その他登山に必要なもの（防寒具など） 

リーダー：中澤靖彦さん(090−2544−5506) 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 10月 19日（月）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。 

 

富士急バスは新松田駅で西丹沢ビジターセンターまでの往復乗車券(2,180 円)を購入すると割安です。別々に購

入すると 2,410円です。 

 

  

file:///C:/Users/Seiji/Desktop/no.151/yoshiy3.green8-1@leaf.ocn.ne.jp
mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
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■ヤビツの森 

日 時：9月 12日（土）の月例作業は、天候不良のため取りやめました。             （吉井記） 

 

■湘南の森 

日 時：9月 11日（金）月例作業を行いました。 

9月 26日（土）午前中は月例作業を行い、午後は雨のため活動を取りやめました。    （吉井記） 

 

■山こい倶楽部第六十五回企画「高水三山」 

9月 26 日(土)に予定されていた高水三山は、雨天のため中止になりました。 

 

■名瀬谷戸の会 

＜定例活動＞ 

作業 1回目   

日 時：9月 5日（土）9:00～12:00 

参加者：合計 37名（JFIK：8 名、地元・地域ボランティア：20名、横浜メダカの会：7名 見学：2名） 

作業内容：●私有地の下草刈り（2 班体制） ●子供里山体験班…ヤマユリの株数調査など ●横浜メダカ

の会の水生生物調査 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動報告 

集合写真 

子供班とメダカ班 
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作業 2回目   

日 時：9月 14 日（月）9:00～12:00 

参加者：合計 15名（JFIK：6 名 地元・地域ボランティア：9名） 

作業内容：●私有地の下草刈り（2班体制） ●ヤマユリ株数調査 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業 3回目 

日 時：9月 23日（水） 雨のため中止                           （福田記） 

 

■室内勉強会「街道をゆく～時空を超えて司馬遼太郎と旅をする～」 

日 時：9月 23日（水）19：00～21：00 

講 師：JFIK  神田 醇一さん（22年） 

会議方法：Web（Zoom）利用のオンライン会議 

参加者：角田、梶浦、河野、坂間、篠田、菅原、瀬尾、田川（裕）、田中（真）、中澤(均)、西岡、日比野、皆川、

嶺、山内、山本（明）、吉井、吉無田、hideo（iphone から）、福田・吉原〔web 会議ホスト〕 合計 21 名 

 

神田さんによると、司馬遼太郎「街道を行く」は日本人というもの、世界というものを様々な角度から見つめ

ることができる「どこでもドア」だと言う。確かに、どこの地域の話、いつの時代の話、鉄や紙、花、宗教など、

全巻の目次をたどってランダムに読み始めてもおもしろそうな本だと思った。神田さん自身の考察も JFIK 的？

な視点からの自然と人間とのかかわりや自然破壊と人間の生活、司馬さんの好きな木や花からご自身の好きな木

や花、さらに司馬さんの紀行文に絡めてご自身の旅の記憶をたどるなど、多岐にわたって興味深い話であった。

また、日本で独自の発展を遂げ日本文化を作り上げた鉄、紙、花について触れ、日本人が他のアジア人に比べ好

奇心が強く｢アジア的停滞｣から脱することができたのは豊富な鉄器や独自文化のおかげであるとも言う。｢花｣の

話では、熊本の花連（はなれん）と呼ばれる花好きの武士の秘密結社が存在して、厳しい規律の下に花を門外不

出として守ってきたという話があった。驚いたことに、その名残の組織で｢満月会｣という組織が厳しい会則とと

もに今も残り、その現会長が JFIK元会員の長井さん（すみれの長井さんです！）の叔父上にあたる方だという。

なんという巡り合わせか、長井さんのお顔が突然フラッシュバックしてさらに驚きを増した。最後に紹介された

随筆「21世紀に生きる君たちへ」は、司馬さんからの子供達に向けた「たのもしい君たちになってほしい」とい

う遺言でもあるという。 

今回、神田さんも久しぶりに｢街道を行く｣を読み返したそうだが、また新しい発見と感動が味わえたという。

その好奇心には感心したし、うらやましいとも思えた。写真も資料も豊富で、とても有意義な時間となった。 

（角田 記） 

集合写真 

下草刈り作業後 
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「鳥羽健次の山歩き「新ハイキング」掲載ガイド 88座」 

 

著 者：鳥羽健次著 

発行日：2020年 3月 31日 

出版社：新ハイキング社 

価 格：3,000円（税込） 

 

 今回は森林インストラクターの方の地味な本を紹介します。著者は

多彩な経歴をもっていますが、森林インストラクター茨城の理事もさ

れています。登山経験も豊富で日本百名山もご夫婦で 2巡されていま

す。 

 本書は、月刊誌「新ハイキング」2002年 5月号「栄蔵室―花園山」

から 2017 年 12 月号「剣山―宮川八溝」まで、著者が寄稿した記事

110件を一冊に集大成したものです。おおまかな内容は次の通りです。 

 ・グラビア写真 15点 ・山からの便り 11本  

・茨城県の山 40本  ・日本百名山 35本  ・その他 9本 

 茨城の山がメインで地味な山が紹介されています。私の知らない山

ばかりです。唯一知っている筑波山はありません。著者には茨城県の

山等について多くの人に知ってもらいたいとう郷土への熱い思いがあ

ります。観光地の案内を含めて、都道府県魅力度最下位の茨城県の魅力度アップに役立てたいとのことです。 

 この地では、自生のトキソウやサギソウが人知れず咲いており、それについて「山からの便り」で静かな文章

で書かれています。是非訪れたいと秘かな思いになりました。                   （獏） 

  

月刊ブックレビュー 
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会員異動 

＜8月度の会員異動＞ 

9月30日現在会員数158名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

日 時：9月25日（金）19：00～21：00 

場 所：web上 

出席者：理事13名、監事1名、会員4名 計18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。 

 

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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ⓒNPO法人全国森林インストラクター神奈川会  

記事・写真等の無断転載を禁じます。 

掲 示 板 

With コロナのやり方を試行錯

誤、手探りで作りつつあると感

じます。JFIK の諸活動も徐々に

再開されます。皆様の積極的な

参加をお願いします。（かじうら） 

編集後記 

近所の散歩コースを歩いていた

ら、運良くアサギマダラを間近に

見ることが出来てラッキーでし

た！ (松山) 


