
   

 

 

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■ヤビツの森 

日 時：11月 14日（土）10：30～14：00 

集 合：「秦野駅」南口 9：20、または「ヤビツ峠駐車場」10：10 

作業内容：作業用具の点検、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、作業用具は貸していただける見込みで、個々人での用意は不要です。 

保 険：ヤビツの活動は CONE 保険の対象外であり、これまでヤビツの活動には保険がかかっていません。今後

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 350円が必要です。加入の手続きをとってください。 

安 全（ヒル対策）：ヒルの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 吉井あてにお願いします。 

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/ 

 

活動予定 

 

目 次 
 

 1P 活動予定 

 4P 活動報告 

10P リレーエッセイ 

11P  

14Ｐ 月刊ブックレビュー 

15Ｐ 森のエピソード 

16P 掲示板 

16P 編集後記 

ガガイモ 名瀬の里山     （撮影：福田 渉） 

http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
mailto:yoshiit@441.cc


JFIK会報 2020年 11月号 

- 2 - 
 

車を出していただける方はルート概要を、同乗をご希望の方はピックアップ希望場所を書いてください。 

参加の連絡をいただいた方には、集合場所・時刻、作業などの詳細とともに 11 月 11 日ごろにお知らせします。

この日までにメールが届かなかったときは、吉井宛お問い合わせください。 

＊参考情報 県道から作業地へ入る林道は、車は通れません。車は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：11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@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。                     （吉井記） 

 

★■名瀬谷戸の会 

名瀬谷戸の会の 11月、12月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：11月 7 日（土）、16 日（月）、24日（火）、12月 5日（土）、14日（月）、21 日（月） 

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

 

★■フォレスト21「さがみの森」 

日 時：11月14日（土）、22日（日）仙洞寺山国有林19 haで定例活動予定 

集 合：JR橋本駅南口（マクドナルド前）8:30集合、レンタカー乗合移動 

申し込み：「さがみの森事務局」6日前までに下記に申し込んでください。 

☎：03-3868-9535  📩 ：sagami@moridukuri.jp                       （和田記） 

 

★■神奈川の身近な自然を訪ねて「山手の丘の自然と横浜ことはじめを訪ねる」  

日 時：11月18日（水）、21日（土）  

集 合：JR根岸線石川町駅  南口（元町口）改札外 10時 ※集合場所に注意 

今回は大橋が企画しています。 

新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、参加される方は必ずマスクの着用をお願いいたします。また、

密状態を避けるため、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。JFIK会員によるサポートスタッフは募集いたしません。 

尚、企画の詳細や新型コロナ感染防止対策について、JFIKホームページに掲載しておりますのでご覧下さい。 

（大橋記） 

★■四季の森公園「特定植物観察会～ドングリの仲間」 

日 時：当日下見 11月 3日（火）10時～12時 

本  番 11月 3日（火）13時～14時 30分 （事前予約制 定員 20 名） 

集 合：四季の森公園北口管理事務所前 本番の集合は 12時 45分 

参加申し込み：下見 資料用意の都合上、前日までにリーダーにご連絡を 

       本番 公園に電話または直接管理事務所窓口へ 四季の森公園 TEL.045-931-7910 

申込期間 10月 27日（火）～11月 2日（月） 

リーダー：松田三一春  サブリーダー：日比野聡 
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★■四季の森公園「特定植物観察会～紅葉」 

日 時：事前下見 日時未定（メーリングリストでご案内します） 

当日下見 11月 29日（日）10時～12時 

本  番 11月 29日（日）13時～14時 30分 （事前予約制 定員 20名 手話通訳付き予定） 

集 合：四季の森公園北口管理事務所前 本番の集合は 12時 45分 

参加申し込み：下見 資料用意の都合上、前日までにリーダーにご連絡を 

       本番 公園に電話または直接管理事務所窓口へ 四季の森公園 TEL.045-931-7910 

申込期間 手話通訳を必要とされる方 11月 15日（日）～21日（土）予定 

     JFIK会員を含め一般の方  11月 22日（日）～28日（土）予定 

リーダー：日比野聡  サブリーダー：松田三一春 

※本年度最後の四季の森公園特定植物観察会となります。師走間近の 1 日を、錦秋の里山で過ごしませんか。 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

日 時：11月 25日(水) 19:00～21:00 

テーマ：「飛行の理論と飛ぶ生き物たち」 

講 師：JFIK  峯岸正憲さん（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：人類は生物を模倣して飛翔を実現しました。しかし飛ぶ事が出来たのは 1900 年頃でまだ 100 年そこそ

こと歴史は浅く、特に昆虫の飛翔については、未だ解明されていないところも多くあります。 

飛行の理論というと大仰ですが、飛ぶために必要なことは何で、どのような機構で実現するかを簡単に解説し、

自然界にいる飛行のプロの実力をご紹介します。合理的な生物進化の凄さと人間の知恵を楽しんで頂ければ幸い

です。（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 

 

■山こい倶楽部第六十七回企画「高水三山」 

山こい倶楽部第 67回企画は高水三山です。9月に雨のため中止したため、今回改めて企画しました。 

8 月に企画した山こい「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：11月 15日(日) 

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･雨具･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 11月 12日（木）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                 （松井記） 

mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
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■湘南の森 

日 時：10月 9日（金）予定した月例作業は雨のため取りやめました。 

10月 24日（土）月例作業を行いました。                      （吉井記） 

 

■名瀬谷戸の会 

＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：10月 3日（土）9:00～15:00 

参加者：合計 31名（JFIK：7 名 地元・地域ボランティア：16名 横浜メダカの会：8名） 

作業内容：●ゾーン 6のマダケ林エリアの保全 ●久右衛門邸上部（私有地）の除草作業 ●道具類の確認

及び資産台帳の作成 ●横浜メダカの会の水生生物・水質調査 

 

作業 2回目 

日 時：10 月 12 日（月）

9:00～15:00 

参加者：合計 14名（JFIK：

8 名 地元・地域ボランテ

ィア：6名） 

 

作業 3回目 

日 時：10月 19 日（月）9:00～15:00 

参加者：合計 14名（JFIK：7 名 地元・地域ボランティア：7名） 

 

作業内容：2回目、3回目とも 

 ●ゾーン 6のマダケ林エリアの保全 ●久右衛門邸上部の散策路の刈草片付けが完了。さらにメダカ池縁

の草刈りと片付けも完了。●竹林間伐用マーキングテープ作り 250本完了 

（福田記） 

  

 

 

活動報告 

集合写真 ゾーン 6での作業 

集合写真（10月 12日） 集合写真（10月 19日） 
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■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）10:00～15:00 

参加者：56名（21日27名、24日29名）  

スタッフ：菅原、鈴置、坂間、廣川、昆野、吉原、花田、日比野、山路、大橋 以上10名 

コース：小田急線座間駅→星谷寺 →鈴鹿明神社 →鈴鹿・長宿湧水の里、龍源院→護王姫大明神社→座間谷戸山

公園（昼食）→小田急線相武台前駅 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で3月から実施を見合わせてきた「神奈川の身近な自然を訪ねて」ですが、

10月から再開いたしました。密状態を避けるために募集定員を50人から30人に減らし、また、マスク着用、受付

時の健康チェックなど、様々な感染防止対策をとりながらの再開となりました。 

今回は、神奈川県のほぼ中央に位置する座間を植物観察や史跡を訪ねながらの散策です。 

座間は、相模川が形成した丘陵、河岸段丘、沖積低地が広がり、段丘崖には多くの湧水が分布しています。その

ため、古くから人々の生活の場となってきました。 

坂東三十三観音の八番札所である星の谷観音（星谷寺）は、中

津原面（段丘）に位置しています。星の谷観音では、国の重要文

化財に指定されている梵鐘や昼でも星が見えるという星の井戸等

を見学、また、イチョウ、イヌマキ、タラヨウ、セイヨウヒイラ

ギ等の樹木を観察しました。 

中津原面（段丘）より下位の田名原面（段丘）に位置する鈴鹿

明神社では、ムクノキ、サルスベリ、スダジイ、ハナミズキな等

の樹木を観察しました。また、鈴鹿明神社では縄文時代後期の住

居跡が発掘されており、縄文時代からこの地域が、人々の生活の場

であったことが分かりました。そして、七五三詣、可愛かったです。 

各所の湧水を集めた細い用水が脇を流れる鈴鹿の小径では、ヒメツルソバ、ミゾホウズキ、カントウヨメナ等

が観察出来ました。 

龍源院湧水や鈴鹿の泉湧水では、中津原面（段丘）を形成する段丘礫層から湧き出る湧水の様子を観察しまし

た。 

鈴鹿の泉湧水を過ぎると県立座間谷戸山公園までは座間丘陵で

す。河岸段丘が広がる地域では、坂は少ないですが、尾根と谷が

入り組む丘陵では、坂や階段が多くなります。午前中の最後、頑

張って坂や階段を歩き、護王姫大明神社、三年坂を経て県立座間

谷戸山公園へ向かい、公園内の里山体験館で昼食としました。 

午後は、座間丘陵に広がる県立座間谷戸山公園を、キブシ、ス

ズメウリ、ミゾソバ、ガマズミ、アキノウナギツカミ、キツリフ

ネ、アオサギ等の植物や野鳥を観察しながら散策しました。里山

体験館から、湿性生態園、水鳥の池、わきみずの谷、どんぐり小

道と歩きパークセンターで休憩。全国各地で問題となっている「ナ

ラ枯れ」が公園内でも見られ、「ナラ枯れ」拡大の深刻な状況を改めて認識しました。 

パークセンターで休憩の後、小田急線相武台前駅に向かい、解散としました。 

秋の長雨がしばらく続いていましたが、幸運にも晴天に恵まれ、気持ちの良い散策を楽しむことができました。 

                                           （大橋記） 

 

星の谷観音（星谷寺）本堂 

 

県立座間谷戸山公園 

星の谷観音（星谷寺）本堂 
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■四季の森公園 自然を訪ねて ～秋の実りと草花たち～ 

日 時：10月 25日（日） 13：00～15：00 

参加者：20名（一般 19名、JFIK会員 1名） 

JFIKスタッフ：鈴置、久野、花田 

 

コロナ禍ということで参加者全員検温をし、氏名、住所、連

絡先を記入してから観察会が始まりました。参加者は完全予約

制で定員いっぱいの 20名でした。参加者を 6、7名ずつ 3班に

分けスタートしました。1 班は時計回りに、2 班は反時計回り

に進み、種子の散布方法を中心に観察しました。 

カツラの葉は黄色く色づいて枝にはバナナ状の多数の実が

見えました。落ちている実を裂いてみると中に翼のついた種

子がありました。またアキニレにはたくさんの翼の付いた実が

見られました。同じように翼がついていて風に飛ばされるよう

に工夫していますがカツラの翼は種子の変化したもの、アキニ

レは子房が変化したものと違いがわかりました。次にタデ科の

ミゾソバとアキノウナギツカミを観察しました。花は同じよう

でも葉や茎の違いを確認しました。ツリフネソウは花序が葉腋

から斜上し、キツリフネは葉腋から下垂する様子がよくわかり

ました。また、実は学名（Impatiens）通り今にも自力ではじ

けそうに膨らんでいました。ゲンノショウコの実がはじけてタ

ネを飛ばしミコシのようになっている様子も見られました。ア

メリカセンダングサとコセンダングサとの違いや、動物に付着するために実にガクの変化したとげがあるのが見

られました。ほかにもヌスビトハギやキンミズヒキ、ミズヒキなど動物付着型散布の植物もいろいろありました。

付着するのにカギではなく粘液で付着するヤブタバコやガンクビソウも観察できました。トキリマメのあざやか

な赤い鞘と黒い種子も見られました。ヨウシュヤマゴボウの赤い果軸と黒紫色の実も見られ、どちらも二色効果

で鳥にアピールしていました。ムクノキにも実がたくさんついていました。こちらも鳥に食べてもらおうと実が

熟し始めていました。また、葉がガラス質の毛でざらざらする様子を参加者に触っていただきました。午前中の

下見でコバノカモメヅルを見つけ、小さくて細長い袋果を参加者に見てもらいました。ヌルデは葉が落ちていて

ヌルデミミフシがたくさんついているのがよく見えました。ユウガギク、シラヤマギク、シロヨメナ、ツクバト

リカブト、ノダケ、タイアザミなど今咲いている草花もいろいろとありました。 

さわやかな秋空の下、少人数でゆったりと観察をすることができました。           （花田記） 

 

■四季の森公園 「特定植物観察会～キクの仲間」 

日 時：10月 4日（日）13：00～14：30 曇 

場 所：四季の森公園 

参加者：14名 公園職員 2名 

リーダー：片山、日比野  スタッフ：山口（正）、佐藤（淳） 

 感染症により春から中止されていた四季の森公園観察会が 10 月から再開されることになり、この観察会が再

開第 1号でした。12：45の集合後、検温、連絡先等の申告を行い、公園職員の方からマスク着用、互いの距離を

保つ等の注意があり、観察会がスタートしました。なるべく広い場所で説明、植物の近接観察は同種が群生して

いるところで順番に分散して行うなど、密にならないように工夫をしながら進めました。 

ツリフネソウの観察 

 

ヨウシュヤマゴボウの観察 
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 リーダーからキク科植物の概論の説明があった後、2 班に別れて出発しました。北口管理事務所の付近に百日

草が多数植栽されており、筒状花、舌状花の仕組みを密にならずに観察することができました。里山花壇の周り

では同じ仲間のヤブタバコ、コヤブタバコ、ガンクビソウについて筒状花のみで舌状花を持たないことを観察し、

粘液で動物に引っ付いて種が運ばれる引っ付き虫であることを、実際に触ってみてベタベタを感じることで確認

しました。 

 菖蒲園では渡り通路の上からタカサブロウを見学、その

奥には外来種で近年増えてきたマルバフジバカマが群生し

ていました。一方アザミの仲間は減少しておりタイアザミ

を観察したのみでした。キク科で群生していたのはシラヤ

マギク、ユウガギク、コスモス、キバナコスモスなどで、

これらについては花の構造、葉の感触、匂いなどを各自離

れて体験しました。 

 キク科でさらに観察したのはフキ、オニノゲシ、ウラジ

ロチチコグサ、ヒメムカシヨモギ、ツワブキ、ヤブレガサ、

セイタカアワダチソウ、ヒヨドリバナ、ヒメジョオン、ヨ

モギ、オオブタクサ、シロヨメナ、アキノノゲシ、アメリ

カセンダングサなどです。 

 マメ科の植物も目立っておりフジカンゾウ、ヌスビトハギ、アレチヌスビトハギ、ヤブマメ、ノササゲを見る

ことができました。タデ科のボントクタデ、シャクチリソバ、ミゾソバ、アキノウナギツカミも群生しており、

間隔を空けながら観察しました。また、ヒガンバナ、ツリフネソウが園内の随所で目を引きました。 

 班員全員が大人だった班では密になりかけても無駄な会話は控えて下さり、ほぼスムーズにできました。家族

参加で元気なお子さん達のいたもう一つの班は、大きなシマヘビを発見して盛り上がるなど活気がありましたが

少しはらはらしました。                                 （佐藤(淳)記） 

 

■室内勉強会 「美しく、逞しい！～ルーペの奥の小さな雑草たち」 

日 時：10月 23日（金）19：00～21：00 

講 師：JFIK 金子 正美さん（30年） 

会議方法：Web (Zoom) 利用のオンライン会議 

参加者：山内、久野、吉井、吉無田、梶浦、久保、神田、中澤（均）、日比野、西岡、山本（明）、大坪、松井、 

篠田、嶺、三樹、佐藤（淳）、福田・吉原（Web会議ホスト） 合計 19名 

 

講師の金子さんは御自宅のある大磯と勤め先のある神楽坂を往復する毎日で、植物を観察する時間には限りが

あるそうですが、待ち合わせなどで空いた少しの時間でも街路樹の根元に咲く小さな草花に対して、深い愛情を

込めて観察を続けていらっしゃいます。ビクセン、ニコンの 10 倍ルーペとオリンパス TG4、花を摘まむピンセ

ットを常時携帯され、いつも臨戦態勢です。「美しく、逞しい！」イチ押しの花で、金子さんが小さい草花の観

察に熱中されるきっかけとなったのはキュウリグサだそうです。花茎が伸びきりすべてのつぼみが開花した時で

はなく、まだつぼみがゼンマイ状に巻く「サソリ型花序」の状態で、直径 1cm くらいの小さな花束のような姿に

見える時がとても美しく、初めて足元に発見した際の驚きと感動は忘れられないそうです。御自身が撮影された

とても微細な美しい写真を何枚も紹介され、参加者の私たちも特別な感動を共有させていただきました。 

密にならず…、タカサブロウはどこかな？ 
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ミドリハコベとコハコベの違い、葉と実がトリカブトに似て

いるヒメウズ、オオイヌノフグリの自家受粉、受粉後のキキョ

ウソウが雌しべの下部に開ける小さな窓、ネジバナでは左巻き・

右巻きの発生頻度（ほぼ半々）、アメリカフウロの種飛ばし、開

花直後で花弁と雄しべが落ちていないヤブガラシの花、雌雄異

株のイタドリの雌しべの柱頭（先が3裂し、鹿の角のような形）、

ハキダメギクの名前の由来など盛りだくさんに解説していただ

きました。 

第二部では「この子、誰の子」と題し、どの花の種かを当て

るクイズをしました。「カマキリ頭」はカラスウリ、「悪魔の顔」

はヒシ、「アンモナイト」はアオツヅラフジ、「モヒカンヘア」の

ムクゲなどなど。一番印象に残ったのはヤブミョウガの種で、

普通に見かける暗藍色の実の皮をそっと剥がすとサッカーボー

ルのように種がくっつき合っており、ばらばらにすると 20個ぐ

らいの種になるそうです。金子さんが 100 個の実について調査

したところ平均は 22個とのことでした。 

 小さい草花の写真撮影する際のこつとしては、背景にピント

が合ってしまうのを防ぐために背後に黒い板を置くことや、直

射日光を当てたほうが却ってくっきり写ることなどを教えてい

ただきました。また参考図書として、多田多恵子さん、稲垣栄

洋さんのご紹介がありました。 

 美しい写真に魅せられ、新しい発見をたくさん体験させてい

ただき、あっという間の 2時間でした。    (佐藤(淳)記) 

 

■山こい倶楽部第六十六回企画「畔ヶ丸」 

日 時：10月 22日（木） 

参加者：リーダー：中澤(靖）、サブリーダー：久保、松井、辻、伊東、片桐夫妻 以上 7名 

コース：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〜善六ノタワ〜本棚〜西

丹沢ビジターセンター〜新松田駅 

天 候：曇 

畦ヶ丸は、西丹沢の奥で山梨との県境近くに位置するため、豊かな自然と丹沢有数の滝を静かに楽しみながら

歩ける山と言われています。今回は、大滝橋から登りビジター

センターに降りるコースです。 

時刻通りにバスが大滝橋の停留所に到着し全員集まったあと、

少し開けた場所でリーダーのブリーフィングと準備体操をして、

08:45大滝沢沿いの道を歩き始めました。丹沢山塊の辺りは伊

豆半島より早く500万年くらい前に南の海からプレート運動で

ぶつかってきたそうですが、畦ヶ丸はその後の隆起運動で地表

まで上がってきた深成岩体（トーナル岩）で形成されているた

め、緑がかった沢の岩と澄んだ水が大変きれいでした。登山道

に進むとすぐに、冬眠場所を探しているのかヒキガエルが足元

で蠢いて驚かせてくれましたが、少し歩くと早速、岩に可憐に

キュウリグサの花束 

イタドリの雌花（雌しべの柱頭が鹿の角） 

 

キッコウハグマの花（撮影：中澤靖彦） 
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咲いているイワシャジンやアキノキリンソウが出迎えてくれました。15分も歩くと、辺りはミツマタが群生して

いて、満開になる早春を想像してまた訪れようかなあ、と思わせてくれます。しかし、今の季節は秋。この辺り

からは、次々とキノコを見つけて写真を撮って、特徴や名前についての議論が始まり前に進めません。その後は、

花を見つけてしばらく止まる先方の２人とキノコに捕まる後方の３人、どちらの話も聞いてみたい２人が右往左

往するような状態で、ソーシャルディスタンスを必要以上にとりながら（？）一軒家避難小屋に向かいました。

この大滝沢沿いの登山道は花もキノコも豊富で、リンドウ、ホトトギス、シロヨメナ、ノコンギクなど、そして

キッコウハグマの可愛い花が眼を楽しませてくれて、キノコ眼はタヌキノチャブクロ、キショウゲンジ、チャア

ナタケ、クサウラベニタケなど次々見つけていたようです。 

休憩後もしばらく沢沿いを登り続け、やがて沢を離れていくつか急登をこなすと、ブナの巨木も多くなり落葉

樹林の中を気持ちよく歩いて行ける尾根道に出ました。紅葉にはまだ早い季節と思いましたが、それでも日当た

りの良い場所のヤマボウシやシロヤシオはかなり赤くなっており、ブナの黄葉と合わせて深まっていく秋を感じ

させてくれました。 

尾根道では、ブナの実がたくさん落ちていてそれを探して

いると 5mm くらいの小さな頭のキノコがそこここでみつけら

れます。土に落ちたブナの実の堅果からのびるウスキブナノ

ミタケというキノコと教わりました。今年、丹沢ではブナの

実は稀に見る大豊作だそうです。この尾根筋では、マンネン

タケ（霊芝）にも出会えました。大きなものが床の間に飾っ

てあるのはみたことがありましたが、自然に生えているもの

をみたのは初めてで、その塗装されているような光沢と、コ

ルクのような硬さに触れることができました。  

12:50 山頂直前の畦ヶ丸避難小屋に到着。この小屋は建て

替えられたばかりで、10/16 から運用開始されたそうです。窓が大きく開放的な真新しい建物で昼食休憩。トイ

レは水洗になっていて驚きです。 

 13:40 出発後すぐに畦ヶ丸山頂に到着、記念撮影をした後は下山を開始。両側が急峻に切れ落ちた尾根道を眼

下に広がる色づいた木々を楽しみながら進み、善六ノタワ（タワとはたわみのことだそうです）で稜線から外れ

て杉林や雑木林の中を進みます。相変わらず十分な距離を保ちながら、途中ハンカイシオガマ、ミヤマシキミな

ど観察しながら下っていき、西沢に降りたところで、少し沢沿いを上がって本棚という落差約 60mという大きな

滝を見学。ダイモンジソウを観察しながら、十二分にマイナスイオンを浴びてリフレッシュした後、16:25 西丹

沢ビジターセンターに到着。いつ雨が降ってもおかしくないような天気予報でしたが、幸い時々薄日がさすなか

で静かに花と樹木を楽しむ 1 日になりました。 

みなさま、お疲れさまでした。                              （片桐記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畦ヶ丸避難小屋にて（撮影：松井公治） 
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「コ・ウ・チ 美味しい事情」 

R1年 いわさきりえ 

今年 1月雪降りしきるなか歓迎会に参加。「さあ、今年は JFIKの活動に参加するぞ！」と思った矢先、COVID-19

の天災＆人災。現在、恐るおそる人の集まりゴトも再開しつつあるが、未だまだ予断ゆるさぬ状況ゆえ、私の大

好きな外食を楽しむことができず我慢の日々を過ごしている。そこで、頭の中だけでも幸を味わいたく、高知県

の外食文化を思い出してみようと思う。 

私は生まれも育ちも高知県ではないが、横浜に来る前、直近 5年ほど高知市に住まいすっかりコウチの魅力に

ハマった。また、森林インストラクターを取得するきっかけをくれた重要な地でもあることから、高知県の自然

のすばらしさについても語りたいところだが、今回はコウチの居酒屋について話をしたい。 

まず、高知県の食材はどんなものがあるか。カツオ、四万十鰻、文旦、馬路村の柚子、生姜などが有名だが、

この他にも、ウツボ、どろめ、チャンバラ貝、四万十あおさのり、はちきん地鶏、四方竹など、枚挙にいとまが

ない。おいしい食材というだけなら全国にもたくさんある。ここで、ぜひ伝えたいのは、高知県の居酒屋はレベ

ルが高い店が多いということだ。特徴は、バツグンに鮮度の良い魚介と旬の野菜を使った丁寧な料理、ゆえ、料

理がテーブルにくるまで時間がかかっても誰も文句はいわない。決して安くはないが高過ぎることもない。この

味でこの酒でこのサービスなら大満足！といえる店が圧倒的に多い。 

なぜこんなにレベルの高い居酒屋が多いのか。一つに「酒飲み文化」が発展していること、二つに「宵越しの

金は持たない」という言葉に象徴される県民性が関係していると思われる。 

一つ目の「酒飲み文化」ということでいえば、コウチを代表する料理として皿鉢料理（さわち）がある。起源は

江戸時代で宴会や法事でもてなされ、大皿に刺身、カツオのたたき、寿司、組み物（揚げ物、煮物、酢の物など）

を盛り合わせた豪快な郷土料理である。一説には、格式ばらず気軽に楽しんでくださいということ、また、大皿

をテーブルにどーんと用意すれば、台所に籠りがちな女性も最初から酒席に参加できるメリットもある。確かに

コウチ在住時、私の周りには酒豪女性多し。でーんと広がる太平洋にサンサンと降り注ぐ太陽のもとでお育ちの

せいであろう、明るく社交的、おしゃべり好き（筆者はコウチ男性のおしゃべりさんが多いことにマッコトびっ

くり！）、とにかく老若男女集ってワイワイ飲むのが好きなのだ。 

二つ目の「宵越しの金は持たない」ということでいえば、総務省の家計調査では、外食の飲酒代は 2017～2019

年の年平均で高知県が一位。この数値からも伺えるが、その日稼いだ金は飲み食いにすべて使ってしまうという

ほど、とことん飲食を楽しむ県民性なのだ。ここで、ほんの一部だが私のオススメの居酒屋とメニューを列挙し

ておこう。 

★居酒屋 「ととや」「居酒屋しゅん」「萩の茶屋」「厨房わかまつ」「釜めし初音」 

★メニュー「カツオの塩たたき」「あおさのりの天ぷら」「イタドリのお浸し」「土佐巻」 

最後になるが、一日も早く神奈川県の美味しい事情を探索できる日が来ることを切に願っている。 

  

リレーエッセイ 
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■ について 

今月号よりスタートいたします「おすすめマイ・フィールド」は、JFIK会員が活動するフィールドを紹介して

いくロングランの企画です。執筆は、そのフィールドを良くご存じの会員自身にお願いしたいと思います。原

稿は、会報に順次掲載（毎号１ヵ所を予定）するとともに、ある程度まとまったところで、JFIKホームページ

にも掲載予定です。 

 

原稿の募集は、以下の要項に則って実施します。皆さまの積極的な参画をお願いします。 

 

募集要項 

・会員の皆さんからマイ・フィールドを募集します。まずはフィールドの場所・名称等を下記担当までお知ら

せください。順次執筆を依頼します。 

・会員が動植物の観察や森林保全などで日頃活動しているフィールドを対象とします。 

・１時間程度から半日程度で回れる範囲の公園、緑地、山林などとします。一般の方が入れない場所や通行止

めなどの制限のある場所は対象外（遊歩道などから観察できれば対象）とします。 

・登山ルート・ハイキングルートなどは対象外ですが、そのフィールドを含むコースを「おすすめコース」と

して紹介いただいても構いません。 

・執筆要項（「No.1 神奈川県立東高根森林公園」を参考にしてください） 

A4 １ページまたは 2ページに収めて下さい。 

概略地図（フィールド地図またはフィールドへのルート図など）を含むことが望ましい。（地図は担当が編

集します） 

文章を補完する写真（フィールドを象徴する景色や特徴的な動植物）を１ページに１枚程度入れて下さい。 

毎月 20日頃までに下記担当までお送りいただき、編集後、月末までに会報担当に送ります。 

執筆詳細・雛形文書を執筆予定の方にお送りします。 

 

「おすすめマイ・フィールド」担当 中澤均 

Eメール：h-naka@k04.itscom.net   携帯電話：090-6185-7923 

 

  

mailto:h-naka@k04.itscom.net
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No.1 神奈川県立東高根森林公園      （中澤均） 

▶概要 

川崎市宮前区にある県立の都市公園で、川崎市のほぼ

中心に位置します。ここには樹齢 150年以上と言われ

る県天然記念物のシラカシ林を中心に雑木林、湿性植

物園、古代植物園、古代芝生広場など、多様な自然環

境が保存・復元されています。また古代芝生広場は、

弥生時代から古墳時代にかけて営まれた竪穴住居跡が

発見・発掘され、埋め戻し保存された跡地です。これ

らを含む周囲を一体として県立都市公園として整備す

ることになり、昭和 48年度から工事に着手、昭和 53

年から一部供用が始まり、現在は11.0ha(計画13.9ha）

が共用されています。この公園が自宅から一番近い自

然豊かな場所で、植物や野鳥の観察に週 1回は訪れる

マイ・フィールドとなっています。 

▶天然記念物シラカシ林 

公園の中心をなすシラカシ林が、この公園の特徴とな

っており、「森林公園」の名の由来となっています。

かつて関東地方の丘陵地帯は、シラカシ、アラカシな

どのカシ類などの常緑広葉樹の自然林であったと考え

られています。これらの自然林の多くは、人間活動に

より破壊され、残存している林は極めて少なくなって

います。そんな中で東高根シラカシ林は、かつての自然林の状態を残している、きわめて貴重な林です。シラ

カシ林は、湿性植物園から古代芝生広場の間の斜面に発達しており、うっそうとうした常緑広葉樹林独特の森

林景観を形成しています。高木のシラカシは樹高 20mにも達し、樹冠が空一面を覆い、昼なお暗い林となって

います。中層にはヤブツバキ、ヒサカキなどの常緑樹が、低木層にはアオキ、ヤツデなどが、草本層にはジャ

ノヒゲ、ヤブラン、常緑シダ類などの植物が生育しています。 

▶おすすめコース 

パークセンターからまっすぐ北方向に園路を進むと四阿

（東屋）の建つ池があり、その先の湿性植物園の木道の

左側斜面にシラカシ林が広がります(写真-紅葉の四阿周

辺の様子、背後の常緑樹林がシラカシ林)。シラカシ林の

林床は立入禁止ですが、林のほぼ中央に湿性植物園から

古代芝生広場までの階段が整備されています。古代芝生

広場からは、古代植物園・ピクニック広場経由、または

北口・湿性植物園経由でパークセンターに戻ることがで

きます。冬季であれば、公園南側にある平瀬川でカモ類

など冬鳥の観察ができますので、立寄ってみましょう。

歩き足りない方は、生田緑地まで足を延ばしても良いでしょう。 
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▶植物 

天然記念物のシラカシ林は 2.8haあり、その周辺にはコナラ、クヌギを主体とする雑木林が広がっており、林

床には様々な草花が生育しています。早春のニリンソウ、キクザキイチゲなどのスプリング・エフェメラル（春

植物）、秋のキバナアキギリ、カリガネソウ、フジバカマなど、四季を通じて多くの草花が観察できます。ま

たフジバカマを訪れるアサギマダラ、カリガネソウを訪れるホシホウジャクなど、季節の花を訪れる多くの昆

虫も観察できます。樹木の種類も多く、シラカシ林内中層・低木層の常緑樹の他に、園内にはヤマトアオダモ

やハクサンボクなど、他の公園では少し珍しい樹木も生育しています。 

湿性植物園にはアヤメ類、コオホネ、ミツガシワなど水生植物が、古代植物園にはかつて建築、繊維、食物、

薬剤などに使われていた有用植物が植栽されています。樹名板の解説を読めば勉強になります。更に、マヤラ

ン、クロヤツシロラン、コクラン、タシロランなど蘭の仲間も多く発見されています。 

▶鳥類 

園内では、シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、メジ

ロ、ウグイスなどの留鳥、キビタキ、オオルリなど

の夏鳥、ルリビタキ、シロハラ、アカハラ、トラツ

グミなど冬鳥が観察できます。早春、北口のケヤキ

に着生したヤドリギにレンジャク類が毎年のように

飛来し、野鳥カメラマンの注目を集めます（写真-

公園北口のヤドリギに飛来したヒレンジャク）。 

公園南側を流れる平瀬川では、セキレイ類、サギ類、

カワセミなどの留鳥、オナガガモ、コガモなどの冬

の水鳥類を間近に観察できます。公園から平瀬川に

向かう場合は、交通量の多いバス道を渡りますが、

バス停近くの信号のある横断歩道を渡るようにしま

しょう。時間があれば隣接する市営緑ヶ丘霊園を訪ねてみても良いでしょう。ホオジロやジョウビタキなど、

少し開けたところを好む野鳥を観察することも出来ます。上空を飛ぶオオタカ、ハイタカにも注意しましょう。 

■アドバイス 

 

▶図鑑類 

この公園で観察できる草花、樹木、野鳥の３種類の図鑑をパークセンターで販売しています（この３種類の

図鑑の製作・編集のお手伝いをしました）。また、パークセンターに季節の花マップが掲示されていますので、

園内の散策前に立ち寄ってみましょう。 

▶観察会 

当会会員(白鳥さん)が年 8回、様々なテーマで観察会を開催しています。詳細は公園掲示板をご覧ください。 

▶昼食＆休憩 

周辺にはコンビニ、定食屋、ファミリーレストラン、喫茶店などがあり、食事・休憩には困らないでしょう。 

▶アクセス 

電車とバス：JR南武線武蔵溝ノ口駅または東急田園都市線溝の口駅南口より、川崎市営バス 2番のり場（溝

15・16系統）、3番のり場（溝 10・11・17・18・19系統）に乗車、「森林公園前」で下車、徒歩約 3分 

マイカー：パークセンター前に駐車場 112台分 平日無料、休日有料（冬季は休日も無料） 

▶基本情報 

所在地：川崎市宮前区神木本町 2-10-1 公式 HP：https://www.kanagawaparks.com/higasitakane/ 

指定管理者：東高根森林公園パートナーズ（代表企業 横浜緑地株式会社、構成員 株式会社三宝緑地） 
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別冊太陽 日本の心－282 「昆虫のとんでもない世界」 

 

著 者：丸山宗利監修 

発行日：2020年 8月 30日 

出版社：平凡社 

価 格；2,400円+税 

 

 月刊「太陽」の創刊が 1963 年。それから 10 年後「よりデラッ

クスな雑誌」として、別冊太陽はスタートした。美しいビジュア

ルと豊富な資料とともに毎号一つのテーマを深く掘り下げて紹介

している。私は、書店で立ち読みしたり、図書館で見たりするの

が主で、購入することは少ないが、本棚を見たら 8 冊ほど鎮座し

ていた。山旅以外では、入江泰吉、川瀬敏郎、藤沢周平、白洲正

子、西行など個人の本が多いようだ。 

 それはさておき、今回紹介する「昆虫のとんでもない世界」は

2 年前に発行された「昆虫のすごい世界」の続編という感じにな

っている。昆虫の形や生態の多様性などを美しい写真とともに紹

介しているので眺めているだけでも楽しめる。昆虫を愛でる人、

作品にする人、研究をする人などの多彩な内容を楽しむことがで

きる。 

 なかでも、「虫撮りの哲学」として 8 人の写真家が登場している。栗林慧、海野和男、山口進、今森光彦らの

大御所の他に、最近活躍している若手昆虫写真家が撮影のことを語っており参考になる。 

 昆虫のとんでもない世界、昆虫に関わる人の奥深い世界を覗くことができると思う。          （獏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月刊ブックレビュー 
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会員異動 

＜10月度の会員異動＞ 

10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 

日 時：10月30日（金）19：00～21：00 

場 所：web上 

出席者：理事10名、監事1名、会員1名 計12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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記事・写真等の無断転載を禁じます。 

掲 示 板 

新企画「おすすめマイ・フィール

ド」が始まりました。数多くの神

奈川県内の森や公園などが紹介

されるように皆様の積極的な参画

をお願いします。（かじうら） 

編集後記 

10月号で紹介のあった、子ども森林

インストラクター認定プロジェクト

に参加しています。色々と制約はあ

りますが、子供達は伸び伸びと楽し

んでいるようです。 (松山) 


