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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活動予定
冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。
■ヤビツの森
日

時：12 月 12 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：作業路の整備、植樹の点検など
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。
申し込み： yoshiit@441.cc

吉井あてにお願いします。

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 12 月 5 日ごろにお知らせします。
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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。
＊コロナウイルス 感染事情などにより活動を取りやめることがあります。その場合、速やかにメールまたは電
話でお知らせします。

（吉井記）

■湘南の森
日

時：12 月 11 日（金）、19 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 12 月、1 月の定例作業予定は、次のとおりです。
日

時：12 月 5 日（土）
、14 日（月）、21 日（月）、1 月 9 日（土）、18 日（月）
、25 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：12 月 12 日（土）
、27 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「丹沢山麓・蓑毛の陽だまりを訪ねる」
日

時：12月16日（水）、19日（土）

集

合：小田急線秦野駅 改札外 9時45分（注：バスの都合で今回は9時45分です）

今回は鈴置が企画しています。
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）
■室内勉強会（オンラインで実施）
日

時：12 月 22 日(火) 19:00～21:00

テーマ：「柴田流植物観察のコツ」
講

師：森林インストラクター東京会（FIT） 柴田 規夫 氏（13 年）

講師プロフィール：東京教育大学（園芸学専攻）を卒業後、園芸会社・緑化会社に勤務後、現在は NHK 文化セン
ターなど数カ所のカルチャースクールで講師を務める。主な著書として、「植物なんでも事典（文一総合出版）、
「四季を楽しむ花図鑑（新星出版社）
」
、監修書として「くらしに役立つ木の実図鑑（PHP）
「野山で見かける山野草図鑑（新星出版社）ほか多数。
概要：植物観察会では植物の名前や見分け方を教えることが多々あります。植物の名前や見分け方を覚えること
は楽しいですが、それだけでは植物観察ではない、と私は思います。植物を観察するとは、取りも直さず、植物
の生き様を見ることにほかなりません。植物の生き様を見るには、植物それぞれが、①自分だけは何が何でも生
き続けようとする姿（私はこれを個体維持と呼んでいます）と、②自分は必死になって次の世代を残そうとする
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姿（種族保存と呼んでいます）を見ることだと思います。他にもあるでしょうが、今回はこの２つのポイントに
絞って、私流の植物観察のコツを具体的に例を挙げながらお話しようと思います。また、私がどうやって植物を
楽しんでいるかについても少しお話するつもりです。

（講師記）

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、メール記載の Zoom
ミーティング 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
■山こい倶楽部第六十八回「金時山」
12 月 13 日（日）に予定していた山こい倶楽部第 68 回企画「三国山」を山こい倶楽部第 68 回企画「金時山」に
変更します。当初予定していました三国山のルートが通行止めになっているとの情報をいただき確認に行ってき
ましたところ、通行できない状態になっていました。
そこで外輪山からの景色を楽しむことができるルートとして、次のコースに変更して実施したいと思います。
すでに申し込みをされた方でキャンセルされる方はご連絡ください。
なお、小田原駅東口 4 番バス停に行く時、地上から直接行けません。東口から一度地下へ降りてからエレベータ
ーで 4 番バス停に上がります。
日

時：12 月 13 日（日） 中止の場合、前日の 20 時までにメールでお知らせします。

集

合：小田原駅東口 4 番バス停 8 時

行

程：仙石原 9：15

8 時 10 分発桃源台行きのバスに乗ります

予定～うぐいす茶屋～金時山～長尾山～乙女峠～長尾峠～ゴルフ場〜湖尻水門〜桃源台

15：35 予定
標高差：562m
歩行時間：約 5 時間 25 分
持ち物：弁当、飲み物、雨具、防寒着、その他登山に必要な物
リーダー：久保典子（090-5311-1282）
、サブリーダー：松井公治（090-2811-7267）
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。
* 状況によって中止する場合もありますのでご了承ください。
参加を希望される方は 12 月 10 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）

■森こい倶楽部第二十四回
第 24 回森こい倶楽部をご案内しますので、新会員の皆様、家族、友人含めて、気楽にご参加ください。
テーマ：白山道から六浦道の森と名木古木（横浜市金沢区）
開催日：2021 年 1 月 10 日（日）
（第 2 週ですのでご注意ください）
集

合：京浜急行 金沢文庫駅改札 10:00

リーダー：広川 一久（26 年）
参加費：500 円（保険代含む）
所持品：名札、昼食、飲み物、雨具、筆記具など
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コロナ感染対策概要：朝の検温報告、マスク等のシールド、アルコール等消毒類の持参
プラス One テーマ:金沢八景の旧海岸線と道
申し込み：ご参加の方は、1 月 9 日迄に下記久野宛連絡ください。初参加の方は携帯電話番号もお願いします。
メールアドレス：masakihisano77@yahoo.co.jp

TEL:090-8280-1816

コース内容
金沢八景地区は、鎌倉時代の外港があり、金沢文庫・称名寺など執権北条氏の重要拠点でした。当時は内海が広
がり風光明媚な所でした。鎌倉との道は当初は白山道、朝比奈切通が出来てからは六浦道が主要ルートになりま
した。道筋には、深い森、やぐら、摩崖仏、古刹の名木古木が点在します。旧海岸線を思い浮かべながら、往時
を偲びましょう。
コース概要：金沢文庫駅→正法院→手子神社→白山道→東光禅寺→摩崖仏→（昼食）→朝比奈北市民の森→常林
寺→六浦道→宝樹院→光傳院→上行寺遺跡→瀬戸神社→瀬戸橋→金沢八景駅（解散）
トイレは各所にあります。
歩行：約 7 ㎞、若干アップダウン有、滑りにくいトレッキングシューズでおこしください。
少雨決行：荒天等で中止する場合は、前日 17:00 までに JFIK メールで連絡します。
今後の予定（状況により変更も有り）
2 月 7 日（日）
：旧鎌倉街道村岡の珍樹・保存木と川名清水谷戸（藤沢市）
3 月 7 日（日）
：鶴嶺神社大銀杏と氷室椿園（茅ヶ崎市）
（リベンジ）
4 月 4 日（日）
：女坂花桃と目久尻川崖線湧水緑地（藤沢市・綾瀬市・海老名市）
■鳥こい倶楽部

（久野記）

2020 シーズン第 1 回

鳥こい倶楽部の 2020 シーズンを開始します。第 1 回企画は「多摩川・東高根森林公園」です。参加申し込みは、
お名前に年齢を添えて中澤（均） h-naka@k04.itscom.net までお願いします。
●2020 シーズン第 1 回「多摩川・東高根森林公園」
（案内人：日比野聡）
多摩川は、奥多摩、奥秩父、大菩薩、高尾、多摩丘陵等の水を集め、下流部は神奈川・東京の都県境を成して東
京湾に注ぐ一級河川です。今回訪ねる二ヶ領宿河原堰は、二ヶ領用水へ多摩川の水を引くための堰の一つで、冬
はカモ類など多くの水鳥が集まります。東高根森林公園は、冬にはヒレンジャク、ミソサザイ、トラツグミなど
を目当てに多くの鳥好きが集う公園です。
日

時：12 月 24 日（木）9:30～15:00 頃

集

合：JR 南武線 登戸駅改札外 9:30

解

散：東高根森林公園付近バス停 15:00 頃（溝の口駅行・向ヶ丘遊園駅行などのバスに乗車可）

予定コース：登戸駅（集合）→二ヶ領宿河原堰・二ヶ領せせらぎ館→川崎市緑化センター（昼食）→久地駅→緑
ヶ丘霊園→東高根森林公園→平瀬川→バス停（解散）
参加費：500 円（CONE 保険・資料代含む）
装備等：冬のハイキングの服装（雨具・防寒具含む）、お弁当、飲み物、双眼鏡、スコープ（お持ちの方）、野鳥
図鑑、マスク等
参加対象：JFIK 会員、会員の家族・友人・知人（万一の場合、会員から連絡可能な方に限ります)
参加申し込み：2 日前までに E メールで中澤均 h-naka@k04.itscom.net まで。
CONE 保険に加入しますので、お名前と年齢をお知らせください。
中止判断：雨天・荒天予報、感染拡大の場合は中止します。中止の場合は、
前日夕方までに JFIK-ML にてお知らせします。
その他：途中で参加、途中で離脱も可能です（参加費は同じ）
（昼食後、久地駅で南武線に乗車可能です）
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★新型コロナウイルス感染拡大防止策
・国や地元自治体から非常事態宣言や外出自粛要請などが出されている場合は、観察会を中止します。
・発熱や咳などの症状のある方（案内人も含む）は参加をご遠慮ください。
・参加費はお釣りのいらない様にお願いします。
・鳥合わせ資料（チェックリストなど）は、原則事前にメールでお送りしますので、印刷してお持ちください。
・行動の際は、咳エチケットを守り、1m 以上、出来れば 2m 以上のソーシャルディスタンスを確保し、これが
難しい場合は、マスクやマウスシールドなどを着用下さい。
・観察の際は大声を出さない、接近しあって観察しないなど配慮下さい。
・双眼鏡などの貸し借りをしないで下さい。
・スコープは持ち主のみが操作し、他の方が覗く場合は接触しない様に注意下さい。
メガネ着用の場合は、安心してご利用いただけると思います。
普段メガネを着用されない方は、100 円ショップなどで販売されている伊達メガネ（PC メガネなど）を着用
いただくと安心です。
・参加者が多い場合は、１班７名以下程度のグループに分けて行動します。
◆2020 シーズンの今後の予定
・第 2 回 1 月 30 日(土) 境川遊水地公園(山路)
・第 3 回 2 月 17 日(水) 酒匂川・狩川(角田)
・第 4 回 3 月 20 日(土) 多摩川河口(中澤（均）)
・第 5 回 4 月 7 日(水) 葛西臨海公園(松井)
・第 6 回 5 月 14 日(金) 八菅山いこいの森(池田（倫）)
・第 7 回 6 月 2 日(水) 照ヶ崎と湘南平(金子（正）)
日程・場所は変更になる場合があります。
詳細は各開催日の１か月前ほどに JFIK-ML で案内します。
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活動報告
■子ども森林インストラクター推進プロジェクト｢第 1 回 火おこし体験と野外クッキング｣
日 時：11 月 1 日（日）10：00～15：00

場 所：南足柄市 森林公園｢丸太の森｣

参加者：合計 25 名（JFIK：8 名、地元スタッフ：1 名、小学生 13 名(小 1～6) ､付添い保護者 3 名）
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」を受け、
日本森林インストラクター協会「子ども森林インストラクター認定プロジェクト」が始まり、神奈川地区でも JFIK
主導で第 1 回の自然体験教室が行われた。天気もまずまずの中、受付終了後に参加者 16 名を 4 班に分け丸太の
森キャンプ場に向かう。火おこし体験の後、おこした火で昼食のバーベキューを行う予定だったが、キャンプ場
特有の湿気のせいか火種まではできたものの、とうとう火をおこすには至らなかった。しかし、その難しさが子
供たちに｢火｣を点けたようで、必死に取り組む姿が中々頼もしかった。バーベキューで満腹になり、ねじねじパ
ンを竹に巻き付けて焼き始めた頃にはすっかりグループもまとまり、食だけでなく人との絆も味わうことができ
たのではないかと思う。

（角田記）

集合写真

火おこし体験

■子ども森林インストラクター推進プロジェクト｢第 2 回 新崎川の源流から河口をたどる｣
日

時：11 月 22 日（日）9：30～15：00

場 所：湯河原町 幕山公園～新崎川～吉浜海岸

参加者：合計 15 名（JFIK：4 名、地元スタッフ：2 名、小学生 7 名
(小 3～6) ､付添い保護者 2 名）
幕山公園管理棟前の広場にてオリエンテーションの後、グループに
分かれてネイチャービンゴをしながら源流へ。晩秋のこの時期にして
は珍しくアサギマダラが見られ、前週に下見確認していた場所ではキ
ジョランの葉っぱに卵、幼虫も。アサギマダラは、人気の「鬼滅の刃」
のシーンで登場することもあり、子供達の食いつきが違いました。
源流の森では、子供達から「ここから水が出てきているよ！」と教
えてくれ、小学 4 年生の子供は、授業で水源林の話を習ったらしく、

源流を目指す

緑のダムの話にも頷いていたのが印象的でした。
午後からは遠目に海を眺めながら、ひたすら海岸まで散策。中流では
ラッキーなことにカワセミなど色々な野鳥が見られたこともあり、子供
達も退屈せずに歩けました。
ゴールの吉浜海岸では、波の音と磯の香りが出迎えてくれました。
さすがの長旅に子供達もぐったりかな？と振り返ると、思い思いにビー
チコーミングしたり、
裸足になって砂浜を走ったり、
石を積み始めたり。
子供の体力と好奇心って、ホントにうらやましい！と感じた上り下り
の多いジェットコースターの旅でした。

（松山記）
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■ヤビツの森
日

時：11 月 14 日（土）晴

秋空の下、8 名が参加して作業路の点検などを行いました。
（吉井記）

作業路の点検
■湘南の森
日

時：11 月 13 日（金）10 名が参加してハイキング路整備

など月例作業を行いました。
11 月 28 日（土）予定した月例作業は中止しました。
（吉井記）

ハイキング路整備
■名瀬谷戸の会
【１】＜定例活動＞
作業 1 回目
日

時：11 月 7 日（土）9:00～15:00

参加者：合計 36 名（JFIK：6 名 地元・地域ボランティア：24 名 横浜メダカの会：6 名）
作業内容：●ゾーン 6 のマダケ林エリアの保全

●11 月 10 日の品濃小 1・2 年生の合同遠足事前準備

●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

集合写真

子供班は稀少植物に印を付けた(11 月 10 日の準備）
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作業 2 回目
日

時：11 月 16 日（月）10:00～15:00

参加者：合計 16 名（JFIK：8 名 地元・地域ボランティア：8 名）
作業 3 回目
日

時：11 月 24 日（火）10:00～15:00

参加者：合計 18 名（JFIK：8 名 地元・地域ボランティア：10 名）
作業内容：2 回目、3 回目

●ゾーン 6 のマダケ林エリアの保全 ●古いモウソウチク選木と伐採マーキング作業

集合写真（11 月 16 日）

伐採マーキング作業（11 月 16 日）

ゾーン 6 での作業（11 月 24 日）

集合写真（11 月 24 日）
【２】その他

・令和２年度林野庁「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」現地調査 11 月 13 日（金）
・品濃小 1・2 年生合同遠足

11 月 10 日（火）

・名瀬小 4 年生第 1 回里山探検学習 11 月 25 日（水）
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■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）10:00～14:30

両日ともに晴

参加者：56名（18日26名、21日30名）
スタッフ：菅原、鈴置、広川、昆野、吉原、花田、山路、田口、大橋
コース：石川町駅→山手イタリア山庭園→山手公園→テニス発祥記念館→妙香寺→べーリック・ホール →
外国人墓地→港の見える丘公園（昼食）→アメリカ山公園→ジェラール水屋敷と瓦・煉瓦工場跡 →
元町厳島神社（解散）
前回に引き続き、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、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実施いたしました。また、入館にあたり参加者名簿の提出を求められ
たり、スリッパの数で入館数の制限が行われたりと、新型コロナウイルス感染拡大への対応が各所で実施されて
いました。
今回は、開港後、外国人居留地とされ、各国領事館をはじめ外国人居留民の住宅やキリスト教系の学校などが
建てられ、外国の文化が流れ込み、様々な「ことはじめ」が誕生した山手の丘を、植物観察や日本初の西洋式公
園や洋館などの史跡を訪ねながら散策しました。
最初から急坂を上ることになり大変でしたが、大丸谷坂を上り、山手
イタリア山庭園を訪ねました。庭園では、ブラシノキ、フェイジョア、
ゴモジョ、イタリアンサイプレス、プンゲンストウヒ等の樹木を観察し
ました。黄葉を始めたメタセコイアの並木がきれいでした。
カトリック山手教会の先、フェリス女学院大学校門脇では、横浜市の
名木古木に指定されている樹齢:推定400年、樹高:約19m、目通周5.2mの
タブノキを観察することができました。このタブノキは、家康が徳川幕
府を開いた頃からこの地に根を張っている事になります。
日本初の西洋式公園である山手公園では、樹齢:推定100～130年のヒマ
ラヤスギを観察することができました。ヒマラヤスギは、横浜開港直後
に、イギリス人がインドより種子を輸入し、この地に植えたのが始まり
とのこと。また、山手公園は、日本で最初のテニスクラブ（レディース ロ

横浜山手テニス発祥記念館

ーン テニス アンド クロッケークラブ）
が誕生した地でもあるとのこと。
横浜開港150周年を記念して「はまみらい」と名付けられたバラが奇麗に
咲いていました。大変良い匂いも。
吹奏楽発祥の地や君が代発祥の地と伝えられている妙香寺、日本初のビ
ール醸造所が建設された地、西洋館のベーリックホール、外国人墓地等を
経て、港の見える丘公園で昼食としました。
港の見える丘公園には、横浜市の花であるバラがきれいに咲いていまし
た。また、公園からは、山下埠頭に設置された全高18mのガンダムを見る
ことができました。
午後は、横浜地方気象台のソメイヨシノの標本木、ジェラールの西洋瓦・
レンガ工場跡、横浜村名主石川徳右衛門の屋敷跡等を訪ね、元町厳島神社
で解散としました。

（大橋記）

山手公園でヒマラヤスギの観察
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■四季の森公園

「特定植物観察会～ドングリの仲間」

日

時：11 月 3 日(祝･火)

13：00～14：30 晴

場

所：四季の森公園 はす池､あし原湿原周辺

参加者：一般参加者 17 名(内子供 2 名) 公園スタッフ 2 名 JFIK スタッフ 4 名（佐藤(淳)、日比野、松田、嶺）
朝降っていた雨も上がり、暖かい日差しの中の観察会になりました。
事前に予約した参加者は JFIK スタッフを含め 12：45 公園北口広場に集
合、新型コロナウイルス対策のため検温の後氏名と連絡先を書いた用紙
を提出します。
まず公園サイドよりコロナ対策のマスク着用、説明時のソーシャルデ
ィスタンス等の説明がありました。例年ではパワーポイントを使った解
説をして観察に行くのですが、今年は会議室が使えないので北口広場で
の口頭説明となりました。17 名を 2 班に分け、はす池とあし原湿原を時
計回りと反時計回りに分かれて出発。

1 班 ドングリスポットでのコナラ､
クヌギの説明

この公園には 7 種類のドングリの木がありますが、このコースで見ら
れるのはシラカシ､コナラ､クヌギ､クリ、マテバシイの 5 種類です。この
内広場のそばにあり最初の説明の対象となったマテバシイはまだ木が小
さく､これまで実をつけた事がありません。持参のドングリの写真で形状
や食べ方を解説しました。
観察はドングリを中心に行いましたが、スタッフは他の特徴ある木々
や、この時期花を付けている草本についても説明をします。広場のカツ
ラは枯葉の醤油煎餅のような香り､バナナのような小さな実について、

2 班 じゃぶじゃぶ池周辺での
ドングリの説明

はす池前では横浜市のシンボルの木の一つであるケヤキ、本州中部以西よ
り移植されたと思われる公害に強いアキニレについて解説。また､はす池
西側散策路では紅葉の始まったニシキギに人気がありました。
次はこの公園でも代表的に多いシラカシです。公園の方針で、池と湿原
の東側はある程度の間伐が行われ､西側は放置されているそうですが、こ
ちらではシラカシが植林されたスギ、ヒノキ類を含め他の木々を圧倒して
いる感じがします。今年も実ったシラカシのドングリを見ることができま
した。

事務所前でドングリと
クラフトを配る

あし原湿原の西側散策路中間地点に小さな谷戸があり、ここにはコナラ、クヌギが並んで生えまた近くにクリ
の大きな木もあり､格好のドングリ観察のスポットとなっています。ここで里山の代表的樹木であるコナラ､クヌ
ギについて昆虫を呼ぶ生物多様性、また樹木自体の有用性についてやや詳しく説明しました。また思ったよりド
ングリが落ちており観察には好都合でした。
他の注目点としては今神奈川県で特に問題となっている「ナラ枯れ」が観察中に見られたことです。公園側の
調査では現在約 80 本の「ナラ枯れ」があり県に報告しているとのこと。
このコ－スで説明した木としては他にハナノキ、ナンキンハゼ、シナサワグルミ、ミツマタ､ホオノキ、スギ、
ヒノキ(サワラ)等です。ホオノキでは大きな葉でのお面作り、朴葉焼き、アレロパシー(他感作用)について、ス
ギ、ヒノキ類では葉や気孔での見分け方、日本の林業についても少し言及しました。
草本ではシュウメイギク、ヨウシュヤマゴボウ、シャクチリソバ、ツクバトリカブト、ノダケ、ツワブキ等で
す。この時期花が最もきれいな猛毒ツクバトリカブトについては､ニリンソウと葉が似ており後者の若芽が山菜
として食されるため､何度か事故があったことを説明。セリ科のノダケの果実ではカレー粉に似た香りを確かめ
ました。北口広場手前の石垣ではツワブキの黄色い花が美しく咲き､参加者の目を楽しませてくれました。
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両班とも 1 時間半位で事務所前に戻り、希望者にスタッフが持参した 5 種類のドングリとクラフトを配って解
散しました。
■四季の森公園

(松田記)
「特定植物観察会～紅葉」

日

時：11 月 29 日（日）13：00～14：30 曇

場

所：県立四季の森公園

参加者：一般参加者 8 名 公園職員 1 名 JFIK スタッフ 4 名（日比野、松田、佐藤(淳)、嶺）
県内のコロナ感染者増加のためかどうかはわかりませんが、一般参加者が募集定員の半分未満でしたので、公
園側とも相談の上、今回は班分けせずに全員で動くことにしました。多少列が伸びても、8 名の一般参加者に対
し４人のスタッフがいるので十分対応できるはずです。また、当初予定されていた手話通訳は、必要とされる方
の応募がなかったため取りやめとなっています。
検温や参加票の記入を早々に終え 13 時少し前から観察会を始めました。管理事務所前で、公園職員からお互
いの距離を保つこと等感染防止対策の注意がなされた後、リーダーが紅葉・落葉のしくみなどを説明しました。
そして、殆ど葉が落ちきったカツラの木を囲んでカツラの落ち葉、実、ノキシノブ、実のついたケヤキの枝を観
察後、はす池方面に移動しました。池の前でアキニレの実を観察、紅葉が緯度の高い方から低い方へ、標高が高
い方から低い方へ進むこと、1 本の木や 1 枚の葉では多くの木に共通のはっきりした規則性は見出しにくいこと
などをクイズを交えながら確認しました。
また、
例年はニシキギのそばで話題にする世界三大紅葉樹についても、
ここでふれました。道幅の狭い池の西側に進みます。ニシキギ、ハナノキ、ナンキンハゼなど軽い説明で通過、
あし原の手前で左折し、まだ緑葉のイロハモミジ、実がなっているサンシュユ、開花したばかりのソシンロウバ
イを観察しました。ここは人通りが少ないので少し立ち止まり、木についていたイロハカエデの実を交代で観察
したり、ソシンロウバイの香りを楽しんだりしました。また、他所で拾っておいた？十個のイロハカエテの実を
一度に落下させ、くるくる回りながら落ちる様子を見ることもできました。蕾をたくさんつけたミツマタの脇を
通り、しょうぶ田の木道経由で４種のカエデ属が観察できる所に向かいます。途中カエデやモミジ、イロハカエ
デ(モミジ)やタカオカエデ(モミジ)の名の由来も学びました。木道から普通の道に出た所でオオモミジ、やや進ん
でコハウチワカエデとイロハモミジ、さらに進んだ所でイタヤカエデを観察。それぞれの葉の特徴を落ち葉や木
についている葉で比較、観察しました。落ちていたイタヤカエデの実、エノキとムクノキの実も観察、カツラの
落ち葉の匂いにもふれました。よく色づいたイロハモミジの下を通ってはす池のほとりに出ると、たくさんのカ
メラのシャッター音。カワセミ２羽がそれぞれ別の石のステージに出演していました。ホオノキの落ち葉、木に
ついているコブシの葉を観察しながらじゃぶじゃぶ池手前まで移動し、雌雄のわかっているハナノキを観察、ハ
ナノキがカエデの仲間では珍しい雌雄異株であること、多くのカエデは両性花と雄性花をつける雄性同株である
ことを学びました。色づき始めたイロハモミジのアーケードを通り、やや褪せたオレンジ色に染まったウワミズ
ザクラの紅葉や満開のツワブキを観察して北口広場に戻りました。先程とは異なる実のついていないカツラの木
を観察したところで解散しました。少し肌寒くはありましたが、まずまずの観察日和でした。

しょうぶ田を通って紅葉スポットへ
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■室内勉強会 「飛行の理論と飛ぶ生き物たち」
日

時：11 月 25 日（水）19：00～21：00

講

師：JFIK 峯岸 正憲さん（30 年）

会議方法：Web (Zoom) 利用のオンライン会議
参加者：角田、梶浦、佐藤（淳）
、鈴置、瀬尾、西岡、松井、嶺、山本（明）
、吉井、吉無田、福田・吉原（Web 会
議ホスト） 合計 13 名（敬称略）
講演のテーマは始め馴染みにくい印象を受けたが、筋立てが明瞭でわかりやすいテキストであったため途中か
らは鳥や昆虫の世界に引き込まれていくようでした。
第１章では空を目指した人類として 1903 年にライト兄弟が初の動力付有人飛行を果たしたが、それ以前 1783
年にはモンゴルフィエ兄弟によって熱気球の初飛行がなされ、その後ジョージ・ケイリーが航空理論を確立しグ
ライダーの製作も行なった。コウノトリの翼型から揚力特性を纏めたオットー・リリエンタールは 1898 年に続
けていたグライダーの実験飛行の事故で亡くなっている。
第２章では“飛ぶ”方法として利用する物理力・浮力・抗力・揚力の中で自由自在さや省エネ的観点から揚力
がベストであること。その飛行機と鳥の“飛ぶ”（揚力型）メカニズムについて図や数式とボードによって詳し
い説明がされた。飛行機に生じる揚力は主翼の迎角が重要なこと、また姿勢制御は尾翼などで行い、誘導抵抗は
ウイングレットが軽減していることなど々々。鳥の揚力は翼の翼型によって生じ、推力は羽ばたきで生じている
が、高速で羽ばたくために翼を上げる際には羽の隙間を開けて空気抵抗を減らしている。また姿勢制御には尾羽
で細かいバランスを取り、風切羽によって翼端渦を軽減している。
一方、昆虫の場合は薄型の羽を高速で羽ばたくことで揚力を得ているが、流体力学で用いる慣性力と粘性力の
比であるレイノルズ数が小さい昆虫には、翅は薄型が優れていると説明がなされた。
第３章の鳥と昆虫の飛行例の紹介では、アホウドリが羽ばたかないダイナミックソアリングで１０００km も飛
行することや、トンボの特徴としてホバリングができるよう 4 つの翅が独立して動き、コルゲート翼と呼ばれる
凹凸のある形状により揚力が得やすくなっている。このトンボのコルゲート翼の特徴は小型風力発電用風車に応
用されている。鳥から学んだ飛行機開発の技術も含めて、これらの生物模倣（バイオミメティクス）にはゴボウ
の種から生まれた面ファスナー、オリンピックルールを変えたサメ肌水着、ゴルフボールのディンプルや、虫型
ドローンの開発などある。
最後に、生物の進化は合理的であり、生物そのものだけでなく人間の生活と密接に関係している。そのために
新たな知見や興味、好奇心を持ち続けたいとまとめられた。
講師の峯岸さんはＣＦＤ（数値流体解析）による羽根の設計などにかかわる仕事をされているそうです。鳥や
昆虫の飛ぶメカニズムに興味を抱かれていることにも納得できます。
記録に集中していて流体力学に門外漢の私には？？なところもありましたが、子供のころ空を飛ぶ夢を抱いてい
たのを思い出させてくれた 2 時間でした。
■山こい倶楽部
日

(吉無田 記)

第六十七回「高水三山」

時：2020 年 11 月 15 日（日） 快晴

参加者：松井（リーダー）
、久保（サブ）
、辻、境、山路、梶浦、中澤（均）
、中澤（美）
コース：9:00 御嶽駅（集合）～9:10 惣岳山登山口～10:55 惣岳山～11:55 岩茸石山（昼食）～13:05 高水山～14:50
軍畑駅（解散）
御嶽駅そばの慈恩寺にある登山口からハイキング開始です。いきなりの急登続きの中、キッコウハグマの花や
ヤブコウジの実を愛でながら歩いて行きました。登山道は殆どスギやヒノキの植林地の中でしたが、木漏れ日の
美しい林でした。
高水三山の内の一つ目のピークは惣岳山（そうがくさん、756ｍ）です。青渭神社のある山頂に 11 時前に到着
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しましたが、朝が早かったせいか、お腹が空いて来ました。ここでお昼にしようとの提案は簡単に却下され、二
つ目のピークに向かいました。いきなりの岩場の下りは少し緊張しました。
１時間ほどで展望の開けた岩茸石山（いわたけいしやま、793ｍ）に到着、お待ちかねの昼食となりました。
展望が北・西側に大きく開け、棒ノ嶺や川苔山、遠くは雲取山など、秩父や奥武蔵方面の山々を見渡すことがで
きました。
また日曜日とあって山頂は結構な人出でした。
岩茸石山から本日最後のピークである高水山（たかみ
ずやま、759ｍ）に向かうルートにはコアジサイの大群落
があり、優しく黄葉した林床が続いていました。その後
は落葉樹も徐々に増え、高水山で記念撮影の後、トイレ
のある常福院付近では紅葉も楽しめました。最後の 30 分
程は車道歩きでしたが、路肩の草花や民家の樹木を見な
がらあまり飽きることもなく軍畑駅に到着しました。
天候に恵まれ風も穏やかな約 5 時間 40 分の気持ちの良
いハイキングでした。参加の皆さん、お疲れ様でした!
（中澤（美）記）

高水山 山頂
■森こい倶楽部第二十二回
テーマ：俣野・関谷・小雀の里地・里山（藤沢市、鎌倉市、横浜市戸塚区・栄区）
実施日：11 月 8 日（日）
コース：藤沢駅→🚍→緑ヶ丘→旧モルガン邸→俣野別邸庭園→→東俣野中央公園（昼食）→関谷の里→小雀浄水
場裏（外観）→小雀公園→千秀公園→定泉寺（田谷洞窟）→洞窟前→🚍→大船駅（解散）
参加者：梶浦、山路、金子、菅原、吉原、鈴置、佐藤（淳）、田川夫妻、杉山、三樹、若林（一般）、皆川、引
田、広川、石川、久野
概要：2 月以来休止していたが、再開を果たす事ができた。日
本ナショナルトラストが保護している旧モルガン邸（レバノン
杉がシンボルツリー）、俣野別邸庭園の庭苑から、旧鎌倉街道
上道が通る俣野（横浜野菜）、関谷（鎌倉野菜）の里を通り、
小雀浄水場（外観）、小雀公園の林地・湿地を巡り、田谷洞窟
で行者気分を味わった。モルガンは横浜山手の洋館・根岸競馬
場馬見所等の設計者である。今回から、プラス One テーマとし
て、森に欠かせない水をサブタイトルに掲げてゆく。今回は小
雀浄水場の機能などを垣間見た。コロナ感染一般対策に加え、
特に接触を避けるため、資料の事前メール配信、保険リストの
事前作成などを実施した。

（久野記）
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No.2 岸根公園

（片山篤史）

▶概要
岸根公園には昨年より、篠原池にて野鳥観察や
昨年の春からザリガニ釣りを始めてから通うよう
になりました。釣ったザリガニを一晩、泥を吐か
せてザリガニ料理もしたり、秋にはドングリを拾
ったりと、私の近所の憩いの場です。俳優の阿部
寛さんは三ツ沢出身、阿部寛さんもここでザリガ
ニ釣りしたそうです。ましてや今年は新型コロナ
禍にて、緊急事態宣言は出されるわ、StayHome
にて極力外出自粛ながら、自宅周辺(港北区篠原
町)や実家(港北区鳥山町)周辺地区を散策、いつも
ならば電車やバスにての移動にて遠方にも出かけ
ていてばかりだったので、地元近くの再発見が出
来た期間でもありました。
横浜市に吸収合併される前の旧城郷村(小机、鳥山、岸根、篠原、六角橋、斎藤分町など)の中でも岸根町や
岸根公園、岸根公園内の篠原池についてコロナ禍の最中ながら掘り下げて知ることが出来ました。まだまだ調
査の途中ですが…
岸根公園は昔、斜面から水が滲み出ていてすり
鉢状の地形の谷には水田がありました。鎌ヶ谷戸
(かまがやと)と呼ばれた谷戸です。すり鉢状の地
形からは水が滲み出て水田の先には溜池の篠原池
がありました。篠原池は灌漑用の溜池として現在
の篠原町から新横浜方面に用水路が築かれていた
ということまでは判りましたが、現在では暗きょ
になってしまい、恐らく鶴見川水系の鳥山川に注
いでいたと思いますが、まだ辿れていません。
（写真上-現在の「篠原池」の様子）
戦前、横浜市は防空公園を兼ねた都市計画公園
をこの地に計画、昭和 16 年の東京五輪会場を想
定していましたが、戦争により公園整備は中止、
軍事施設として兵舎、現在の少年野球場には高射
砲 7 基、双連対空機関砲やレーダーが設置され、
米軍の B29 を高射砲にて撃墜、現在のしのはら幼
稚園付近に墜落したとか。
（写真下-かつて高射砲があった「少年野球場」）
終戦後は米軍に接収され、朝鮮戦争時は米軍施
設、ベトナム戦争時は野戦病院になりました。ベ
トナム戦争終結後、接収が解除され返還されて、
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一時は自衛隊基地とする動きもありましたが、横浜
市がこれを拒否。運動公園として岸根公園が整備さ
れます。
1974 年に総合計画が決まり、1989 年に岸根公園
が完成しました。篠原池は一部は埋め立てられ、県
立武道館になりました（写真上）
。運動公園ながら
篠原池に生物保護区もあります。
▶鳥類
篠原池にはカルガモ、バン、カワセミ、冬にはオ
ナガガモも飛来します。ムクドリ、オナガ、シジュ
ウカラ、エナガ、ヤマガラも飛来することがありま
す。
▶植物
ソメイヨシノがメインですが桜が美しく、秋には
スダジイ、マテバシイ、クヌギ、コナラ、シラカシ、
何と言ってもウバメガシの大木からはウバメガシの
ドングリがたくさん。一昨年、昨年の台風被害にて
何本か倒れましたがユリノキやプラタナスの大木、
珍しいのはキャロライナポプラの樹があること。
（写真中-秋には紅葉が見事です）
▶その他、生物
篠原池にはトンボ類、魚はメダカ、モツゴ、コイ、
フナ、ライギョ、カダヤシにグッピー、亀はクサガ
メ、ニホンイシガメ、スッポン、やたらとミシシッ
ピアカミミガメですが、危険度は少なく、小さなお
子様連れも楽しめます。是非、いらして下さい。
（写真下-家族連れで賑わう「せせらぎ広場」
）
■アドバイス
▶観察会等
公園ボランティアによる観察会が不定期に行われています。詳細は管理センターの掲示板で確認して下
さい。公園で観られる野鳥の掲示等もありますので、管理センターに寄ってみましょう。
（横浜市内の横浜市緑の協会が管理する公園のパンフレットはかなり揃います。
）
▶昼食＆休憩
コンビニ２件、レストラン、ほか弁店、スーパー、ドラッグストア付近にあり、買い物至便です。
お手洗いは少年野球場裏、ひょうたん原っぱ、中央広場の 3 か所です。
▶アクセス
電車：横浜市営地下鉄「岸根公園」下車２番出口そば(出て目前が篠原池)
▶基本情報
所在地：横浜市港北区岸根町 725 公式 HP：http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/park/kishine/
指定管理者：公益財団法人横浜市緑の協会岸根公園管理センター TEL 045-481-1697
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■

について

11 月号よりスタートいたしました「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
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月刊ブックレビュー
「身近な雑草の愉快な生き方」
著

者：稲垣 栄洋、
（絵）三上 修

発行日：2003 年 7 月 31 日初版
出版社：（株）草思社
価

格：1700 円＋税

内

容：室内勉強会「ルーペの世界」の講師 金子

正美さん推薦の本です。
50 種の雑草が紹介されています。著者は「人間は
横を向いて生きているが、雑草はつねに上を向いて
生きている」
「果てしなく広がる空と降り注ぐ太陽
の光。これこそが、雑草がいつも見ている風景」
「力
みなぎるこの感覚こそが、おそらくは雑草の気持ち
なのだ」といいます。雑草たちの生き方のたくまし
さ、
けなげさ、
したたかさに改めて驚き感動します。
そして、金子さんが、人目もはばからず道端で這い
つくばって、一心不乱に小さな花の写真を撮る気持
ちがよく分かります。
今年も我が家の小さな庭を埋め尽くした「コミカン
ソウ」もいつの間にか姿を消しました。もっとよく
観察しておくのだった。

（狛）
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掲 示 板
会員異動

月例会がweb会議で開催されました

＜11月度の会員異動＞

日 時：11月27日（金）19：00～21：15

11月30日現在

場 所：web上

退会1名

出席者：理事12名、監事1名、会員2名 計15名

会員数157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。
＜11 月度の会員異動＞
11 月 30 日現在 退会 1 名 会員数 157 名
第 6 回（令和 3 年度）通常総会開催通知

新規合格者歓迎会開催予告
日
場

時：令和 3 年 1 月 17 日(日)

下記の通り通常総会を開催します。

10:00～12:00 予定

日

時：令和 3 年 2 月 20 日（土）17:00～18:00

所：県立四季の森公園

方

法：ZOOM を使用するオンラインミーティング

当日午後開催予定の観察会下見に参加し、

会報１月号、ML にて議題等詳細をお知らせします。

その前後で事業一覧の説明を行います。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。会員異動
会費納入先のご案内
＜11 月度の会員異動＞
会 費：メール会員 3,000 円、郵送会員 4,000 円
11 月 30 日現在 退会 1 名 会員数 157 名
■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）
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。
＜11 月度の会員異動＞
11 月 30 日現在 退会 1 名

会員数 157 名

編集後記

またまた、コロナ感染が拡大して
います。とにかく年寄りは、遠出
をせずにひっそり暮らしているこ
とがいいようです。はなはだ難し
いことですが。
（かじうら）

あっという間に師走ですね。少し
ずつ、早めに大掃除を済ませたい
気持ちはありますが、いつも通り
かもしれません（笑）(松山)

発行者：NPO 法人全国森林インストラクター神奈川会（略称 JFIK） 発行人：福田 渉
編集人：梶浦 雄介
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