
   

 

 

 
 

NPO 法人全国森林インストラクター神奈川会  

理事長 田中 真次   

明けましておめでとうございます。例年と違う静かな年末年始をお過ごしのことと

思います。 

 令和 2 年、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた JFIK 会員の皆様を

始めとして、各方面の皆様に心よりお見舞い申し上げます。昨年は JFIK にとって初

めての辛い経験であったこの感染症から始まり、事業活動が大きく制限された一年で

ありました。いくつかの事業は現在でも中止を余儀なくされておりますが、たくさん

の会員の皆さまのご尽力によりいろいろな苦難を乗り越えて Zoom によるリモート理事会・月例会の毎月開催、

会報の毎月発行、ホームページの定期的な維持管理等により、JFIKインフラ業務を遅滞なく遂行することができ

ました。特に会報では、6月号にコロナ禍における「JFIK 活動再開ガイドライン」を策定、発表して秋口頃から

主要な事業も徐々に再開されており、それらの再開状況を説明する「JFIK 活動状況報告書」では森林保全部会、

森林教育部会、室内勉強会、山こい・森こい・鳥こい倶楽部におけるそれぞれの対応状況が一目で分かるように

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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お知らせしてきました。今できることに集中するという姿勢により、会員間の緊密なコミュニケーションが上手

く維持できたのではないかと思います。 

 しかしながら、昨年の 12 月に入り新型コロナウイルス感染がさらに拡大している状況を受けて、神奈川県は

「外出自粛要請」の強化を令和 3 年１月 11日まで延長して、12 月末には国内で感染力の強い新型コロナウイル

ス変異種も検出され、この感染拡大が益々不透明になり、各事業の再検討を迫られる可能性も予想されます。 

 令和 3年、新たな年が始まりました。世の中は厳しく不安な社会情勢が続き、感染防止対策をさらに優先しな

がら迎えた新年は、日常生活の過ごし方の中で挨拶の仕方一つも今までとは違うものになるかもしれません。今

こそ、約 160 名の JFIK 会員の皆様の力を結集して、豊かな経験、実績、工夫、知恵でご支援やご協力を賜りな

がら、JFIK定款の第 3条の「この法人は、一般市民等に対して森林保全活動の指導・支援や森林環境教育を行う

ことによって、豊かな自然環境を創造するとともに、すべての市民及び社会に自然愛護の精神を広めることを目

的とする。」の事業目的が以前のように再び達成され、マスクを外して自由にお話ができるように一日も早いコ

ロナの終息を願い、会員の皆様にとって素晴らしい一年になりますように心よりお祈りするばかりです。 

 

合格おめでとうございます。 

令和２年度森林インストラクター資格試験の合格者が発表されました。神奈川県在住の合格者は、次の 16 名

の方々（50音順、敬称略）です。 

 

・足立正一 ・足立千恵 ・荒井優紀子 ・有光麻子 ・大友博道 ・鈴木淳 ・髙橋利宏 ・豊川真奈 

・仲手川茂 ・中山茂樹 ・羽田直也 ・福田充広 ・藤本知可 ・水井英茉 ・三好浩幸 ・矢野武征 

 

以上の方々には、全国森林レクリエーション協会様のご協力を得て、当会の新規合格者歓迎説明会と入会案内

などをお送りさせていただきました。 

1 月 17 日（日）10 時から県立四季の森公園で行われるオリエンテーションへの参加、および当会への入会を

心よりお待ちしております。（事務局） 

  

Topics 
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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 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け 1月の予定は、未定です。                （吉井記） 

 

■湘南の森 

1月 8日に予定されている活動は、自粛の予定です。そのほかの予定は、未定です。 

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 1月、2月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：1月 9日（土）、18 日（月）、25日（月）、2月 6日（土）、15日（月）、22 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：1月 9日（土）、24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「鎌倉広町緑地から腰越の社寺を訪ねる」  

日 時：1月20日（水）、23日（土）  

集 合：湘南モノレール「大船駅」 改札口外 10時 

今回は山路が企画しています。 

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。 

なお、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 自然を訪ねて観察会「春を待つ生き物たち」  

下見   1月 11日(月･祝) 10：00～12：00 集合 10：00 

本番下見 1月 17日(日) 10：00～12：00 集合 10：00 

本番   1月 17日(日) 13：00～15：00 

集合はいずれも四季の森公園 北口事務所前 

本番は事前予約制となっています。本番の予約方法等は以下を参照ください。 

JFIKホームページ イベント情報「四季の森公園 自然を訪ねて ～春を待つ生き物たち～」 

（坂間記） 

 

なお、1月 17日(日)の本番下見に合わせて令和 2年新規合格者オリエンテーションを関係者のみで実施の予定で

す。                                            (事務局) 

活動予定 

http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
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■室内勉強会（オンラインで実施） 

1月の室内勉強会はお休みです。 

2月は以下の通り実施いたします。 

日 時：2 月 12 日（金）19:00～21:00 

テーマ：「森林インストラクターによる環境教育の成功の秘訣とは？」 

講 師：JFIK 田中真次さん（21年）                         （佐藤（淳）記） 

 

■山こい倶楽部第 69回「幕山・南郷山」 

    ～相模湾を眺める陽だまりハイクと初詣で～ 

1 月の山こいは以下のように暖かな伊豆の山歩きを企画しました。新型コロナの感染状況を見ながらやって行

きたいと思います。 

温暖な伊豆半島の付け根にある湯河原は、海と山と温泉の町です。 

幕山公園の北、大石が平で新崎川の源流を見て、幕山・南郷山に登った後、川沿いに海抜０ｍ吉浜海岸まで歩

きます。山歩きに川の源流から河口まで辿るコースを追加しました。一歩一歩、歩いた足元を太平洋の渚が迎え

てくれます。 

途中、石橋山の戦いに敗れた源頼朝が喉を癒そうとして水に映った惨めな自分の姿を嘆き自害しようとした処

を湯河原の豪族・土肥實平に制され、再起を決意したと言い伝えのある自鑑水に立ち寄り、土肥郷に逃れた源頼

朝が陣を張ったという鍛冶屋にある五郎神社で新年のお詣りもします。 

幕山では紅梅がチラホラ咲き始めています。山あり、海ありの陽だまり欲張りハイキングです。 

 

日 時：令和 3年 1月 9日（土） 

集 合：湯河原駅 3番バス乗り場 8：55（9：00発のバス乗車） 

行 程：湯河原駅＝バス＝幕山公園～大石が平～新崎川源流～幕山(625m) ～自鑑水～南郷山(610m)～ 

五郎神社(新年参拝)～吉浜海岸～湯河原駅 

歩行時間：約 5時間 

歩行距離：9㎞ 

持ち物：お弁当・飲み物・雨具・防寒具・その他一般的な登山の持ち物 

＊下見によっては、一部コース変更の可能性がありますのでご了承下さい。 

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 1月 6 日（水）までに松井までメールでお申し込みください。 

 松井公治 メールアドレス：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。                              （松井記） 

 

■森こい倶楽部第二十四回（会報 12 月号の内容を再掲します） 

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 

mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
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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 

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り、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。        （久野記） 

 

■森こい倶楽部第二十五回 

第 25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：旧鎌倉街道村岡の珍樹・保存木と川名清水谷戸（藤沢市） 

開催日：2021年 2月 7日（日） 

集 合：JR藤沢駅改札 10:00 

リーダー：久野 正樹（25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 

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:清水谷戸 

申し込み：ご参加の方は、2月 6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 

藤沢市の村岡地区は、宅地開発が進み緑深い昔の面影は薄れてしまいましたが、北は戸塚区俣野、南は鎌倉山

を越え化粧坂と鎌倉街道上の道の要所でした。西は大庭城、東は玉縄城と、坂東八平氏の祖平良文の地であり、

末裔の鎌倉権五郎景政が活躍しました。鎌倉執権北条氏所縁の寺社、小田原北条氏の砦等に、珍樹・保存木と森

が連なります。丘は富士山・相模湾等のビューポイントです。歴史地区の南に谷戸が広がり、新林公園と東レ研

究所の間の川名清水谷戸は原風景を残し、上総層群の露頭の横穴墓など珍しい風景も広がります。 

コース概要：藤沢駅🚍→柄沢神社🚻→慈眼寺→本在寺公園→日枝神社→二伝寺→村岡城址→天嶽院🚻→宮前御霊

神社→鎌倉街道上の道→兜松・八ツ嶋→神光寺・横穴墓群→川名清水谷戸🚍→藤沢駅 

歩 行：約 8㎞、若干アップダウン有り。 

少し長めのコースですが、途中エスケープバス停をご案内しますので、ご安心ください。 

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。 

 

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
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今後の予定（状況により変更も有り） 

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） 

5月 9日（日）：GW後の第 2週ですのでご注意ください 

        三輪・寺家の里山林と石楠花の高蔵寺（町田市・麻生区・青葉区）       （久野記） 

 

■鳥こい倶楽部 第 2回「境川遊水地公園」（案内人：山路洋護） 

昨シーズン第 1 回企画で訪れましたが、今回は逆コースで観察したいと思います。「境川遊水地公園」は横浜

市泉区、戸塚区、藤沢市にまたがって位置する、神奈川県立の都市公園(総合公園)です。境川の治水のため 1990

年度から工事に着手し、俣野遊水地、下飯田遊水地、今田遊水地を公園として整備してきました。2007年に一部

開園し、2019 年に 30ha で全面開園しました。冬になると多くの水鳥たちが集まってきます。近くの「天王森泉

公園」の里山では小鳥たちの混群を観察できるかもしれません。境川に合流する和泉川に沿って、野鳥を探しな

がら下飯田駅を目指します。 

日 時：1月 30日(土) 9：30～15：00頃 

集 合：小田急・相鉄・横浜市営地下鉄湘南台駅（小田急改札外）9：30 

解 散：横浜市営地下鉄下飯田駅 15：00頃 

予定コース：湘南台駅(集合)→境川遊水地公園→情報センター(昼食)→天王森泉公園→和泉川→下飯田駅(解散) 

参加費：500円（CONE保険・資料代含む） 

装 備：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、マスクなど 

参加対象：JFIK会員、会員の家族、友人、知人など(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 JFIK－MLでお知らせします） 

その他：途中で参加、離脱も可能です(参加費は同じ) 

 

★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。 

・スコープは基本持ち主のみが操作することとし、他の方が覗く場合は接触しない様に注意下さい。 

・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。 

 

◆2020-21シーズンの今後の予定 
・第 3回 2月 17日(水) 酒匂川・狩川(角田さん) 
・第 4回 3月 20日(土･祝) 多摩川河口(中澤) 
・第 5回 4月 7日(水) 葛西臨海公園(松井さん) 
・第 6回 5月 14日(金) 八菅山いこいの森(池田（倫）さん) 
・第 7回 6月 2日(水) 照ヶ崎と湘南平(金子(正)さん) 

 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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■子ども森林インストラクター推進プロジェクト｢第 3回しめ飾り作りと火起こしで焼き芋｣ 

 

日 時：12月 26日（土）10：00～15：00 

場 所：南足柄市 森林公園｢丸太の森｣ 

参加者：合計 24名（JFIK & 地元スタッフ：10名、小学生 10名(小 3～6)､付添い保護者 1名+乳幼児 3 名） 

 当日は天候にも恵まれ、すがすがしい空気の中プログラムを実行することができた。朝挨拶後、各班に分かれ

キャンプ場を目指した。第１回の時と違う道を通ることで、吊り橋に心が躍る様子や、フユイチゴ等を発見、採

取し、興味をもつ姿が見られた。 

キャンプ場につくとしめ飾り作りに挑戦。班ごとにリーダーがしめ飾りの意味、由来を説明しながら手順を子

ども達に伝えており、完成に近づくにつれ、参加者にとってしめ飾りが身近になっていきながらの活動になった。

参加者はしめ飾りを巻く向きに苦戦しながらも、「これはどうしたらいいの？」と時にリーダーの手を借りなが

ら自分のしめ飾りを完成させていった。全ての参加者がしめ飾りを作ることが出来た。 

 

昼食後は第１回のリベンジを果たすべく、火起こしにとりかかった。リーダーが声をかけるとすぐに集まり、

自ら進んで火口となる麻ひもをほぐし始め、火起こし器の準備を始める様子があった。火起こしも参加者同士で、

協力しながら行う姿が見られ、第１回の経験が活きていると感じられた。結果、全ての班で火起こし成功。「今

日はすぐに火起こせたよ！」「急に火が起きてびっくりした」と、誇らしげな表情で達成感を得ている様子であ

った。「スギは燃えやすいから集めよう」など、参加者の気づきを取り入れながら落ち葉焚きは進んだ。各班概

ね３０分ほどで焼き上がり、こんがりと焼けた焼き芋に「美味しい」と声を上げながら舌鼓を打っていた。焼き

芋は少々固かったものもあったが、これも参加者にとって印象ある、良い思い出の１つとして残ったと思われる。 

活動報告 

しめ飾り作りの様子 ： 稲わらを選んで整えて 形ができたら四手にウラジロ ユズリハに・・・ 

火起こしは難しい？ 焼き芋はうまい！ うん、難しいナ 
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 帰り際には、迎えにきた保護者にしめ飾りを見せながら今日のことを話す参加者が目についた。当日キャン

セルが出たこともあり想定よりも少ない人数であったが、ゆったりした空気の中、参加者自身気づきや発見を通

しながら、体験活動の中で各々のびのびと自然を味わった１日であった。             (藤川記) 

 

 

 

■ヤビツの森 

12月 12日（土）の活動は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け中止しました。      （吉井記） 

 

■湘南の森 

12月 11日（金）、19日（土）の活動は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け中止しました。（吉井記） 

 

■名瀬谷戸の会 

【１】＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：12月 5日（土）降雨のため中止 

 

作業 2回目 

日 時：12月 14 日（月）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） 

しめ飾りを持って集合 
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作業 3回目 

日 時：12月 21日（月） 10:00～15:00 

参加者：合計 17名（JFIK：7 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（過去に伐採したタケなどの処理、刈り払い機による伐採）●今年最

後の 21日午前中、森林作業に必要な安全装備・安全と維持管理・基本的な道具類の使用講習を実施 

 

 

【２】名瀬の里山での環境教育など 

・12月 1日（火） 東品濃小 3年生の校外学習 

・12月 15日（火） 品濃小 2年生の焼き芋体験と里山散策学習 

・12 月 12日（土）、19日（土） 里山イベント・工作大好きっ子集まれ（地元団体のミニョンと連携）(福田記) 

 

■森林保全部会野外研修 

安全研修－用具点検・動力機械の適正な使用方法－ 

開催日：12月 21日(月) 

開催場所：名瀬谷戸の会フィールド内 

参加者：JFIK7 名、地元メンバー8 名 

名瀬の里山で使用する用具について適正な状態になっているかを全員で点検し、正しい使用方法について学んだ。 

集合写真（12月 14日） 
 

ゾーン６での作業（12月 14日） 

道具類の使用講習（12月 21日 AM） 良い天気で昼休みはのんびり（12月 21日） 
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○各種繊維ロープ・スリングベルトについて傷がついていないかを目視で確認した。 

傷のある物は廃棄処分だが、ロープを短くし端末部のアイ部分を再生修理することにした。 

スリングベルトは破断荷重が表示されたタグが付いているので使用前に必ず確認する。 

安全率を考慮し予想される荷重の 2 倍の強度を持つものを使用することを学んだ。 

 

 

○安全帯は 2ｍ以上の高所に登るときには必ず使用し墜落防止を徹底する。 

○鎌・鋸・鉈・鋏の刃の状態と柄の取り付けに緩みが無いか確認し留め鋲の締め直しを行い、刃研ぎや刃の交換

が必要なものの選別をした。 

○刈払い機・チェンソー・ブロワーの動力機械はスムースに始動し駆動部分に問題が無いか試運転し、油脂の硬

化がないか、潤滑性能に問題ないかを確認した。 

エアークリーナなどの毎日点検箇所の点検方法を全員で学んだ。 

チェンソー使用時は下肢を切断防止機能保護具で守ることが必要なことを学んだ。 

動力機械使用中の周辺作業者の安全距離の取り方と機械使用者への近づき方を学んだ。 

ブロワーは空気の吸い込み口が右側にあり左手で操作すると衣服が吸い込まれることがあるので注意が必要なこ

とを学んだ。 

○ムカデ梯子はステップが座屈していないか、連結ボルトが揃っていて締め付けに支障ないかを確認した。樹木

の幹に添わせて直立させ使用することを学んだ。 

 

 

○手動ウインチ0.75トン用と1.5トン用の2種類の作動確認し、専用ワイヤー類の型くずれ(つぶれ)・摩耗(径-5%)

腐食・断線（素線 10 本以上）の無いことを確認した。 

引き寄せと送り出しのハンドル操作時に差し込み箇所を間違えないように注意が必要なことを学んだ。ブレーキ

解除方法と専用ワイヤーのセッティング方法を学んだ。 

安全装置としてハンドル部とウインチ中心軸部を継ぐ箇所にヒューズ機能を持つピンがはめ込まれており過荷重

でピンが破断しウインチ本体を護る構造になっていることを学んだ。              (和田記) 

 

スリングベルト点検 ロープ点検 

ブロワー使用方法 ムカデ梯子点検 
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■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）9:45～15:00  参加者：56名（16日27名、19日29名）  

スタッフ：鈴置、菅原、廣川、昆野、吉原、花田、山路、坂間、河野、大橋 

コース：小田急線秦野駅 → 蓑毛集落（大日堂 → 御師の家 → ワクワク広場）→ 緑水庵（昼食）→才戸の道

標 → 東公民館 → 田原ふるさと公園・実朝首塚 → 小田急線秦野駅（解散） 

10月、11月に引き続き、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。 

今回は、丹沢山地と秦野盆地の境に位置する蓑毛の集落をスタートし、初冬の里地を実朝の首塚のある「東田原

ふるさと公園」までのんびり散策しました。標高約300mに位置する大日堂から、標高約150mの「田原ふるさと公

園」まで、約150m下る、ほとんど上り坂の無いコースでした。 

16日（水）の天気は冬晴れ。19日（土）の天気は曇りで短時間でしたが想定外のあられに降られました。また、

両日とも、今シーズン最強の寒波襲来と言うことで寒かったです。 

蓑毛橋で金目川を渡り、大日堂へ。大日堂では、大日堂保存会の方に説明をしていただき、さらに、大日堂、不

動堂、閻魔堂の扉を開け、「五智如来」、「五大明王」、「地蔵菩薩像」を拝観させていただきました。境内で

は、ナギ、マンリョウ、イトヒバ、イヌツゲ等の樹木を観察しました。その後、大日堂の近くにあり、紅葉がき

れいな宝蓮寺を訪ねました。 

江戸時代、大山詣での西の玄関口にあたる蓑毛には、多くの参拝者が訪れ、その参拝者に大山信仰の布教や登

山の案内をすると共に宿を提供した多くの御師が家を構え、御師集落を形成しました。しかし、現在、大山詣で

の中心は伊勢原となり、蓑毛では、旧御師の家がいくつか残るのみとなっています。 

わずかに残された旧御師の家を見ながら金目川沿いに棚田を下り、昼食場所の緑水庵に向かいました。途中、オ

ニグルミやニッケイ等を観察しました。また、秦野盆地の地下水を保全するために設けられた水田涵養地を見る

ことができました。 

緑水庵は、秦野市今泉にあった旧芦川家住宅を移築したもので、国の登録建造物に指定されています。庭先か

らは、相模湾、伊豆大島、利島がよく見えました。 

午後は、ツルウメモドキ、クチナシ、サネカズラ等を観察しながら、大山鳥居、才戸の道標と辿り、新東名の

工事現場を通り、東公民館で休憩の後、田原ふるさと公園と実朝首塚を訪ねました。 

田原ふるさと公園へ向かう河岸段丘上の道からは、ひつじ田越しに秦野盆地の里山や大山南斜面の裾に広がる紅

（黄）葉、さらに遠くには雄大な富士山を見ることができました。残念ながら19日（土）は、富士山は雲の中で

した。 

田原ふるさと公園は、地域農業の活性化を願い整備された公園で農産物直売所が設置されています。直売所で

は、地場のダイコンや白菜等の野菜、ミカンなどの果物が並び、最後に、お買い物が楽しめました。 

さて、最盛期を過ぎた紅葉でしたが、大日堂境内、大日堂近くの宝蓮寺、緑水庵では、落葉一歩手前のイロハ

モミジやオオモミジの紅葉を見ることができました。                      （大橋記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

大日堂の見学 大山鳥居の見学 
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■室内勉強会「柴田流植物観察のコツ」 

日 時：12月 22日（火）19：00～21：00 

講 師：森林インストラクター東京会（FIT） 柴田 規夫氏（13年） 

会議方法：Web（Zoom）利用のオンライン会議 

参加者：飯河、岩崎、梶浦、片桐、金子、河野、神田、久保、坂間、佐野(淳）、菅原、鈴置、瀬尾、高橋(政）、

田川(裕）、田中(真）、辻、中澤(均）、中澤(靖）、西岡、久野、日比野、廣川、嶺、山内、山口(正）、山本(明)、

山本(洋）、吉井、吉無田、渡邉、スタッフ：吉原、福田、佐藤(淳) 34名 東京会（FIT）20名 合計 54名 

 私がこの勉強会に出席しようと思ったきっかけは、「植物観察のコツ」という表題に魅かれたからである。私

は自然のフィールドに出かけた際、植物の名前を当てること、類似植物を見分けることばかりに努めており、そ

れがなかなか上達せずにいたため、そのコツについて学べそうだと思ったからだ。しかし、柴田氏の講座は、私

の期待を良い意味で大きく裏切る内容であった。 

柴田氏曰く、「植物観察とは、植物の名前を覚えたり、見分け方を覚えたりすることではなく、植物の生き様

を見ることであり、植物の生き様を見るとは、『個体維持』と『種族保存（個体の遺伝子のコピーを残すことで、

種の保存の意味ではない）』の姿に着目することである」と。 

そこで『個体維持』と『種族保存』の着目点について話が展開された。 

『個体維持』の着目点は、1．光合成をおこなう 2．体を守るの 2点である。 

1 の光合成については、光合成に必要不可欠な「水」と「光」を求めて植物はどんな行動をとっているのかに

ついて触れた。 

「水」を求める植物の象徴的な例として、地中海性気候の地で育つ植物を挙げた。1年のうち６カ月（5～10月）

が乾季で合計雨量わずか 45mm（日本で最も雨量の少ない 12月でも 51mmの雨量がある）と水不足の期間が長い地

で育つオリーブは、葉を小さく厚く硬くして体の乾燥を防ぐ。また、サボテンは葉をつけない選択をしているな

ど。 

「光」を求める植物の例としては、尾根の岩場で菌根菌と共生するアカマツ、コクサギの葉の生え方の角度や大

小、モミのらせん状の葉の生え方など。 

2 の体を守るについては、寿司屋のショーケース内の抗菌目的で使用されるヒノキはフィトンチッドを放出し

ている、刺をつけるタラノキ、体内に毒をもつトリカブト、毛を有するハハコグサなど。 

『種族保存』の着目点は、1．花を咲かせ花粉を是が非でも柱頭につけようという試み 2．実ったタネを適切に

散布しようという試みの 2点である。 

1の花粉を柱頭に運ぶについては、風媒花と虫媒花で分けて考える。 

風媒花は、当てにならない風に頼り受粉を行うので、花粉を大量に作り、軽くし、大気中に浮きやすくする。マ

ツ、カモガヤ、スギなどがこれにあたる。 

一方、虫媒花は花粉を虫に運ばせるため、花びらをもち、色を付け、匂いを出す、花粉をべたつかせる、蜜をつ

くるなど虫に報酬を与えることも必要だ。蝶が留まりやすいよう雌しべをグンと伸ばしたコオニユリ、雄しべが

T字状で上下するトリッキーなサルビアなど、面白い花々の紹介もあった。 

2 のタネを散布するについては、風散布、水散布、動物散布、自発散布、重力散布、非散布と様々である。雨

水流散布のユウゲショウが雨に濡れると果実が開きタネが茎をつたい下降する話は興味深かった。 

最後に、柴田氏のアドバイスとして、植物の生き様を見ることができるようになるには、普段から『個体維持』

と『種族保存』に着目し、それらに結びつけようとする癖をつけること、さらに重要なことは植物を見た時すぐ

に頭からこの 2つの着眼点が浮かぶことであるとのことから、単に植物の名前を覚えることだけでなく、登山時

は植物が光や水を求めてどんな場所でどんな生育をしているのか、町内散歩時は花粉散布やタネ散布の時期にじ

っくり何度も観察してみようと思う。                            (岩崎 記) 
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■山こい俱楽部第六十八回「金時山～箱根外輪山」 

日 時：12月 13日（日） 晴 

参加者：リーダー久保、サブリーダー松井、山路、辻、引田、境、金子、中澤（靖）、仲手川 以上 9名 

コース：小田原駅＝仙石バス停～矢倉沢峠～金時神社分岐～金時山～長尾山（昼食）～乙女峠～丸岳～富士見台

～長尾峠～耕牧舎跡～桃源台バス停＝小田原駅 

内 容：ルート 138号を歩き「金時山登山口」より山道に入る

とキッコウハグマの実が迎えてくれた。良い汗をかきながら「う

ぐいす小屋」がある矢倉沢峠に着く。ここからは急登になる。

通常の茎高が 50cm以上あるマツムシソウが 10cmの高さで華麗

に咲いている。山頂近くになるとブナ林が広がって来て、コロ

ナウイルス騒ぎが噓のような人混みの金時山山頂に到着する。

写真撮影後、急坂を下る。ブナ林にヒメシャラの幹が見事に映

える。また、マユミが淡紅色の実を付けて待っていてくれた。 

展望はないが陽当りよく、広い長尾山山頂にて昼食となる。

拾得したストックのゴムキャップについて、ああだこうだと想

像が膨らみ話題が尽きなかった。 

乙女峠を経て、ハコネザサの中を長尾峠まで尾根歩きとなる。

途中、乙女峠と富士見台には展望台があり、富士山が広い裾野

を伸ばし、越前岳から愛鷹連山まで、相模湾・駿河湾も見渡せ

た。尾根からゴルフ場へ急坂を下り、林道歩きとなる。ここに

ツルリンドウの赤い実と億両とも呼ばれるミヤマシキミが実を

つけていた。 

7 時間近い行動時間であったが、好天に恵まれ、素晴らしい仲間達と楽しい山行だった。 

          （仲手川記） 

 

■森こい倶楽部第二十三回 

テーマ：吉（き）沢八景の里地、渓谷の紅葉（平塚市） 

実施日：12月 6日（日） 

コース：平塚駅（バス）→田代バス停→飛谷津の丘（トイレ）→進和ルネサンス→延命寺→布施氏長屋門→絶景

陸橋→吉沢小→吉沢公民館（トイレ）→八劔神社→ゆるぎの丘（昼食）→霧降の滝→吉沢の池→吉沢公民館（ト

イレ）→妙覚寺→樹齢二百年桜の丘→松岩寺→八劔神社→松岩寺バス停→平塚駅（解散） 

参加者：JFIK13 名（梶浦、山路、金子、菅原、佐藤（淳）、

皆川、引田、岡部（桂）、鈴木（廉）、吉井、広川、久野、

石川） 

概 要：今年度 2回目の活動。本コースは最新の横浜ウォー

カーにも紹介され、注目を浴びている地域である。吉沢八景

を辿り、初冬の里山や特有の地形を楽しんだ。歩き始めて程

なく以前広川さんがヤマユリの解説をした進和学園を右手に

見ながら進む。この後、500 年前から使用している歴史的価

値の高い布施氏長屋門を見学。この後、「絶景陸橋」が現れ

る。「大山」の素晴らしい眺望、振り向くと海側がずっと広

がる。トイレ休憩で吉沢公民館を使わせてもらう。ここから 

金時山 山頂  標高 1212ｍ 

集合写真＠飛谷津の丘 
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は里山の核心部。なだらかな里山は見ていて気持ちがいい。なだらかな坂道を登り、「ゆるぎの里」に到着、昼

食を済ます。ここから「霧降の滝」を目指す。残念ながら水量がなく滝は見られなかったが、とても大きな一枚

岩は圧巻。樹齢二百年桜の丘をとおり、松岩寺の急坂を降りてゴール。起伏に富んだ本コースは、何億年も前か

らのプレートの活動によるもので、現在も研究が進められている。 

開催にあたっては、前回同様コロナ感染一般対策に加えて、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。                              （石川記） 

 

■鳥こい倶楽部 第１回 「多摩川・東高根森林公園」 

日 時：2020年 12月 24日(木) 9:30～15:30 

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（解散） 

参加者：日比野(案内人)、中澤(均)、中澤(美)*、鈴木(康)、山路、佐藤(淳)、久野、坂間、梶浦、久保、嶺、 

中島(典) 12名(*一般) 

概 要：1年前には思いもしなかったコロナ禍に翻弄された 2020年、最初となる「鳥こい倶楽部第 1回」を実施 

しました。今回の参加者は 12名、密を避けるために 6 名の 2班構成とし、都市河川多摩川と川崎市のほぼ中央 

部に位置し、多摩丘陵の自然を豊かに見せてくれる東高根森林公園を歩いてきました。このところの冷え込みも 

緩み、風も無く絶好のバードウォッチング日和となりました。午前中の多摩川ではカモ類に加えてハヤブサやイ 

ソシギなどを見ることができました。川崎市緑化センターでソーシャルディスタンスを確保しつつ昼食を取り、 

午後は緑ヶ丘霊園から東高根森林公園に移動、日が翳り気温が下がったためか野鳥は少なめな印象でしたが、カ 

ラ類、アオジ、シメなどが姿を見せてくれました。 

見聞きした野鳥は、以下の通りでした。 

オカヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、オ

ナガガモ、コガモ、キンクロハジロ、カイツブリ、

カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、

コサギ、オオバン、ヒメアマツバメ、イカルチドリ、

イソシギ、セグロカモメ、トビ、カワセミ、コゲラ、

アオゲラ、ハヤブサ、ハシボソガラス、ハシブトガ

ラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ウグイス(C) 、メ

ジロ、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ、

イソヒヨドリ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、

セグロセキレイ、タヒバリ、カワラヒワ、シメ、ホ

オジロ(C)、アオジ、カワラバト（ドバト） 

 (C):地鳴き(Call)で確認           (中島記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者集合写真(川崎市緑化センターにて) 

リンドウ  （撮影：福田渉） 
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No.３ 神奈川県立２１世紀の森   （角田昌司） 

▶概要 

県立２１世紀の森は、神奈川県西部に位置し、静

岡県境に近い箱根・丹沢山塊の一角をなし箱根

外輪山の北方に続く小高い丘陵にあります。展

望も良く、足柄平野はもちろん、南東に相膜湾や

江の島、三浦半島、南に箱根外輪山の明神ケ岳、

西に富士山、北には西丹沢の山々が眺望できま

す（写真上:展望所から足柄平野の眺望）。面

積は 107ヘクタール、標高は 230m～650m と広さ、

高低差とも自然の中をハイキングするには｢ちょう

ど良い｣という印象です。車以外のアクセスが難し

いので、遠いという印象ですが、健脚の方は、大

雄山駅からのバスと徒歩によるアクセスや、山北

駅から洒水の滝経由で歩いてみるのも良いと思

います。またここには、展示室や研修室のある

「森林館」、木工体験のできる「木材工芸センタ

ー」をはじめ、休憩や研修ホールのある「森林ふ

れあいセンター」、森林学習や研修等に使用す

る各種展示林があり、散策路も整備されているの

で、手軽に森林・林業について学ぶことができま

す。 

私と２１世紀の森との関わりは家と近いこともあり、

古いのですが、とくに JFIK とのかかわりで、イベ

ントや自然観察会に参加するようになってからは

定期的＋αで通うようになりました。自然豊かでとても良いフィールドだと思っています。 

▶おすすめコース 

おすすめのコースは、内山林道をゆっくり歩き、セントラル

広場へ向かうコースです。望遠レンズを持ったバードウォ

ッチャーもよく見かけますし、鳥好きにはおすすめのコー

スです。まずは、駐車場を出発する前に周辺をじっくり観

察しましょう。上空が開けており、ワシタカ類が出発前に見

られることがあるのです。オオタカ、クマタカ、ハイタカ、ノ

スリが出ればラッキーです（写真下：1 月クマタカ 2 羽

が上空で舞う）。木工センター前の小さな池では、２月の

わずかな期間限定ですが、ヤマアカガエルの美しい鳴き

声を聞くこともできます。また、下方には「どんぐりコース」

「金太郎コース」があり、コナラ、クヌギ、カツラといった落

葉広葉樹林や、シラカシ、アラカシ、などの常緑広葉樹林、
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スギ、ヒノキの常緑針葉樹林の中を歩くコースが用意されています。いずれも 20 分程度の気軽なコースなので、時間が

あれば散策するのも良いでしょう。林道は全て舗装されていて、比較的なだらかで楽な道ですが、なるべくゆっくりと歩

きたいところです。林道脇の木々や草花、野鳥たちをじっくり観察しながら歩けばすぐに時間が過ぎてしまうことでしょう。

途中の休憩所にはトイレもあるので安心です。ゆっくりと 10時頃出発しても、午前中にはセントラル広場に到着できるの

で、昼食時間もゆったりと取ることができます。野鳥観察にはもう少し時間を早めれば良いと思います。なだらかなコー

スですが、高低差もあるので、四季の草花も下と上では見られる種類も違います。野鳥も四季を通じて低山から比較的

高い山の鳥まで楽しめます。また、林道上では開けた場所に要注意です。上空を横切るワシタカ類の影にハッとするこ

とがあります。セントラル広場からの帰路は、急峻な道を下りる近

道もありますが、往路の林道を自然を楽しみながらゆっくりと帰る

のがおすすめです。さらに、セントラル広場から矢倉岳・足柄峠

に通じる道もあるので、脚に自信のある方はそちらにアタックする

のも良いでしょう。広場の辺りも散策すれば、ヒガラやアオバトな

どの声も聞くことができ、フタバアオイの小群落も見つかるので、

散策すれば心休まるひとときを過ごすことができます（写真：セ

ントラル広場近くのフタバアオイ）。 

▶鳥類・植物 

管理事務所である森林館には、その時々に見られる草花や野鳥

リスト・写真が展示されているので、出発前に確認すると良いです。

ついでにルートマップも手に入れましょう。21 世紀の森は樹種も豊富なので、新緑、紅葉の時期には是非出かけてみる

と良いです。 

▶その他、生物 

「どんぐりコース」「金太郎コース」や駐車場下広場には昆虫が豊富です。夏には子供連れで、カブトムシやクワガタなど

の昆虫採集もできる貴重な場所です。 

■アドバイス 

▶観察会等 

年間 20回ほどのイベントが組まれています。森林館の掲示板や公式ＨＰで確認して下さい。 

10月には公園まつりが行われ、JFIK も協力しています。 

▶昼食＆休憩 

森林ふれあいセンターでは、土日限定で食堂と地産物の販売も行っているが、確認が必要です。 

昼食はお弁当など持参が無難。 

▶アクセス 

○JR東海道線小田原駅下車大雄山線終点下車、箱根登山バス「内山」行き終点下車 

※バス停〔内山〕から県立 21世紀の森・森林館までは徒歩約 40分 

○JR御殿場線山北駅下車・町内巡回バス〔平山〕下車 

※バス停〔平山〕から県立 21世紀の森・森林館までは徒歩約 60分 

○マイカー等、車利用の場合、東名高速道路大井松田 IC より約 30分 

 駐車場(普通車 100台、大型バス 5台収容可)があります。 

▶基本情報 

県立２１世紀の森 管理事務所     TEL：0465-72-0404 FAX：0465-72-2882 

所在地：〒250-0131 南足柄市内山 2870-5  

E-mail：k21seiki@ak.wakwak.com 

公式 HP: http://www.k-mask.jp/21/index.html 

指定管理者：株式会社 アグサ 

mailto:k21seiki@ak.wakwak.com?Subject=%8c%a7%97%a7%82%51%82%50%90%a2%8b%49%82%cc%90%58%81%40%82%a8%96%e2%82%a2%8d%87%82%ed%82%b9
http://www.k-mask.jp/21/index.html
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月刊ブックレビュー 

「深夜特急」（新潮文庫 1 巻から 6巻） 

 

著 者：沢木耕太郎 

出版社：新潮社 

初 版：1986年 5月 

価 格：605 円から 649円（税込み） 

 

“深夜特急＝ミッドナイト・エクスプレス”とは刑務

所から脱獄することの隠語です。 

香港からヨーロッパの南端サグレス（ポーランド）ま

での一人旅の経験をもとに書かれています。著者は、

安宿に泊まり、地図に頼らず気の向くままに歩き回り、

様々な人たちと出会います。そこに飽きたら、次の町

へバスを乗り継いで移動していきます。青臭いが、若

者の奔放なエネルギーに圧倒されます。彼の旅したの

は 1970 年代、擾乱の時期が過ぎ、社会に秩序という

固い枠が作られ始めたころです。おそらく彼はそんな

社会から“脱獄”したかったのではないかと思います。 

顧みて現在のコロナ禍の閉そく状況のもと、アメリカ

の若者は「僕たちは台無しにされた世代ではない。僕

たちの人間としての真価は、今よりむしろ、この苦境

を乗り越えた先で何をするかで決まる」（NATIONAL 

GEOGRAPHIC 2020年 11月号）と高らかに謳っていま

す。日本の若者は、ゲームや漫画だけではないでしょ

うね。こんな疑問は「昔はよかった」という老人のた

わごとですめばいいのですが。        （狛） 
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会員異動 

＜12月度の会員異動＞ 12月31日現在 入会2名 退会1名 会員数158名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

日 時：12月25日（金）19：00～21：00 場 所：Web上 

出席者：理事11名（欠席理事2名）、（欠席監事1名）、会員3名 計14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。 

 

新規合格者歓迎会開催予告 

日 時：令和 3年 1月 17日(日) 10:00～12:00予定  場 所：県立四季の森公園 

当日午後開催予定の観察会の下見に参加し、その前後で事業一覧の説明を行います。 

 

第 6回（令和 3年度）通常総会開催通知 

下記の通り通常総会を開催します。議題等詳細は、会報 2月号、MLにてお知らせします。 

日 時：令和 3年 2月 20日（土）17:00～18:00  方 法：ZOOMを使用するオンラインミーティング 

会費納入のお願い 

令和 3年（1月～12月）の会費納入をお願いします。 

会 費：メール会員 3,000円、郵送会員 4,000円  納入期日：令和 3年 2月末日。 

■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） 

 なお、横浜銀行のカード振込をされますと手数料がお得です。横浜銀行に口座をお持ちでない方も横浜銀行の

ATM から振込をされますと若干ですが手数料が安くなります。 

また、例年と異なり 1 月 17 日(日)の新規合格者オリエンテーションでは会費を集めません。加えて、2 月 20

日（土)の総会は Zoomでの開催を予定しているので、当日会費は集められません。 

※全ての会員におかれましては、銀行振込での会費納入をお願いします。 

ご質問等ありましたら、会計担当 石川までご連絡下さい。メールアドレス：amelieamelie92@gmail.com 
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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。 

編集長を仰せつかってはや 1年。

皆さまのご協力を頂きながらコロ

ナ禍で原稿のネタのない中なんと

か乗り切れました。ありがとうご

ざいました。（かじうら） 

編集後記 

掲 示 板 

会報のレイアウト作業をしな

がら、毎号、記事を楽しく拝

見させていただいています！

(松山) 

mailto:amelieamelie92@gmail.com

