
   

 

 
 
 

  
 

第 6 回通常総会が開催されました。 

1．日 時：2月 20日（土）17:00～18:00 （会場開設 16:45） 

2．場 所：ZOOMによるオンライン会議 

3．議 事 

 次の総会議案書によって進めました。 

 ・第１号議案書 第 6期事業報告書（決算書・監査報告書含む） 

 ・2021年度役員役職名簿 

 ・第 2号議案書 第 7期事業計画書（予算書含む） 

 予め議案書はホームページに掲載し、それを参考にしていただきました。 

 

議事進行は概ね次のとおりでした。まず田中理事長に挨拶をしていただきました。次に事務局より出席者の報

告があり、オンライン会議参加者が 40名で委任状提出者と合わせて 118 名になり、定款にある会員数（162名）

の 2 分の 1の定数を満たすことを確認しました。次に議長の選出があり梶浦さんが選ばれました。 

第 6回通常総会 
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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/ 

 

フキノトウ＠名瀬の里山    （撮影：福田 渉） 
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 各議案の審議がされました。発表者は森林保全部会長、森林教育部会長、企画部会長、事務局長、各倶楽部代

表、会計責任者、監事です。審議の結果、すべての議案は承認されました。 

 

 総会は予定より 10分ほど時間を超えて終了しました。今回は初めてのオンライン総会で戸惑うところもありま

したが、皆様のご協力により無事終了することができました。ありがとうございました。時間の制約もあり、ゆ

っくり話す余裕はありませんでしたが、ベテランの会員や新入会員もいてまだまだ話したい感じもありましたが、

それは各自にお任せということで閉会となりました。                    （事務局長 福田) 

 

 

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■ヤビツの森 

3月は、活動を休止します。                                 （吉井記) 

 

■湘南の森 

日 時：3月 12日（金）、27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 3月、4月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：3 月 6 日（土）、15 日（月）、22 日（月）、4 月 3 日（土）、12 日（月）、19 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：3月 13日（土）、28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「二ケ領用水沿いの桜並木に春の訪れを楽しもう」中止のお知らせ 

3 月に実施を予定していました「二ケ領用水沿いの桜並木に春の訪れを楽しもう」は、一般参加者及びスタッ

フの安全を考え、中止とさせていただきます。                         （大橋記) 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

日 時：3月19日(金) 19:00～21:00 

テーマ：「室内勉強会における安全講習会」 

講 師：JFIK  梶浦雄介さん（22年） 

概 要： 昨年 6 月 19 日の安全講習会の話題は、「高齢化について」「保険について」「新型コロナウイルス」

でしたが、時間配分の関係から保険のはなしができなかったと記憶しています。そこで今回のテーマは、「保険

活動予定 

mailto:yoshiit@441.cc
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
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のはなし」と「想定外を減らす」の二つです。保険についてわたくしは、素人ですが、JFIKの保険担当として保

険にかかわる事務に携わってきましたのでその間に得た知識・情報についてお話をします。二つ目についても専

門家ではありませんが、日々の生活･活動中に起きうる種々の危険な状況を予め想定するとき、さらにいざその場

に置かれたときに気を付けるべきことについて最近気の付いたことをお話しできればと考えています。 

                                              （講師記） 

参加方法等：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。 

※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 佐藤 淳 📩：sato.forest2807@gmail.com 📱：080-1081-1034 （佐藤(淳)記) 

 

■山こい倶楽部第七十回企画 屏風岩山 

以下の企画は、緊急事態宣言延長のため中止になりました。 

今回の山こいは西丹沢、畦ヶ丸の南に位置する屏風岩山（1051ｍ）へ行きます。昨年 3 月中旬、雪が降る中で

ハナネコノメが咲いているのを見つけました。今年もハナネコノメに出会えることを期待して企画しました。ま

た最近、丹沢で良く見かけるようになったミツマタも見頃を迎えるでしょう。 

日 時：3月 13日（土）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：7：00 新松田駅バス停 7：15発西丹沢ビジターセンター行きのバスに乗ります。 

行 程：8：30 細川橋～二本杉峠～屏風岩山～大滝峠上～一軒屋避難小屋～大滝橋 

標高差：約 700m 

歩行時間：約 5時間 

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：境 実（090-7812-9809） 

注意事項： 

 *  発熱等、体調がすぐれないときは、参加を見合わせてください。 

 *  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ﾔ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 3月 10日（水）までに、辻さんへメールでお申し込みください。 

辻 眞澄  Mail  t-0101.northernlights@docomo.ne.jp               （久保記） 

 

■森こい倶楽部第二十四回 

第 24回森こい倶楽部は、緊急事態宣言が 3月 7日迄に解除される期待を込めて、延期になっていた 1月 10日

（日）と同じコースで以下のとおりご案内します。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 3月 14日（日）（今回は第 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 

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、3 月 13 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。 

mailto:sato.forest2807@gmail.com
mailto:t-0101.northernlights@docomo.ne.jp
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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） 

 

■鳥こい倶楽部 第 4回「多摩川河口」 

コロナ禍のため第 2回、第 3回ともに中止に追い込まれましたが、第 4回は感染拡大が収まり、何とか開催で

きることを期待しています。他のイベントとの関係で開催日を１週間遅くしましたので、ご了解ください。 

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。 

 

●2020-21シーズン第 4回「多摩川河口」（案内人：中澤均） 

ご存じ多摩川は、山梨県笠取山を源に神奈川と東京の都県境に流れる一級河川です。その河口干潟が羽田空港

と川崎市の間に広がります。この時期、干潟周辺では、まだ残っているカモ類などの冬鳥、渡り途中のシギ・チ

ドリ、渡ってきたばかりのツバメ類など、多くの野鳥を観察できます。また近くには川崎大師で有名な平間寺が

あり、境内付近では繁殖期に入った身近な野鳥達を観察できるでしょう。 

日 時：3月 27日(土) 10：00～15：00頃 

集 合：京急大師線小島新田駅 改札外 10：00 

解 散：京急大師線川崎大師駅 15：00頃 

予定コース：小島新田駅(10:00集合)→殿町第２公園→多摩川 0Km地点→殿町第２公園（昼食）→大師河原 

干潟館→東門前駅（離脱可能）→川崎大師→川崎大師駅(15:00頃解散) 

・参加費：500円（CONE保険・資料代含む） 

・装備など：ハイキングの服装(雨具含む）、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、途中で離脱も可能（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緊急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。

印刷が不可の場合は、事前にお知らせください。 

・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

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
mailto:h-naka@k04.itscom.net
mailto:h-naka@k04.itscom.net
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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 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。                (中澤(均)記) 

 

 

ヤビツの森をはじめとする各種活動は、名瀬谷戸の会・室内勉強会を除き休止、中止ないし延期されました。 

 

■名瀬谷戸の会 

【１】＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：2月 6日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 17名（JFIK：4 名 地元・地域ボランティア：8名・横浜メダカの会：5 名） 

作業内容：●古いモウソウチク選木伐採と根株切り戻し作業 ●横浜メダカの会のメダカ池及び名瀬川の

水生生物調査 

作業 2回目 

日 時：2月 15日（月）雨のため中止 

 

作業 3回目 

日 時：2月 22日（月） 10:00～15:00 

参加者：合計 14名（JFIK：5 名 地元・地域ボランティア：9名） 

集合写真 作業の様子 

活動報告 
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作業内容：●ゾーン 6のマダケ林整備－廃棄物用柵設置（2か所） ●ゾーン 6のモウソウチク伐採 ●私有地

の根株切り戻し 

(福田記) 

■室内勉強会「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？」 

日 時：2月 12日（金）19:00～21:00 

講 師：JFIK 田中真次さん（21年） 

会議方法：Web (Zoom) 利用のオンライン会議 

参加者：河口、瀬尾、滝澤、吉無田、神田（醇）、細井、田川、山内、辻、中澤（均）、梶浦、和田（昇）、岩田、

当麻、角田、坂間、杉山、吉原、日比野、金子、松山、西岡、米山、岩崎、鈴木（淳）、足立（正）、 

矢野、高橋（利宏）、中山、荒井、羽田、藤本、福田・嶺・佐藤（淳）（Web会議ホスト） 合計 35名 

 

本講演は 2020 年 10 月 27 日に横浜市環境創造局主催で開催された「環境教育出前講座・スキルアップ研修」

で用いた資料をもとに、実際の学校環境教育現場をフィールド写真、参加者の方々の感想文などを交えながら、

臨場感あふれる講演となりました。 

JFIK 森林教育部創設のきっかけは二つあります。一つ目は田中さんが鳥が丘小学校 1～2 年生向けの環境学習

農園の発起人の一人となり、これを起点として横浜市環境創造局へ環境教育プログラムの提出の結果、学校から

たくさんの依頼を受けたことです。二つ目は JFIK定款には「子どもの健全育成を図る活動」が掲げられており、

これを是非実現したいと考えたことです。その取り組みの成果として、2019年 JFIK実績はスタッフ 35 名、小学

校 19 校、開催 40 回、小学生 3600 名以上となり、神奈川県内のプログラムでも 2018 年と 2019 年の 2 年連続で

トップの依頼件数を得ることができました。 

神奈川県や横浜市から JFIK が受託した学校環境教育の成功体験から、その秘訣を六つにまとめてみます。 

一つ目は、令和２年度からの準拠すべき新学習指導要領の中に「自ら学び、考えさせるための教育はボランテ

ィアにも要求されている」ことを意識することです。プログラムを通じて小学生が自主的に行動を起こすことが

できるように、「学びに向かう力」「知能及び技能」、「思考力、判断力、表現力」といった 3つの力をバランス良

く育むことが目標となります。その実施に当たっては学年主任の方と必ず打ち合わせを行うことが大切です。 

二つ目は学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル（文部科学省）に従うと、十分

な身体的距離が確保できる場合はフェイスシールド着用対応可能となっています。しかし、実際には各学校長の

判断が尊重され、横浜市ではマスク着用が必要ですし、学校ごとに対応が異なることに注意が必要です。 

三つ目は学校環境教育には理科だけでなく国語や社会（歴史）などと関連性があり、例えば小学校 3 年生の国

語の教科書に掲載されている今森光彦氏の「里山は、未来の風景」というエッセイ、6 年生の国語の教科書にあ

る宮沢賢治氏の小説「やまなし」など、教室授業で教科書を通して得られる里山や植物のイメージと野外の環境

集合写真 

 
マダケ林の整備のために作った竹柵 
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教育での実体験を比べる機会を提供し、子供たちに自ら感じて考えてもらうことが大切です。 

四つ目は森林インストラクターの多様性が大切であり、それぞれが違う角度や切り口から案内することで、振

り返りの際に小学生が自分以外の幅広い意見に触れることができるからです。逆に金太郎飴のようなマニュアル

通りの説明は求められていません。 

五つ目は先生からの振り返りアンケートは私たちの通信簿であるということです。先生方からの誠意ある回答

をはじめとして、生徒の感想文や手紙も担当者のやりがいにつながっています。 

六つ目は環境教育に取り組む心構えとして、井上ひさし氏の次の文章一節「むずかしいことをやさしく，やさ

しいことをふかく，ふかいことをおもしろく，おもしろいことをまじめに，まじめなことをゆかいに，ゆかいな

ことをいっそうゆかいに」が紹介されました。これを環境教育で実践するには、親しみやすさ（ニックネーム）

やアイスブレーク（クスノキ 24ⅿロープ体験、クズのへびニョロニョロなど）など、参加者の印象に残るような

演出が大切です。 

質疑後、田中さんから令和 2年度新入会員に対して、まずは名瀬小学校里山体験学習の見学に参加してほしい

旨、メッセージがあったことを申し添えます。新入会同期のみなさんと直接会う機会はまだありませんが、こう

いった室内学習会や環境教育などを通じて、どこかでつながっていたいという想いを強く持ちました。次回勉強

会が今から楽しみです。                                 （髙橋(利)記） 

 

 

 
 

体験と選択 

R2年 藤本 知可  

 令和 2 年度新規入会の藤本知可です。私は現在社会人 4 年目の 26 歳で、日本大学生物資源科学部森林資源科

学科を卒業し、造園会社での施工監督を経て、現在は（公財）かながわトラストみどり財団で働いております。

専門の大学や仕事に携わっておりますが、実は登山が趣味なわけでも、野鳥や草花が特段好きだったわけでもあ

りません。ただ、育った環境と出会いや経験から選択の結果、この道に至ったのだと思います。今回簡単に自己

紹介させていただければと思います。 

 

 私は生まれて 18年間、滋賀県で育ちました。滋賀

県は県面積 6 分の１が琵琶湖、2 分の 1 の山地面積

と周囲の自然には事欠かない環境でした。子供の頃

は川で水生生物を捕ったり、森で木登りをして遊ん

でいました。ですが、中学生になると勉強や部活動

に追われ、自然の中で遊ぶことはなくなっていまし

た。転機となったのが高校 2 年生の進路選択です。

私は進路に迷い、手あたり次第オープンキャンパス

に行っておりました。その中の 1 つ、ガーデンデザ

インの専門学校のオープンキャンパスで「植木鉢を

小さな庭に見立てて多肉植物を自由に植えてみよう」

というプログラムがありました。 

リレーエッセイ 

琵琶湖の湖畔 
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その時土に触れた時に、自然の中で遊んだ記憶が蘇り、「もう１度自然と触れ合いたい」という強い意欲がわき、

大学への進学を決めました。 

 大学では、教授の講義はもちろん、日本各地から様々

な目的で進学してきた人との出会いが刺激になりまし

た。長期休みの実習や卒業研究では、教授が組んだ班

編成で野外調査をするため、多くの人と代わる代わる

交流することになり、次第に、野外活動自体がコミュ

ニケーションの 1 つになっていました。 

 また、大学時代に経験したサークル活動が森林イン

ストラクターを目指すきっかけとなりました。サーク

ル活動で、バームクーヘン作りやピザ作り体験のスタ

ッフをしたり、小学校でこども樹木博士のインストラ

クターとして活動をしておりました。この時、樹木の

特徴を子供たちにわかりやすくかみ砕いて教え、子供

たちが葉っぱを触ったり嗅いだりして発見を得ている姿を嬉しく感じました。もともと人と関わることが好きで

したが、この経験でその関わり方に「人」と「自然」をつなげる活動をしたいという具体性をもったのです。就

職後もその想いが変わらずくすぶっており、仕事をしながらもできることはないかと挑戦したのが森林インスト

ラクターの資格取得でした。 

 

 森林インストラクターの資格を取得できた今、目指していきたいのが体をつかったり、五感の感覚を大事にす

る指導者です。私自身が「体験」により自分の人生の選択し、またその選択をしたことでたくさんの出会いや経

験を得ることができたので、誰かの「体験」をアシストしていきたいと考えております。今後は自然観察の知識

に加え、森林管理やツリークライミングの技術の習得もしたいと考えております。ご指導よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

  

年輪解析調査（真鶴） 



JFIK 会報 2021 年 3 月号 

- 9 - 
 

No.5 鎌倉中央公園   （神田醇一） 

▶概要 

旧鎌倉を囲む丘陵地帯の北側に刻まれ

た谷戸をできるだけ原型を残しながら整

備して作られた公園です。宅地開発の波

に古くからの谷戸はほとんど消え去った

中、自然の生態系が残り、谷戸の原風景

を感じることができます。平成 9年 6月

に一部開園、全面開園は平成 16年 4月、

面積は 23.7ha(東京ドーム５個分)です。 

この公園は自宅から片道 30 分ほどで、

私の散歩コースになっています。とくに森

林インストラクター受験に際しては、図鑑

片手に毎日のように歩き回りした。まった

く知識ゼロの私を育ててくれた“聖地”で

もあります。 

▶三つの谷戸 

本公園には三つの谷戸があります。「東谷

戸」「小段谷戸（こだんやと）」「池の谷戸」

です。 

（１）東谷戸、小段谷戸 

ここでは地元ボランティアが谷戸に湧き

出る水を使い、昔からのやり方で稲を育て

る活動を行っています。農業に欠かせない

場としての谷戸の原風景を見ることができ

ます。 

（写真右：東谷戸の水田稲作風景） 

（２）池の谷戸 

この谷戸をたどると二つの池が現

れます。「修景池（しゅうけいいけ）」

の上池と下池で、昔は農業用ため池

でした。 

（写真左：修景池の上池） 

カルガモ、サギなどが憩う静かな

水面が広がります。池の隣に「湿生

花園」があります。野生保護のため

東側半分は自然を残し、夏にはゲン

ジボタルが飛びかいます。なお、昔

この辺りは皇室に献上するコメも作
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られた田んぼでした。谷戸の奥には「子どもの森」があります。ケヤキ、ムクノキなどの高木が立ち並んでい

ます。とくに子供たちの人気はドングリのなるシラカシ、スダジイ、マテバシイ、クヌギです。 

▶おすすめ周回コース 

「修景池」を出発して坂道を登り切

った先が「疎林広場」。広葉樹と針葉樹

が適度に配置され、いつまでも居たい

気持ちにさせます。広場を下り、東に

進むと東谷戸の田んぼが広がります。

田んぼを一周して西へ。「しし石」を超

えて坂道を上っていけば「修景池」に

戻ります。ゆっくり歩いて 30分程、皆

さんそれぞれの楽しみ方のできるコー

スです。  

（写真左：疎林広場） 

 

▶動植物 

植物はコケ、シダから野草、高木まで様々なものが観察できま

す。私の思い入れの深い木は「カゴノキ」です。名前がいいです

ね。先輩に「これがその木」と教えられて以来、公園に来るたび

に必ず訪れています。疎林公園から下る道のかたわらに立って

います。 

動物も多種生息していますが、私は浅学のためなかなか見つ

けられません。ただ、２月初め、ささやぶの中にキジのカップル

を見つけました。そっと覗いていると、むこうもじっと私を見つ

めているようでした。初めてのことでした。うれしい１日でし

た。 

（写真右：疎林広場下のカゴノキ） 

 

■アドバイス 

 

▶各種活動 

JFIKが係わっている活動はありませんが、新規合格者歓迎観察会を何度か開催しています。 

公園の観察会などの詳細は管理事務所の掲示板をご覧ください。 

▶昼食＆休憩 

公園内や周辺にはレストランはありません。昼食は弁当を持参し、野外食を楽しむのがよいでしょう。 

▶アクセス 

湘南モノレール大船駅→湘南町屋駅→徒歩（約 12分）→鎌倉中央公園寺分口 

自家用車は駐車場の予約が必要（当日に電話のみで受付。電話番号：0467-45-2750） 

▶基本情報 

所在地：鎌倉市山崎 1667番地  

公式ホームページ：https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/koen/p_cyuuou.html 

管理者：（財）鎌倉市公園協会 

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/koen/p_cyuuou.html
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「若い読者に贈る美しい生物学講義    

―感動する生命のはなし－」 

著 者：更科 功 

出版社：ダイヤモンド社 

発 行：2019年 11月 

価 格：（紙版）1,760円 

   （電子版）1,426円 

内 容： 

著者は生物学に関するいろいろなブラックボックスを解き明かし

ます。といっても文系には少々歯ごたえがありますが、新しいこと

を知ることは楽しいことです。 

例えば、生物とは何か、無生物とは何か、進化と進歩－そんなに

人は偉いのか－、人類の直立二足歩行のなぞ、人工知能が自分の脳

力を超える人工知能を自分で作れるようになる時点が訪れれば人類

は終焉を迎えるかもしれない等々の興味深い話が盛りだくさんです。 

急速な科学・技術の進歩に伴い、私たちの周りはブラックボック

スだらけです。また最近は“五輪組織委員会はブラックボックスだ”

などと話題になりました。ブラックボックスの中の仕組みなどわか

らなくても便利に楽しく生きていければいいのでしょうか。物事の

表面だけをなぞり中身を知らないことは致命的な判断ミスにつなが

りかねません。そんなことまでこの本は考えさせてくれました。 

とにかく、“若い読者”だけではなく“自分が若いと勝手に思って

いる読者”にも大いに読んでもらいたいと著者は言っています。 （狛） 

 

 

月刊ブックレビュー 
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会員異動 

＜2月度の会員異動＞ 

2月26日現在 退会1名 会員数161名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

日 時：2月26日（金）19：00～21：00 

場 所：Web上 

出席者：理事10名、監事1名、会員4名 計15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。 

※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：amelieamelie92@gmail.com 
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掲 示 板 

コロナのワクチン接種計画が大

分ハッキリしてきました。これが

うまく行って気軽に出かけられる

ようになるのは、この夏からかし

ら秋口ですかねぇ（かじうら） 

編集後記 

毎年この時期になると近所の森で

夜にフクロウが鳴き始めるのです

が、今年も鳴き声が無事確認出来

ホッとしています！ (松山) 
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