
   

 

 
 

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■ヤビツの森 

新型コロナの騒動などで半年以上、活動を中断していましたが、次のとおり、ヤビツの森の活動を再開します。 

日 時：4月 17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。 

持ち物など 

(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

活動予定 
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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/ 

 

シュンラン＠名瀬の里山    （撮影：福田 渉） 

http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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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。 

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 4月 10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：4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。                     （吉井記） 

 

★■名瀬谷戸の会 

名瀬谷戸の会は 4 月の里山保全活動として 3 日（土）、12 日（月）、19 日（月）の 10：00 から 15：00 頃まで

を予定しており、4 月中は上記活動日以外に特別保全活動として 2 回タケノコ駆除（竹の子掘り）を計画してお

ります。横浜市戸塚区で JFIK 会員が中心となって実施している里山保全活動にご興味がありましたら、下記にご

連絡ください。最初はどのような里山保全活動をしているかの見学も大歓迎します。新規合格者の皆さんによる

参加で既会員を含めていろいろな里山交流が実現出来ると思います。 

連絡先：福田渉 携帯 090-2226-8408 メール w-fukuda@mrj.biglobe.ne.jp 

 

名瀬谷戸の会の 4月、5月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：4 月 3 日（土）、12 日（月）、19 日（月）、5 月 1 日（土）、10 日（月）、17 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：4月 10日（土）、25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「春を探して 保土ヶ谷狩場の丘へ」 

日 時：4月 21日（水）、24日（土） 

集 合：JR横須賀線保土ヶ谷駅改札口外（改札口一箇所）10：00 

今回は広川が企画しています。 

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） 

mailto:yoshiit@441.cc
mailto:yoshiit@441.cc
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:w-fukuda@mrj.biglobe.ne.jp
mailto:sagami@moridukuri.jp
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■四季の森公園 特定植物観察会「ユリ・ランの仲間」 

場 所：四季の森公園北口広場に集合 

日 時：本番 4月 25日（日）13:00～15:00 

    下見 4月 15日（木）10:00～12:00 

      および、本番当日 10:00～12:00 

案内人：福田渉、角田昌司、佐藤淳 

注 意：本番はコロナ対応のため予約制で人数制限があると思いますが、JFIK 会員は枠外で参加できるように工

夫します。 

新規合格者の方も気楽に参加をお願いします。 

連絡先：福田渉 携帯 090-2226-8408 メール w-fukuda@mrj.biglobe.ne.jp           （福田記） 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

日 時：4月16日(金) 19:00～21:00 

テーマ：「巨樹探訪」 

講 師：JFIK  中澤靖彦さん（30年） 

概 要：2019年 10月 5日現在、環境省の巨樹・巨木データベースには 69,373本が登録されています。 

私はここ数年、暇を見つけてはこれらの巨樹・巨木を訪ね歩いて来ました。ある時は人もまばらな寺社境内に、

ある時は人里離れた森の中に、またある時は山中奥深く、巨樹たちは静かに、しかし力強く息づいていました。

今日は、その中から、私の心を捉え感動と癒しを与えてくれた選りすぐりの 106本をご紹介いたします。 

                                              （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) 

 

■山こい倶楽部第七十一回企画 「幕山・南郷山」 

    ～源流から海まで辿り、山頂で相模湾を望む～ 

みなさん、4月の山こいは 1 月に企画してコロナの感染拡大のため中止となった「幕山・南郷山」を再度企画し

ました。 

リーダーは辻眞澄さん（090-2228-8335） サブリーダーは久保典子さん（090-5311-1281）です。 

参加を希望される方は 4月 22日（木）までに松井公治 ma1950koji@yahoo.co.jp宛お申し込みください。 

（山こい倶楽部事務局記） 

温暖な伊豆半島の付け根にある湯河原は、海と山と温泉と歴史の町です。大石ヶ平で新崎川の源流を見た

後、幕山・南郷山へと向かいます。途中、合戦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

ち寄ります。五郎神社で山の安全祈願をし海抜 0ｍ吉浜海岸へ！山と川と海を楽しみましょう。 

日 時：4月 25日（日） 

集 合：湯河原駅改札出口 8：55（9：00発のバス乗車） 

行 程：湯河原駅〜バス～幕山公園（185m）～大石ヶ平～新崎川源流 

～幕山（626m）～自鑑水～南郷山(610m）～五郎神社～吉浜海岸～湯河原駅 

歩行時間：約 5時間 

歩行距離：9キロ 

mailto:w-fukuda@mrj.biglobe.ne.jp
mailto:sato.forest2807@gmail.com
mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
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標高差：626m 

持ち物：お弁当・飲み物・雨具・その他一般的な登山の持ち物  

＊コロナ対策でマスク着用（登山中は臨機応変に）・食事中の密を避け・下山後の反省会は自粛とします。 

（辻記） 

 

■森こい倶楽部第二十五回 

以下のとおりご案内しますので新会員の皆様、ご家族、ご友人含めて、気楽にご参加ください。 

テーマ：花の高蔵寺、三輪・寺家の里地里山林（町田市・川崎市麻生区・横浜市青葉区） 

開催日：4月 4日（日） 

集 合：小田急 鶴川駅 北口改札外 10:00（複数ありますのでご注意ください、北口です） 

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の徹底。 

プラス Oneテーマ水:恩廻公園調整池 

申し込み：ご参加の方は、4 月 1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：豊かな自然を残す三輪地区は多くの文化人にも愛されたエリアです。日本書紀・古事記に記述され

る奈良大和の三輪大神神社より勧請された神社を配したと伝わる歴史的地区です。鶴見川流域の古木・山野草豊

かな寺院、横穴墓等もあります。三輪から寺家の里地里山には、昔ながらの谷戸と切通や林地が連なります。春

爛漫の自然を満喫しましょう。 

コース概要：鶴川駅🚻→東光院→熊野神社→高蔵寺🚻→白坂横穴墓群→椙山神社→鶴川地蔵堂→恩廻公園調整池

🚻（昼食）→妙福寺→三輪ビジターセンター🚻→三輪の森→下三輪玉田谷戸横穴墓群→山谷の集落→山谷切通し

→寺家ふるさと村田圃→大池→熊野池🚻→熊野神社→四季の家🚻→🚏鴨志田団地→🚍→🚏青葉台駅（解散） 

歩 行：約 6㎞、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） 

 

併せて 26回もご案内します。 

■森こい倶楽部第二十六回 

以下のとおりご案内しますので新会員の皆様、ご家族、ご友人含めて、気楽にご参加ください。 

テーマ：小出川源流、山野草の、御所見・遠藤の里山林（藤沢市） 

開催日：5月 9日（日）（第 2 週ですのでご注意ください） 

集 合：小田急 湘南台駅 改札外 10:00 

リーダー：石川 雄一（25年） 

参加費：500円（保険代含む）、別途「えびね・やまゆり園」の入園料 300円を各人でお支払いください。 

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の徹底。 

プラス Oneテーマ水:小出川源流域  

申し込み：ご参加の方は、5 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：藤沢市北部の御所見・遠藤地区は、自然環境を考慮した慶応大学湘南キャンパスに大きく変貌しま

したが、ヒガンバナで有名な小出川源流域には自然豊かな里山林が残されています。藤沢市環境保全指定の「少

年の森」「健康の森」、地元の自然を愛する有志で運営する「えびね・やまゆり園」、を巡り、周辺の、田畑や屋敷

林が広がる里地をのんびり歩きます。 

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
tel:090-8280-1816
mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
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コース概要：湘南台駅🚻🚏→🚍→🚏慶応大学🚻→遠藤「えびね・やまゆり園」→笹窪谷「健康の森」小出川源流

域→御所見「少年の森」🚻（昼食）→御所見市民センター🚻→田畑・屋敷林の里地→宇都母知神社の社叢林🚻→

慶応大学🚻🚏→🚍→🚏湘南台駅🚻（解散） 

歩 行：約 6㎞、若干アップダウンがありますが、フラットな里道中心の行程です。 

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 

6月 6日（日）目久尻川崖線林の湧水と史跡（綾瀬市・海老名市） 

7月 4日（日）座間の古刹から相模川段丘の多様な緑地（座間市・相模原市南区）         （久野記） 

 

■鳥こい倶楽部第 5回「葛西臨海公園」（案内人：千葉会 樋口多聞さん） 

葛西臨海公園は、埋め立て等により本来の自然な海岸が殆ど無くなった東京湾に、少しでも自然を復活させよ

うとして整備されました。平成元年の開設から 30年経ち、埋め立てからスタートしたとは思えないほど豊かに自

然が回復しています。海浜では海鳥、園内の池では内水の鳥、後背の森では山野の鳥が季節毎に見られます。な

お、少しだけ砂浜を歩きますので、足拵えは確りしたものをお勧めします。 

日 時：4月 7日(水) 10：00～15：00頃 

集 合：葛西臨海公園駅 駅前噴水広場 10：00 

解 散：葛西臨海公園駅 15：00頃 

予定コース：噴水広場→西なぎさ直行→鳥類園一周→観察センターで昼食→汐風の広場→芝生広場→芦ヶ池→芝

生広場→駅周辺で鳥合せして解散 

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 

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 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） 

mailto:h-naka@k04.itscom.net
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■名瀬谷戸の会 

【１】＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：3月 6日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 24名（JFIK：7 名 地元・地域ボランティア：11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－「柵」（しがらみ）作成 ●久右衛門邸周辺のモウソウチク根株

切り戻し ●ゾーン 2・4のヤマユリストリートのササ刈り・落ち葉かき ●横浜メダカの会の水生

生物・水質調査 

作業 2回目 

日 時：3月 15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 3回目 

日 時：3月 22日（月） 10:00～15:00 

参加者：合計 14名（JFIK：8 名 地元・地域ボランティア：6名） 

集合写真 ゾーン 6での柵作り 

活動報告 

集合写真 

 

ゾーン 1での除草 
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作業内容：●ゾーン 6のマダケ林エリアの保全－「しがら柵」作成 ●久右衛門邸周辺のモウソウチク根株切

り戻し ●ゾーン 2・4のヤマユリストリートのササ刈り・落ち葉かき作業後片付け ●ゾーン 1

下部のフラットなエリア周辺のササ刈り・除草・落ち葉かき ●古い竹串回収 ●モウソウチク親

竹選木マーキングのための竹串作り 

(福田記)  

 

★■フォレスト 21「さがみの森」 

3月 13日(土)雨で 15日(月)に順延され令和 3年の初めての活動を実施した。 

参加者 5名でシイタケほだ木への菌打ちを 40本くらい行った。                 （和田記） 

 

■室内勉強会「室内勉強会における安全講習会」 

日 時：3月 19日（金）19:00～21:00 

講 師：JFIK 梶浦雄介さん（22年） 

会議方法：Web (Zoom) 利用のオンライン会議 

参加者：瀬尾、田中（真）、中澤（均）、田川、辻、久保、山内、大橋、鈴置、山本（明）、吉無田、篠田、 

    坂間、金子、西岡、佐野（淳）、高橋（利）、藤本、鈴木（淳）、荒井、羽田、豊川、福田・嶺・佐藤（淳）

（Web会議ホスト） 合計 25名 

保険担当の梶浦さんより、「保険のはなし」と「想定外を減らす」の 2つのテーマに関してお話しがあった。 

1.保険のはなし 

野外活動に対する保険としては、損害保険と賠償保険の 2種類。損害保険は自分自身のケガ等のケース、賠償

保険は誰かをケガさせたり、他人のものを壊してしまい、法律上の賠償責任を負うケース、これらのケースで発

生する費用を補償するのが保険の目的。保険の掛け方としては、野外ボランティア活動を行う個人やグループが

自分自身に掛けるもの、野外活動を行う団体が行事参加者全体を対象として保険を掛けるものの 2 種類がある。 

保険の対象になるのは、死亡、後遺障害、入院、手術、通院の５つだが、手術は含まれないものもある。 

横浜市を例にとると、森づくり活動団体に横浜市が加入を勧めている保険は「社会福祉協議会(社協)のボラン

ティア活動保険とボランティア行事用保険」、「スポーツ安全保険」、「グリーンボランティア保険」の 4種類。 

社協の保険に個人が入る為には団体の登録が必要で、JFIKは横浜市都筑区の社協に登録済。他の市町村に居住し

ている JFIK の会員はそこの社協で保険加入の手続き行うことになる。社協の保険は一人年間 350 円と 500 円の

2種類。新型コロナも来年度から補償の対象になるが、感染したことをどう証明するかなど現時点では不明。 

この他に自治体が提供する市民活動保険もあり、横浜市のように保険料は無料、事前申請は不要となっている。 

JFIKが加入しているのは NPO 法人自然体験活動協議会（CONE）が提供している損害・賠償保険。往復途上の交

モウソウチク根株切り戻し 竹串作り 
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通事故等も補償の対象となるが、その為には参加者名簿の作成が前提になる。回り道、寄り道などをした場合に

も補償されるかは不明。保険料は活動の危険度、日帰り・宿泊日数に応じて異なる。JFIKが入っているのは危険

度の最も低いクラスだが、JFIK の活動の殆どはこれでカバーされている。一方、登山は 1000m以下という条件が

新たに追加された。山こいクラブの対象には 1000mを越える山も多く、勉強会での議論の結果、CONE保険では保

険料が都度で高額になるので、各自が別途保険に入るのが良いとの判断になった。 

2.想定外を減らす 

野外活動において想定外を減らすためには、最悪のケースを想定して対策を考えること、最悪のケースにいる 

ことを認知して、対策をとることが重要。一方、日本は最悪のケースを言葉にすると実際に起こるという言霊の

国のせいか、最悪のケースを言葉で表現することが苦手。例えば下見の時に「この道を渡るとき車に突っ込まれ

て即死する」などの最悪のシナリオを考えて、道路を渡る位置を安全な場所に移す等の対策を考えることにより、

想定外を軽減できる。また人間は本能的に、異常が発生していても異常を認めたがらないとか,情報相互間で矛盾

があっても不安を軽減できるようなこじつけと解釈を行うなどのバイアスを持っている。梶浦さんは、これらの

弱点を自覚したうえで、「常にどんなことが起こりうるかを考えて、どこにどうやって逃げるかをとっさに判断し、

行動できるようにしておくことが重要」と締めくくった。                    （嶺記） 

 

■森こい倶楽部第二十四回 

白山道から六浦道の森と名木古木（横浜市金沢区） 

日 時：3月 14日（日） 

参加者：梶浦、山路、金子（正）、菅原、吉原、皆川、引田、岡部ご夫妻、鈴木（康）、坂間、戸田、会員以外 3

名、小池、久野、石川、広川、以上 19名 

コース：京急金沢文庫駅→谷津浅間神社（社叢林・雑木林）→正法院→（宮川沿い）→手小神社→（白山道）→

東光禅寺→白山社→摩崖仏→11号やぐら→朝比奈市民の森→常林寺→（侍従川沿い）→（六浦道）→鼻

欠地蔵→宝樹院→小泉又次郎生誕の地→光傳寺→上行寺→上行寺東遺跡→京急金沢八景駅→枇杷島神

社→瀬戸橋→姫小島水門→瀬戸神社→京急金沢八景駅 （歩行約 7㎞？） 

概 要：今回は、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底した上で、鎌倉時代の良港だった六浦湊や、金沢文庫、

称名寺などがあり、執権北条氏の重要拠点であった金沢八景地区を訪ねました。この地域は、平安時代に白山道、

鎌倉時代に六浦道、江戸時代に金沢道（保土ヶ谷道）が整備されたと言われ、古くから交通の要所でした。 

 平安時代からあった白山道は、藤原道長がこの道を通り付近に草庵を結んだと言われ、鎌倉時代になると朝比

奈切通しが開かれ、北条実時など金沢北条氏が居を構えました。また、鎌倉時代の 1305年に平潟湾に瀬戸橋が架

けられてからは、六浦道が、六浦湊や称名寺への主街道になりました。金沢道（保土ヶ谷街道）が整備された江

戸時代には、江戸庶民が、鎌倉江ノ島などの行楽地へ旅をする時に通る道（東海道保土ヶ谷宿→金沢道→六浦道

→朝比奈切通し→鎌倉）として使われました。 

歴史深い街道沿いには古刹、神社、やぐら、摩崖仏が続き、また、光傳寺の樹齢 550年のビャクシン、上行寺

の樹齢 600年のカヤなど、名木古木も多数観ることができました。名木古木を観賞していた時に、我が JFIK会員

の観察眼のすごさを目の当たりにしました。ある古刹で、“イヌガヤ”と案内板に記された古木を、参加者の Y氏

（今年傘寿を迎えられました・・もう誰かお分かりですね）が一目観て、「この木はイヌガヤではなく、カヤだ」

と断言。確かに葉はグレープフルーツの香りがして、採取した葉の裏の白い気孔帯を後で調べたらカヤそのもの

でした。さすが！ 

今回は、古の人々が街道を旅した姿を想像しながら歩いた一日でした。参加案内にある“歩行約 7㎞”は少し

控えめでした。おそらく、今までの“森こい”では最長歩行距離。金沢八景駅に着いた時は夕暮れの気配でした。 

                                             （広川記） 
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■鳥こい倶楽部 第 4回「多摩川河口」 

日 時：3月 27日(土) 10:00～15:00 快晴 

コース：小島新田駅(10:00 集合)→殿町第２公園→多摩川河口 1km 地点→殿町第２公園（昼食）→大師河原干

潟館→東門前駅→大師公園→川崎大師→川崎大師駅 

参加者：（案内人）中澤(均)、鈴木(康)、山路、日比野、中島(典）、梶浦、久野、久保、村松、中澤(美)* (*一

般) 以上 10名 

概 要： 

かつて多摩川河口付近は視界が開けていて比較的鳥が探しやすく、この時期干潮時に広がる干潟では多く

のシギやチドリを観察できる場所でした。当日は干潮時にもかかわらず干潟の広がりは限定的で、シギやチ

ドリの姿はありません。それでも川面にはスズガモとキン

クロハジロの大きな群れ、夏羽に換羽中の様々な段階のカ

ンムリカイツブリ、空には渡ってきたばかりのツバメやイ

ワツバメ、頭の黒く成りかけたユリカモメ、芦原にはオオ

ジュリンなど、あわせて 30種以上の野鳥を観察すること

ができました。 

河口付近で干潟が減少したのは、建設中の羽田連絡道路の

浚渫工事の影響もあるようです。川崎市によると干潟の再生

も予定されているとのことですが、今後の状況を見守ってい

きたいと思います。 

午後は、野鳥を探しながら川岸を歩き、岸沿いの桜並木も

満喫することができました。ようやく対岸遠くにコチドリを

確認出来ました。 

川岸から離れトイレ休憩を兼ねて「大師河原干潟館」に寄り、展示物を見学させて頂きました。その後、大

師公園まで歩き、園内の中国式自然山水庭園「瀋秀園」で鳥合わせを行い、川崎大師（平間寺）に参拝、川崎

大師駅で解散としました。 

見聞きした野鳥：ヒドリガモ、カルガモ、オナガガモ、コガモ、キンクロハジロ、スズガモ、カンムリカイツ

ブリ、ハジロカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、オオバン、コチドリ、ユリカモ

メ、ウミネコ、セグロカモメ、トビ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ツバメ、イワツバメ、

ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、ツグミ、イソヒヨドリ、スズメ、ハクセキレイ、ホオジロ、オオジ

ュリン 以上 34種 （番外 ドバト）                        （中澤(美)記） 

集合写真 やぐら 

多摩川河口で探鳥中 
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今思う事 

27年 藤川大司 

今回書くことはあくまで自分の体感であり、近年自分に自然と起こった生き方における考えの変化である。故

に他人から見ればくだらない雑記のようなものに見える可能性もある。しかし、自分の中では割と画期的な発見

のように感じるので、この場を借りて素直に記してみる。 

「正しいは無い」ということを良く考える。同時に、正しいことをちゃんとやろうではなく、納得して生きよ

うと思うようになった。きっかけは、自分の欲しい結果は想像した逆の場所にあると、ふと感じたことだ。 

例えば、勝つためにはどうするか。階段を上るように小さい成長を積み重ねれば良いのか。外から見ればそう

いったプロセスに見えるだろう。しかしながら実際は沢山失敗し、負けないといけない。言い換えれば、普段か

ら上手に負けられる人が最後には勝利する。小さな成長の裏にも思ったよりの多くの失敗があるものだ。 

安定した生活を送るにはどうしたらいいか。安定した場所で勤めるのが良いか。私はそれを一つの考え方だと

思いつつ、その１点で思考停止する場合においては、考えれば考えるほど首を縦に触れない。他者に自分の人生

を委ねるスタイルが安定した生活と言い切れるのだろうか。何故なら未来は見えない。不確定で不確実なこの世

の中では、自分の在り方をその時代によって変化させることが必要ではないかと考えてしまう。つまり、柔軟性

が必要だということである。これまたある意味「安定」という言葉からはイメージしにくい逆の場所にあるなと

思うわけである。 

正しくしようと思うことも同じで「ちゃんとやろう」とか思って取り組むと、長期的に見れば大体どこか満足

できなかったり、そもそもちゃんとできなかったりする。何故か？とりあえず決めた正しいことをしようとする

と、「～すべき」思考になってしまい、視野が狭くなって正しいことができなくなるからだ。そもそも、最初に決

めた「正しい」が、真の意味でどんな角度から見ても正しいのかと判断できるほど自分は出来た人間ではないし、

多分そんなことは存在しないかもしれない。結果とは単発的なものではなく、生きている限り影響する。例えば、

大恥かいて負けた経験があったからこそ、頑張れる動機にもなりうる。逆に無敗が続くほど、一つの負けの存在

は全てを失うほどの恐怖になりえる。 

結局は人も自然の中の一つで、生存戦略の中に生きている。そこに大きな意味でルールや正当性などない。弱

肉強食ではなく適者生存。哺乳類に学べばナマケモノからトラまで色んな生き方がある。挑戦や変化はリスク・

恐怖・孤独との闘いになるが、必ず何かをもたらす。人は見て触れる外側の世界に生きているが、正解は自分の

内側に必ずある。自分の中に目を向け、やりたいこと、なりたい自分を目指して正直に生きようと思った最近で

ある。 

寄   稿 

夏羽のカンムリカイツブリ (撮影：中島) 頭の黒くなりかけたユリカモメ (撮影：中島) 



JFIK会報 2021年 4月号 

- 11 - 
 

 
 

雑草って！？ 

 

R2 鈴木 淳 

新会員となりました鈴木 淳です。よろしくお願い致します。最近読んだ本

の感想を記したいと思います。『雑草という戦略』(著：稲垣 栄洋 出版社：

日本実業出版)という本です。(会報第153号のブックレビューで同じ著者の『身

近な雑草の愉快な生き方』が紹介されています。) 皆様の中には既に読まれた

方もいらっしゃるかと思います。私にとって知らないことが多くとても面白い

内容でした。現代のように変化が早くて予測不可能な時代には、【多様性】を武

器に【逆境】や【変化】に対して生き抜く雑草の戦略が、我々のビジネスや生

活に参考になるのではないかという内容です。《雑草魂》といわれるように雑草

は何度踏まれても立ち上がる強いイメージですが、著者曰く「雑草は踏まれた

ら立ち上がらない！」雑草は（他の植物に対して）弱い。そこで雑草はどうす

るかというと自分の得意な環境（No.1になれるオンリー１の場所）であるニッ

チを獲得するためにいろいろな戦略を構築していく。雑草は踏まれたら立ち上

がらない、そんな無駄はしないで雑草は本来の目的である種子を作って、子孫

を残すことに注力している。著者は、身近な雑草（オオバコ、カタバミ、オナ

モミ、スズメノカタビラ等）の例を、ビジネス戦略であるランチェスター戦略、

ドミナント戦略等を関連付けながら丁寧に説明をされています。ゴルフ場のスズメノカタビラが刈払われる高さ

に対抗して、多様性や可塑性をもって刈払われないように穂の高さを変えているといった話は驚きで、今度よく

見てみようと思います。 

話は変わりますが、私が森林インストラクターを目指

すきっかけは、「県民参加の森林作り」に参加したこと

です。最初に参加したイベントは下草刈り（雑草刈り）

で、炎天下パンツまでびっしょりになって作業して「こ

んなシンドイ作業は二度とやるものか！」と思いながら

昼食をとっていると、真夏なのに森林を吹き抜ける風の

さわやかさと自分の行った作業のビフォー・アフターの

光景から得る超達成感を感じ森林関係のイベントにハマ

ってしまいました。その後自然観察会等に何度も参加し

て、インストラクターの方々と話をするようになり、い

ろいろなことを教えていただき、「自分もインストラク

ターとなって、たくさ

ん知らないことを皆さ

んと学んでいきたい。」と思ったわけです。みなさんの指導をよろしくお願いし

ます。 

もう一点雑草がらみで、私は県のミカン畑耕作放棄地対策であるオレンジファ

ーマーという制度に参加しています。指導者の指導の下 3年間の研修中です。ミ

リレーエッセイ 

本文とは関係ないですが、湘南平からの富士山 

出展：amazon 
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カン畑には肥料を撒くためみかんの苗木も大きくなりますが、周辺の雑草も大きく育ち、この対策が大変です。

いろいろな策を検討・実施していますが妙案がありません。今回『雑草という戦略』を読み、雑草に愛着がわい

てきてきましたが、雑草に負けないよう多様性をもって対応していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名瀬里山の春  （撮影：福田 渉）  

河津桜＠石橋 3月上旬 

 

オカメザクラとレモンの木＠石橋 

ノジスミレ メジロ 

ナノハナとモモ ヒトリシズカ 
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No.6 新治市民の森   （福田 渉） 

▶ 概要 

10 年前 JFIK に入会したとき、事務局より四季

の森公園を紹介されました。それまで一度も行っ

たことがなかったのですが、以来頻繁に行くよう

になりました。そして自宅よりもっと近くて途中

にある三保市民の森や新治市民の森にも行くよう

になりました。特に、新治は公園とは違い自然そ

のままが気に入り立ち寄るようになりました。時

により毎週のように行くこともありますが、この

ところは月数回程度です。所属する写真教室の先

生もここを中心に写真集を出しており、私のお気

に入りの場所です。 

写真を撮るとき、日本や世界を巡るのもいいで

すが身近なお気に入り場所に繁く通うのもいいの

ではないでしょうか。ワンゲル育ちで山もいいの

ですが、荷物が重いので遠のいています。今は、

名瀬の里山も被写体としてもお気に入りです。勿

論保全作業もやっています。 

ということで、新治市民の森の紹介が遅れまし

たが、詳細はネットなどで見ていただくとして概

要は次の通りです。 

平成 12年（2000年）3 月に市内 23 番目の市民

の森として開園しました。面積は 67.2haと市民の

森としては最大級です。北側に旧奥津邸一帯であ

る「新治里山公園・にいはる里山交流センター」

があります。旧奥津邸の他に管理事務所やつどいの家があり、活動拠点となっています。 

散策ルートは次の 5つで構成されています（地図参照）。 

[A 池ぶちルート] [B 旭谷戸ルート] [C 向山尾根ルート] [D 尾根道ルート] [E 鎌立谷戸ルート] 

▶ お勧め散策ルート 

市民の森は公園とは違い自然そのままの里山風景を楽しむことができます。いくつもの谷戸と雑木林が入り組

んで広大な里山を構成しています。民家や畑の近くも歩きますので入り込

まないように注意したいです。 

 5 つのルートのうちのんびり歩きたいときは、ルート C、D の尾根道の

樹林や Eの湿地帯もいいです。ここでは私が普段歩く[A 池ぶちルート]と

[B 旭谷戸ルート]を紹介します。草花を眺めながらの写真撮影が目的です。 

(A) 池ぶちルート 

市民の森の中央部のルートで、みはらし広場に車を置いて歩きます。愛

護会の「森の工房」、作業場、管理小屋、トイレなどがありメインルート フデリンドウ 
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のようです。「池ぶち広場」周辺には観察路もあり、キンラン、カシワバハグマ、サンショウ、ムラサキシキブな

ど多くの草木を楽しむことができます。はずれたコースでは、フデリンドウ、ギンラン、ヤクシソウなども観察

できます。平地では民家が多く、ブルーベリー園や畑には野菜、桜、梅、桃もあり正に里山です。 

(B) 旭谷戸ルート 

 私が一番多く歩く道です。地形の関係からか、ちょっと冷えた朝には露が、さらに寒いときは霜が草に纏わり

朝日に輝くときれいです。天候を見測らって日の出の頃に出かけます。（早朝や週日は駐車場がないのが残念で

す。）田んぼ周辺もいろいろ観察できます。アザミ、レンゲソウ、ヒガンバ

ナ、ワレモコウ、ニラ、オオジシバリなどなど年中被写体には事欠きませ

ん。駐車場から田んぼに行く途中、スギやサワラで鬱蒼とした斜面にシダ

の群落が見事で、いつも厳かな感じになります。畑の中の道を通り、アメ

リカセンダングサ、エノコログサ、スギナ、ツクシ、フキノトウなどを眺

めて里山交流センターに行くと広いスペースもあり、のんびり休むことが

できます。 

 

▶ その他の動植物 

 樹林帯、田畑のある里山、谷戸と多彩な自然ですので、それなりの動植物が観察できます。植物は市内で観

察されている 1,400種のうちの半分位が見られるそうです。シダの群落、ハンノキ林、竹林も見事です。昆虫

や鳥類も種類が豊富で、オオタカやフクロウもいるそうです。 

  

田んぼのワレモコウ スギナとヒメウラナミジャノメ シダの群落 

■ アドバイス 

▶ 各種活動 

里山交流センターの「つどいの家」では里山体験ができます。勉強会の場としても利用できます。 

JFIKの「身近な自然を学ぼう」の会場にしたこともあります。 

▶ 昼食＆休憩 

森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 

徒歩：JR横浜線十日市場駅から徒歩 15分 

バス：十日市場駅南口バスターミナルより市営バス 三保中央行き 「杉沢」下車徒歩 6分 

マイカー：駐車場 土日祝のみ 9:00 ～ 17:00 無償 （週日・早朝は駐車できないのが難） 

▶ 基本情報 

所在地：横浜市緑区新治町 887 

公式ホームページ： http://www.niiharu.jp/ 

管理者：にいはる里山交流センター 管理事務所 TEL：045-931-4947 

http://www.niiharu.jp/
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「スイカのタネはなぜ散らばっているのか」 

著 者：稲垣栄洋著 

出版社：草思社文庫 

発 行：2020年 6月 8日 

価 格：700円+税 

 時々話題になる稲垣栄洋さんにまたもや登場し

ていただいた。単行本が出版されて 3 年後に文庫

になったので読んでみた。各植物のタネの話がた

くさん載っている。それぞれの話は短いので読み

やすい。今更でもないかと思ったのだが、新しい

話、再確認の話など結構おもしろい。 

 例えば、この本

のタイトル「スイ

カのタネはなぜ散

らばっているのか」

の話はこの本の最

後の方で出てく

る。結論は、スイ

カは種子を包む内

果皮を果肉として

発達させたため種

子が散らばってい

る。果肉の外側の

白い部分が中果皮である。カボチャやメロンは、

種子の周りの中果皮を果肉として発達させたため

種は中心部に集まっている。ついでにスイカにつ

いて、縞模様は鳥に見つかり易いように発達した、

中心部が一番甘いのは残さずに食べてもらうため、

種無しスイカを開発したが今では栽培されていな

いなどの話に及ぶ。 

 中ごろに出てくる「食べられるタネの話」もお

もしろい。5 品種でてくるが、ここでは 3 種（イ

ネ、コムギ、オオムギ）について登場させる。イ

ネの種である米粒はおいしい。それに対し、コム

ギは粒の状態では食べないのはなぜ？ オオムギ

は食べるにはもっと大変。焙煎や麦芽の話に及ぶ。

その中で、麦ごはんの麦はオオムギの突然変異で

できたはだか麦を押し麦にしたものである。 

 その他、身近なタネの話題満載だ。    （獏） 

 

 

月刊ブックレビュー 
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会員異動 

＜3月度の会員異動＞ 

3月31日現在 退会1名 会員数160名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

日 時：3月26日（金）19：00～19：44 

場 所：Web上 

出席者：理事9名(欠席理事1名)、監事1名、会員3名 計13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 

緊急事態宣言が解除されました。

桜も咲き外で活動するには丁度

いい季節になりました。JFIKの

活動も徐々に戻りつつあります

が油断大敵ですネ（かじうら） 

編集後記 

木々が一斉に芽吹き始めて、近所

の散歩道も賑やかになってきまし

た！淡い緑がとても美しい時期で

すね。(松山) 
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