
   

 

 

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■ヤビツの森 

日 時：5月 22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
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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/ 

 

フデリンドウ＠名瀬の里山 （撮影：福田 渉） 

活動予定 
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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 5 月 15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：5月 14日（金）、29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 

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。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。 

連絡先：福田渉 📱：090-2226-8408  📩：w-fukuda@mrj.biglobe.ne.jp   

 

名瀬谷戸の会の 5月、6月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：5 月 1 日（土）、10 日（月）、17 日（月）、6 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：5月 8日（土）、23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 

新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、ご高齢の参加者が多い『身近な自然を訪ねて』の活動は、5 月の『イワ

ツバメ・東高根森林公園』、6 月の『開成あじさい』ともに中止いたします。7月･8月は、熱中症の危険を避ける

ためもとより計画がございません。しがって、次回（予定）は９月になります。         （鈴置記） 

 

■四季の森公園  

5月 8日（土）特定植物観察会「キンポウゲの仲間」 

5月 16日（日）自然を訪ねて観察会「花の不思議」 

は、5月 11日（火）までの神奈川県まん延防止等重点措置を受け中止されました。         （福田記） 
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■室内勉強会（オンラインで実施） 

日 時：5月21日(金) 19:00～21:00 

テーマ：「食品廃棄物まわりにつきまして」 

講 師：JFIK  石川雄一さん（25年） 

概 要：飽食のわが国では多くの食品が捨てられています。なんともったいないことでしょうか。食品の入口か

ら出口までそれぞれのステージで多くの食品が捨てられています。なぜ廃棄されるのか？どうしたら廃棄されな

くなるのか？現状どうなんだ？を一部ですが、共有、一緒に考えられればと考えています。また、SDGs(持続可能

な開発目標)にも絡めて、自分たちに出来ることを探れればと思います。メーカー、販売店、リサイクル施設で「も

ったいない」を間近で見た経験からお話し出来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 

          補佐 嶺 義則 📩：UGK58629@nifty.ne.jp        📱：090-3532-0479   （嶺記) 

 

■山こい倶楽部企画第七十二回「アシタカツツジと富士山大展望の愛鷹山」 

富士山好展望の愛鷹山に登りませんか？今回は 2016年 11月に訪れた愛鷹山に別のコースから登ります。 

この季節、固有種のアシタカツツジが見頃（のはず）です。黒岳のスギの天然林の林床にはヤマシャクヤクが、

主稜線の登山道脇にはイワカガミや運が良ければコイワザクラを見ることができます。 

日 時：5月 15日（土） 

場 所：愛鷹山 

集 合：JR御殿場駅富士山口 富士急バス乗り場 2番 8:30十里木行きのバスに乗車 

コースの概略： 

国府津駅 7:07＝松田駅 7:23＝（御殿場線）＝7:57 御殿場駅 8:30＝（富士急バス）＝8:59 愛鷹登山口－9:20 山

神社－10:20 富士見峠－10:45 黒岳－11:15 富士見峠－11:50 鋸岳展望台－12:40 富士見台（昼食）－13:25 越前

岳－14:45 馬の背－15:15 展望台－15:45 十里木―16:20 十里木 3 丁目バス停 16:38＝（富士急バス）＝17:18 御

殿場駅（歩行 5時間 25分、休憩 1時間 20分） 

装 備：日帰りハイキングの装備、昼食、マスク、消毒液 

リーダー：中澤靖彦（090-2544-5506）  サブリーダー：久保典子（090-5311-1281）    （中澤(靖)記） 

 

参加申し込み：5月 12日（水）までに松井公治 📩：ma1950koji@yahoo.co.jp宛メールして下さい。 

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。 

 

保険について： 

今まで山こいの保険は CONE保険の団体でかけ 1回 100 円徴収していました。 

しかし今年度から CONE保険は 1000メートル以上の山での活動には 706円の保険料が必要になりました。問題は

706 円という高額な保険料もありますが、今まで山こいの事務局でよく確認していなかったのですが、CONE保険

には遭難したときの救援者費用の補償がないことわかりました。山で事故が起こったときにすぐにお金がかかる

のが救助のためのお金です。 

mailto:sato.forest2807@gmail.com
mailto:UGK58629@nifty.ne.jp
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救援者費用のための保険に団体で加入するのは難しいというため事務局で話し合った結果、原則として各自で保

険をかけたうえでの参加をお願いするという提案です。 

具体的な保険についてですが、救援者のための保険は山行単発でかける場合と、期間を限って年間でかける場合

があります。山行単発で救援者対象の保険をかける場合は翌日に救助が開始される場合を考えて一泊二日の保険

をかけた方が確実です。 

単発では YAMAP登山保険、モンベル野あそび保険、ドコモワンタイム保険、Yahoo ちょこっと保険山大好きプラ

ン、三井住友 VISAカード ポケット保険トレッキングコース ソフトバンク スポーツ・レジャー保険 月額プ

ランなどがあります。 

年間ではモンベル 野外活動保険、レスキュー費用保険、日本山岳協会 共済会、日本山岳救助機構会員制度［略

称ｊＲＯ（ジロー）］、木村総合保険事務所などがあります。 

保険料は、救援者保険だけの場合は単発で数百円、年間で数千円です。救援者保険＋傷害保険等では少し高くな

ります。 

いろいろな種類の保険がありますので、ご自分に合う保険を選んでください。インターネットで加入手続きがで

きるものがほとんどです。 

 

低山中心で行ってきた山こいですが、1000m 以上の山もたくさん登ってきました。また今まで大きな事故に遭わ

ずに活動を行ってきましたが、どんなに注意をしていても事故をゼロにすることはできません。手続きが面倒だ

と思われるかも知れませんが、保険をかけて安心して山こい倶楽部で山に登りましょう。 

ご質問がある場合は松井までご相談ください。                        （松井記） 

  

名瀬の里山 久右衛門邸周辺春景色   （撮影：福田 渉） 
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■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。 

📩：masakihisano77@yahoo.co.jp  📱：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。 

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） 

 

併せて第 27回もお知らせします。 

■森こい倶楽部第二十七回 

以下のとおりご案内しますので、感染対策に留意され、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：目久尻川崖線の湧水・樹林・史跡巡り（藤沢市・綾瀬市・海老名市） 

開催日：2021年 6月 6日（日） 

集 合：小田急江ノ島線 長後駅 改札外 9:45（10:00発バス乗車するので時間厳守ください） 

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:山葵田 

申し込み：ご参加の方は、6 月 3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。 

📩：masakihisano77@yahoo.co.jp ☎：090-8280-1816  

コース内容：厚木飛行場がある綾瀬市は鉄道駅の無い市であまり馴染みがないとは思います。座間付近から流れ

る目久尻川（寒川で相模川に合流する）は、綾瀬市を下り相模原台地を削り崖線となり、多くの湧水源がありま

す。流域は田畑が広がり畜産も盛んな里地です。古くからの歴史地区であり、崖線の樹林、湧水源の山葵田、湿

生園、城址、古代遺跡・古刹が続きます。蟹ヶ谷公園の広い湿生園ではハナショウブが期待できるでしょう。 

コース概要：長後駅西口🚻 →🚍→ 用田神社入口→寿昌寺→神崎遺跡🚻→有馬の春楡→蟹ヶ谷湿生園🚻→済

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
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運寺🚻→山葵田→城山公園🚻 →🚍→ 海老名駅（解散） 

歩 行：約 6㎞、若干アップダウウがありますが、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 

7月 4日（日）相模川段丘、座間～新磯の多様な緑地・樹林（座間市・相模原市南区） 

秋（9月）以降は別途連絡します。                              （久野記） 

 

■鳥こい倶楽部 第 6回企画「八菅山（愛川町）」 （案内人：池田倫子さん） 

愛川町に位置する八菅山（はすげやま）は、由緒ある八菅神社を抱き、スダジイ他の樹木やランなどの希少な植

物も多い自然豊かなところです。225mの頂上付近には展望台があり軽いハイキングコースとしても人気のある山

です。四季を通じて野鳥の種類も多く、初夏にはオオルリ・キビタキはもちろん、サンコウチョウ、ヤブサメ、

センダイムシクイなど毎年確認しています。今回は夏鳥のさえずりを楽しむ目的で企画しました。 

日 時：5月 14日(金) 10：00～15：00 

集 合：愛甲郡愛川町中津 八菅橋下 中津川左岸河原（地図参照） 10:00 

 バス：神奈川中央交通バス「一本松」バス停※より西方へ徒歩約 13分 

   ※小田急本厚木駅「厚木バスセンター10番のりば」より「厚 60 上三増行」8:50または 9:15に乗車、 

    約 30分で「一本松」バス停 

 マイカー：中津川左岸河原に駐車可能。 

解 散：同上 15：00頃 

コース：中津川よりスタートして八菅山いこいの森を一周します。 

参加費：500円（CONE保険・資料代含む） 

装備等：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 

参加対象：JFIK会員、会員の家族、友人、知人など（会員が同行し、連絡先など確かな方) 

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 

雨天中止：雨天予報、荒天予報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。 

mailto:h-naka@k04.itscom.net
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・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 7回 6月 2日（水）照ヶ崎と湘南平 （案内人：金子正美さん） 

・集 合：照ヶ崎(大磯町) 8:30 

     大磯駅から徒歩約 15分 

     大磯港駐車場隣接 

   (8:00頃から現地で観察していますので、9:00頃までにお越し下さい。) 

 詳細は開催日の 1か月前ほどに JFIK-MLで案内します。                  (中澤(均)記) 

 

 

 

■名瀬谷戸の会 

【１】＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：4月 3日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 46名（JFIK：9 名 地元・地域ボランティア：28名・横浜メダカの会：9 名） 

作業内容：●久右衛門邸竹林におけるタケノコ駆除、親竹選木マーキング ●道具小屋の上部傾斜地のモウソウ

チク根株切り戻し ●こども里山探検班による近久右衛門邸竹林及びゾーン６に「柵内立入禁止」の看板吊るし 

●横浜メダカの会の水生生物・水質調査 

作業 2回目 

日 時：4月 12日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 19名（JFIK：8 名 地元・地域ボランティア：11名） 

集合写真 まずはタケノコ堀りの注意から 

活動報告 
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作業内容 ●タケノコ駆除、親竹選木 ●ゾーン１の尾根道沿いで落ち葉かき 

作業 3回目 

日 時：4月 19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） 

作業内容 ●タケノコ駆除（今回で終了）、親竹選木 ●ゾーン６のモウソウチクとマダケの伐採、伐採竹の後片

付け、二つのしがら柵作成 ●園路沿いの「ゴミポイ捨て禁止」及び「スズメバチ注意」の看板設置 (福田記) 

 

【２】親子によるタケノコ駆除イベント  

定例作業以外に、次の 2 日間に実施した。 

日 時：4月 10 日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 20名（JFIK：2 名 地元・地域ボランティ

ア：18名） 

日 時：4月 17 日（土）10:00～12:00 

参加者：合計 25名（JFIK：4 名 地元・地域ボランティ

ア：21名） 

 

定例作業とこのイベントの合計のタケノコ駆除作業の結

果は、下記の通りであった。 

駆除本数：719本 親竹選木：223本 

  

集合写真 タケノコ駆除 

タケノコ駆除 ゾーン 1での落葉かき 

4月 17日の成果 

集合写真 タケノコ駆除 
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■室内勉強会「巨樹探訪」 

日 時：4月 16日（金）19:00～21:00 

講 師：JFIK 中澤靖彦さん（30期） 

会議方法：Web (Zoom) 利用のオンライン会議 

参加者：瀬尾、中澤（均）、田川、山本（明）、吉無田、吉井、坂間、西岡、藤本、足立（正）、羽田、福田・嶺・

佐藤（淳）（Web会議ホスト） 講師ご友人 6名 合計 20名 

「巨木とは？」「私が選ぶ巨木ベストテン」「樹種別巨木・名木探訪」の 3 部構成で話され、全体を通して 106

本の巨木・名木が紹介された。 

1. 巨木とは？ 

地上 130cm の高さで幹周 3m 以上のものを巨

木と定義している。但し、実際の地形や樹形（株

立ち・根上り）は様々なので測り方も厳密に定

義されている。 

環境省には約7万本が巨樹として登録されて

おり、そのうち幹周 5m 以上の約 1 万本の県別

分布を見ると東京都が最多となっている。これ

は島嶼地域を含め他県より調査が進んでいるか

らとのこと。これに対して神奈川県は 5分の 1

以下と少なめ。一方、樹種別で見ると上位から

スギ、クスノキ、ケヤキの順となる。 

「私の求める巨木」として、しぶさ・風格、

生命力・美しさといった表現で説明され、この

評価軸をもとに巨木が紹介された。 

2. 私が選ぶ巨木ベストテン 

10 位「縄文杉」から順に、幹周・樹高・樹齢

に加え、天然記念物指定や樹種別日本一の格

付、そして歴史や伝説を交えて一つ一つ紹介さ

れた。9位「宝生院のシンパク」は 1本の木と

は思えない大きさで幹には象と亀と龍が御座

る。漁獲用具ヤスのような樹形の 8位「十二本

ヤス」は 13 本目が生えてくると 1 本が枯れて

しまうという。 

明治の大火や昭和の集中豪雨で麓の集落を守

った 7 位「中川の箒杉」。6 位「東根の大ケヤキ」

は南北朝時代の小田島城跡に残った巨大感ある 1 本。もとは父母の 2 本あったが明治期に父が枯れてしまったと

いう。5 位「蒲生の大クス」は和気清麻呂が刺した杖が根付いたという伝説があり平安期にはご神木だった。そ

の日本一の幹周(24.2m)には扉が付き 8 畳ほどの空間は昔子供の遊び場だったそうだ。4 位「森の神」ブナはとに

かく男前なのだそう。 

3 位「北金ヶ沢のイチョウ」は多数の気根が地面に突き刺さり壁のよう。枝の太さが植林ヒノキ 1 本分もある

2 位「大久保のヒノキ」は樹形が恐ろしくも見える。そして 1 位「寂心さんのクス」の下には地元の僧侶寂心の

墓があるという。樹冠幅が 60m もある様子がドローン動画でも紹介され、小学校の徒競走ができるという例えが

よく伝わってきた。 

函南原生林のアカガシ （撮影：中澤靖彦） 
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3. 樹種別巨木・名木探訪 

いずれも見事な90本以上が紹介

された。樹高日本一(62.3m)の「花

脊の三本杉」はドローンで計測さ

れたそうだ。村名にもなった「杉

沢の大杉」は低いところから枝が

張り姿形がとても良い。「石徹白の

大杉」は計測値以上の風格がある。

「八村杉」は立ち姿が美しく存在

感がある。 

ご神木のある「大山祇神社のク

スノキ群」はパワースポットで日

本最古(3000年)のクスもある。主

幹が崩壊して空洞化した「塚崎の

大クス」は中に入ると青空が見え

るそうだ。「御岳の神代ケヤキ」は

都内最大でヤマトタケルの時代に

植えられた伝説がある。「賀恵淵のシイ」は地面から斜めに突き出した姿が戦闘的。 

「村吉の天神さん」のアカガシは昔小学生がかくれんぼしたと言われるほどの根上りが特徴的。不伐の森とし

て江戸時代から保護されている「函南原生林のアカガシ」は中澤さんが最も気に入っているという。トロッコを

敷設してまで伐採の危機を回避した日比谷公園

の「首かけイチョウ」も好きな木だそうだ。昭

和の過激派運動で類焼するも翌年には再生した

ように、イチョウは火事に強い故に並木に使わ

れる。 

神奈川県下の身近な巨木も14本紹介された。

ここに書ききれないため是非、勉強会資料を参

照いただきたい。参考書籍は「巨樹・巨木」(山

と渓谷社 1999年)、「日本一の巨樹図鑑」(文一

総合出版 2013 年)、「巨樹・巨木をたずねて」

(新日本出版社 2008年) 

4. おわりに 

鹿児島県から北海道まで2枚を除いてすべて

現地撮影の画像を用いて紹介された。巨木の撮

影は写りが同じようになるので難しく、撮影位

置を変えたりドローンを使ったりと工夫されて

いるそうだ。中澤さんは 10 代の頃から大きな

木が好きだったとのことで、2018 年 3 月から

2021 年 3 月の 3 年間で延べ 102 本の巨木を訪

ねており、平均すると 11 日に 1 本というペー

スでの巨木探訪に驚嘆した。   （羽田記） 

 
中川の箒杉   （撮影：中澤靖彦） 

 

   寂心さんのクス   （撮影：中澤靖彦） 
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■森こい倶楽部第二十五回 

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） 

日 時：4月 4日（日） 

参加者：梶浦、山路、山本(明）、引田、岡部(桂）、鈴木(康）、坂間、佐藤(淳）、豊川、足立(正）、足立(千）、小

池、広川、石川(雄一）、久野、以上 15名（新会員 3 名） 

コース：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→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→鴨志田団地バス停→青葉台駅（解散）（歩行約 7㎞） 

 

概 要：今回は、新会員 3 名にも参加いただきまし

た。今後も、新会員の参加をお待ちします。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

地区でもあります。まずは鶴川駅から鶴見川沿いを進

み、川崎市麻生区の東光院の広大な寺林と手入れされ

た庭園を訪れました。「川崎市まちの木 50選」のイチ

ョウ・イトヒバ・カキなどの川崎市保存木、咲き誇る

ツツジなどを鑑賞しました。町田市の三輪の里地に入

り、熊野神社の樹齢 300年以上と伝わるアカガシに圧

倒されました。「東国花の寺百ヶ寺」の高蔵院ではシ

ャクナゲなど百花繚乱を楽しみました。御神木のシラ

カシとヤブツバキの合体木、150年前の火災で焼ける

も元気に実をつける禅師丸ガキなどの珍樹もありまし

た。樹林の下には、ボタン、クマガイソウ、エビネ、

ケマンソウなど、多くの山野草が咲き誇っており、皆、

足が前に出ませんでした。雑木林、竹林なども、綺麗

に手入れされ、歩いていても気持ちの良いところです。

シダレザクラ、ナノハナが咲き誇る屋敷の庭を愛で、

地層露頭の白坂横穴墓を経由、椙山神社につきまし

た。周辺に多く存在する杉山神社でも国字の「椙」の

字を使うのはここだけで、大和三輪大神神社より勧請

の伝承があり、三輪の地名に繋がっているそうです。妙福寺境内を通りぬけると、珍しくも胸の高さにケヤキの

寄生木があり、眼の前でじっくり観察できました。三輪の森に入り、ビジターセンターでは、コロナ禍ですが、

ディスタンスを取り室内で昼食をとることができました。谷戸跡の散策路脇の榎では国蝶のオオムラサキの幼虫

を保護育成していました。その先にはニリンソウの大群落が待っていました。峠を越え、下三輪玉田谷戸横穴墓

群を通り、杣山の道を下り、三輪の最奥、里地里山の風情が残る、山谷の谷戸に出ました。薄暗い山谷の切通を

抜けると、横浜市青葉区の寺家ふるさと村の田圃に入ります。レンゲソウ、アゼスゲ、キツネノボタンなど、故

郷の風情を感じながら里山に上がりました。コナラなどの雑木林では、残念ながらナラ枯れで多くの木が切られ

ていました。最後に寺家の熊野神社の、横浜市名木古木である、スギ、モミの大木を眺め、四季の家で一休みし

ました。鴨志田団地からバスで青葉台駅まで乗車、解散しました。三輪から寺家の里地里山で、春爛漫の変化に

富んだ自然を満喫できました。                               （久野記） 

集合写真 ＠ 花の寺「高蔵寺」 
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■鳥こい倶楽部 第５回「葛西臨海公園」 

日 時：4月 7日（水） 10:00～15:00 快晴 

コース：葛西臨海公園駅前→西なぎさ→鳥類園→昼食→下の池（汽水）→上の池（淡水） →鳥合わせ→葛西臨

海公園駅前→解散 

参加者：（案内人）樋口、上江州（案内人サブ）以上千葉会、中澤（均）、中澤（美）、足立（正）、山路、梶浦、

坂間、山本（明）、中島（典）、久野、鈴木（康）、村松 計 13人 

 

概 要：当日は天気に恵まれ、暖かな一日でした。駅前の噴水広場で集合。シギチの時期としては１週間から２

週間は早いのではという話も伺いましたがイワツバメが上空を舞う中、期待を込めてスタート。西なぎさへと向

かう途中では赤い新葉が花の様なタブノキ、橋のたもとでは誰かが「浜でぼーっとしている木だよ」と言ったか

言わないかハマボウ。橋を渡ると沖合にものすごい数のスズガモの大群。しかしながらカモの種類は少ないよう

です。左手の東なぎさを望むところが本日のメインの観察場所。そこではカモ類の他、クールな目つきのカンム

リカイツブリ、派手な色合いのミヤコドリの群れ、一羽だけで寂しいホウロクシギ、ひたすら眠そうなアオアシ

シギ、昼ご飯のために精を出すミサゴなどの他、遠く東なぎさの先にカワウに混じり眠っているクロツラヘラサ

ギを見ることが出来ました。残念ながらトレードマークの嘴はみることができませんでしたが。 

 

来た道を戻って、鳥類園へと向かう途中で昼食。そ

の後、シロダモの若葉のビロードのような手触りを

確かめながら？汽水池、淡水池と見て回りましたが

期待したシギチ類やクイナなどはあまり見ることが

出来ませんでした。池のほとりのベンチで鳥合わせ

をしてから駅前まで移動して解散となりました。 

 

見聞きした野鳥：ヒドリガモ、カルガモ、コガモ、キ

ンクロハジロ、スズガモ、ウミアイサ、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、ダイサギ、コサギ、クロツラヘラサギ、オオソリハシシギ、

オオバン、バン、ミヤコドリ、ホウロクシギ、アオアシシギ、イソシギ、ユリカモメ、セグロカモメ、ミサゴ、

トビ、コゲラ、モズ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ヒバリ、シジュウカラ、メジロ、ツバメ、イワツバメ、

アマツバメ、ヒヨドリ、ムクドリ、スズメ、ツグミ、カワラヒワ、ハクセキレイ、アオジ、オオジュリン、ウグ

イス 以上４４種類（番外：ドバト）                            （村松記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スズガモ（撮影：中島） 夏羽のカンムリカイツブリ（撮影：中島） 

西なぎさで探鳥中 
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図 3 

  

 

 

「コブシの一葉」 

佐 藤  淳   

早春にみごとな白い花を咲かせるコブシですが、図鑑などの解説ではハクモクレンやタムシバとの見分け方と

して、「コブシは花の下に葉を 1枚付けるのが特徴」と記されています。以前からこの葉はどのようにして付くの

かについて関心を持っておりました。自宅近くの公園に日当たりが良いせいか毎年たくさんの花芽を付けるコブ

シがあり、数週間にわたり観察に通いいくつかの発見がありました。仮説の部分もありますが、報告させていた

だきます。 

まず、コブシの花芽は 2種類あることがわかりました。銀毛に被われた花芽はおなじみですが、この花芽の基

部にもう一つ毛に被われた小さな芽が見られるもの（図 1）と、この小さな芽がないもの（図 2）とがあるので

す。小さな芽のあるものは長枝の先端近くに多く、途中の短枝には小さな芽のないものが多い傾向があり、小さ

な芽のない花芽のほうが 3対 1ぐらいで数が多いように思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花の下に付く葉の出方は図 2の小さな芽のない花芽のほうがシンプルで、つぼみの中から花びらが開くのに合

わせて葉が 1枚だけ出てきます（図 3）。このつぼみから出てきた葉が花の基部に 1枚付くのです。図 1 の小さな

芽のついた方はつぼみが開花し花が咲いても葉がありません（図4）。大きな花芽の中に葉が入っていないのです。

こちらはそのまま葉がつかないのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

寄   稿 

図 2 図 1 

図 4 

4 
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よく見ると基部の小さな芽は残ったままです。実はこの中に葉が 1枚入っているのです。コブシの普通の葉芽

は図 5のように黒っぽく見えますが、この小さな芽は花芽と同様に銀毛に被われています。しかし、花の開花に

は少し遅れますが、あとから葉が出てくるのです（図 6）。小さな芽について観察を続けると、花が萎れる頃にな

っても葉が出ないものや、ごく少数ですが葉が 2枚出ているものもありました。 

2 種類の花芽はどちらも葉をつけることになるのですが、小さな芽を持たず開花と同時に葉を付ける花芽のほ

うが効率的のようにも思われます。観察したコブシに通う途中にハクモクレンの樹があり丁度開花の時期でした

が、こちらも良く見ると花の基部のちょっと下に銀毛で被われた葉芽があることに気づきました。ハクモクレン

はひとつの葉芽から何枚も葉が出るところが違いますが、葉芽からの芽吹きは開花に遅れるなど共通する点もあ

るように思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは仮説ですが、もともとコブシの花芽の基部に突起していた小さな葉芽が効率性の観点から花芽の内部に

取り込まれたのかもしれません。内部にある方が、保護上も安全です。ためらいながら、一つだけ小さな芽の付

いていない方の開花前の花芽を指で開いて観察しましたが、中に小さな葉芽を見つけることが出来ました。 

別の見方をすれば 2 種類の花芽があるというよりも、銀毛でできた芽鱗で小さな葉芽が被われているものと、

葉芽がはみ出してしまっているものがあると考えるとよいのかもしれません。葉芽が内部に包まれたものは芽鱗

に保護され、暖かい環境で育つため成長もよく葉が早期に出てくるのに対して、葉芽が外に付いてしまったもの

は開花後もなかなか葉が成長せず、結局葉を付けない場合もあると考えられないでしょうか。 

この報告文はコブシの花芽が 2種類あることから、その開花の様子をまとめたものです。見落としている点や

不正確な部分もあるかと思いますが、その場合はご容赦をお願いいたします。また、このテーマについて既にも

っと詳細にご研究されていらっしゃる方がおられれば是非ご指導をお願いしたいと存じます。 

  

   

 

 

観察したコブシの樹 （都筑区鴨池公園） 

図 5 図 6 
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竹林整備とタケノコ（筍）掘り 

R2 矢野 武征  

 新入会員の矢野武征です、よろしくお願いします。 

 4 月 11日（日）久末イノ木特別緑地（川崎市高津区）竹林整備（実践編）ボランティアに参加しました。自宅

より自転車で 20分の竹林で、指導員、参加者総勢 20 名。里山ファッションに身支度し、ヘルメット．竹鋸.剪定

ハサミを身に着け 4班に分かれ、枯れたタケ、折れたタケ、細いタケなどを間伐し適正な親ダケを残す作業です。

間伐したタケを 3ｍほどに玉切りして節枝を切り落とし一箇所に集積する一連の作業工程、竹林の適正な若返り

を促す作業です。竹林内を見渡すと無数のタケノコ（筍）が勢いよく顔を出しています。正常な竹林密度を維持

し成長を促す為タケノコの間引作業（筍掘り）を行い今日の竹林整備作業は完了です。 

 体験の中でタケノコ掘りのコツは、地面より少し顔を出した先端が黄色く尖ったタケノコを見つけ、先端が曲

がっている方向に竹の地下茎が伸びているそうでタケノコの周囲を丁寧に掘り、赤点（赤いボツボツ）が見える

まで掘り、先端が曲がっている方向から掘り取るのがコツだそうです。掘り取ったタケノコは、参加者各自 1～

2 本、持ち帰ることが出来ました。早速、ネットでタケノコのレシピを検索し、先ずはタケノコの刺身を食し、

灰汁抜きをして（タケノコご飯、和え物、煮物、焼物）など料理して日本酒の冷やで一杯遣りました。美味しい、

楽しい一日でした。 

 ところで、全国の竹林面積は約 16 万 ha(全森林の 0.6％)だそうです。少子高齢化等により森林が放置されタ

ケが森林を枯らし、住宅地にまで浸食して社会問題になっています。竹林整備が望まれます。 

 

 申し遅れましたが簡単な自己紹介をさせて頂きます。 

氏名：矢野武征 住所：川崎市高津区 職業：緑化関係 趣味：太陽の下で自然と戯れることを生甲斐としてい

ます、今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

  

リレーエッセイ 

竹林整備の様子 

緑地等維持管理 

リ理 

I邸樹齢 200年ゴヨウマツ手入 シダレザクラ満開 4月 
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No.7 神奈川県立相模原公園   （嶺義則） 

▶ 概要（そもそもは不純な動機から） 

私が相模原公園を頻繁に訪れるきっか

けになったのは、5年ほど前にインドネシ

アとのSDGs関連プロジェクトに企業のメ

ンバーとして参加するようになった折、

相模原公園内にサカタのタネの熱帯植物

グリーンハウスがあることを思い出し、

少し東南アジアの植物を勉強してみよう

かと通うようになったという、公園には

直接関係のない不純な動機からでした。

とは言え森林インストラクターでもある

し、公園も回り始めて、そのうち公園の

方だけで時間が足りなくなり、グリーン

ハウスには行かなくなってしまいました。 

相模原公園の良さを私なりに一言で言

えば「開放感」です。この公園のシンボルは、何といってもシンメト

リックなフランス式庭園と庭園を縁取るように立ち並ぶメタセコイア

並木です（写真：フランス式庭園の風景）。相模原公園は旧陸軍の射撃

場跡地を中心に 1979 年県立公園として開園されました。面積は 26ha で

四季の森公園の半分程度です。隣接する市営の麻溝公園には動物ふれ

あい広場があり、家族連れで賑やかな公園ですが、それに対して相模原

公園は落ち着いた雰囲気の公園です。 

▶ お薦めコース（耳を塞ぎたくなる程の景観） 

私のお薦めコースは、麻溝公園に隣接する南側から「こもれ

びの径」に入るコースです（写真：こもれびの径）。入口には

ハルニレの立派な木が数本たち、四季を通じて小鳥の声も聞こ

えてきます。この道は途中で園内の舗装道路にぶつかりますが、

その舗装道路を左に進み、公園ナビステーションに寄って旬の

草花を確認、公園パンフを入手されると良いと思います。こも

れびの径に戻り、左に抜ける道が出てきたら、それを道なりに

進むと、この公園の展望エリアに辿り着きます。宮殿に見立て

たサカタのタネの建物を中心に遠近の効いた庭園の風景が広が

り、何枚も写真

を撮ったのに、また撮りたくなる景色が広がります。特に秋はメ

タセコイアが褐色に色づいた姿は真に絶景です。実際に現地で見

てもらいたいので、私の下手な写真は載せないでおきますね。展

望エリアを出ると道は２つに別れます。左側の真っすぐな道は人

通りも少なく、道端にはところどころに女子美大の学生達が制作

したオブジェが置かれていて、何故かドビッシーが聴きたくなっ

て、五感を駆使する自然観察のタブーを犯して、そっとイヤフォ

ンで耳を塞いでしまいます（写真：オブジェが置かれた径）。 
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この道が終わると西側にあるクスノキゲート（公園正門）まで道は 2本。来た道を少し戻る感じですが、樹種

が豊富で庭園もある右の道を進むことをお勧めします。公園正門の近くには背の低いホオノキがあり、沢山花

をつけるので、ほぼ目線の高さで花を観察できます。 

▶ 植物観察（人工的だからの良さもあります） 

相模原公園は沢山人手の入った人工的な公園です。そんな公園

を紹介するなんてとお叱りを受けそうですが、人工的ゆえに、例

えばメタセコイアとラクウショウ、キンモクセイとギンモクセイ、

シラカシとアラカシなどが平然と隣合わせにいたりして、横着な

私にとっては大変便利です。また、ヤマナラシ、ムサシノケヤキ、

シナノキ（倒木更新中）、シンジュ、ハンカチノキなど樹種が多

いのものこの公園の特徴です（写真：ハンカチノキの花）。また林内

に自由に入れる場所も多く、キンラン、ギンラン、ナルコユリな

どのユリ科の林床植物も近くから観察することができます。 

▶ 野鳥観察（周辺の施設も入れるとバードウォッチングのメッカ！？） 

開けた環境で来訪者も多く安全なせいか、シジュウカラ、メジロ、エナガ、ウソなどの小鳥を良く見かけま

す。春には北へ旅立つツグミの集合場所にもなっているようです。大きな池がないので水鳥が少ないのが弱

点ですが、12haもある巨大な相模原沈殿池が道路を挟んで隣接していて、観察できるエリアは限られます

が、カモ類、カワウ、カイツブリ、アオサギなどを見ることができます。それでも鳥に会えなかった不運な

方は麻溝公園に行くことをお勧めします。自由に出入りできる

鳥小屋には、ジュウシマツ、キンカチョウ、ブンチョウなど約

200 羽の鳥を体に触れる位の間近で見ることができます。 

▶ サカタのタネのグリーンハウス（仏教の 3大聖樹も） 

グリーンハウスにはヒスイカズラ、アストロキア・サルバド

レンシスなどの珍しい植物を含め約 600種類の植物が敷地内で

育てられています（写真：何かに似ているアストロキア・サルバドレ

ンシス）。ここでは仏教の 3 大聖樹のムユウジュ、インドボダイ

ジュ、サラソウジュも見ることができます。入園料 100円。月

2 回園内ツアーもあります。 

▶ 昼食＆休憩 

園内にはベンチが沢山あります。芝生広場にはテーブル付のピクニック用ベンチもあります。 

管理事務所前の売店ではカレーライスや焼きそばなどが食べられます。また、グリーンハウス内の「植物園カフェ」は

お弁当持ち込みもできます。北側のサルスベリゲートを出て、北里大学方面に２～３分でコンビニもあります。 

▶ アクセス 

・バス：相模大野駅北口「女子美術大学行」 * 乗車約 20分 女子美術大学前下車〈総合体育館前下車もお勧め〉 

または「原当麻駅・古山経由上溝行」 乗車約 20分 相模原公園前下車 

*「女子美術大学行」7-9時台は待ち行列が長くなる為、近くのグリーンホール前から発車 

JR模線原当麻駅「北里経由小田急相模大野駅行」「北里大学行」 乗車約 5分 相模原公園前下車 

JR横浜線古淵駅 「麻溝台 1丁目経由女子美術大学行」 乗車約 20分 女子美術大学前下車 

・マイカー：西駐車場（無料）、中央駐車場（平日 2時間 100円、終日 200円） を利用 

▶ 基本情報 

管理事務所所在地：〒252-0335 相模原市南区下溝 3277  TEL 042-778-1653  FAX 042-778-6314 

公式ホームページ： http://www.sagamihara.kanagawa-park.or.jp/ 

指定管理者：（公財）神奈川県公園協会・（株）サカタのタネ・サカタのタネグリーンサービス（株） グループ 

■ アドバイス 

http://www.sagamihara.kanagawa-park.or.jp/


JFIK会報 2021年 5月号 

- 18 - 
 

 

書 名：僕が恋した日本茶のこと 

    －青い目の日本茶伝道師、オスカル－ 

著 者：ブレケル・オスカル 

発行所：駒草出版 

発行日：（初版）2017年 8月 12日 

価 格：（紙版） 1,650円（税別） 

    （電子版）1,540円（税別） 

内 容： 

（夫）オスカル君は 1985年スウェーデン生まれ。18 歳のとき日本

茶に魅了され日本に移住。難関の日本茶インストラクターの

資格を取得し、国内外でセミナーなどを通じて日本茶の普及

に努めている。 

（妻）あなた、またうんちくですか。こんどはお茶？ 手短かにし

てくださいな。 

（夫）この本を読んで、残念ながら日本茶のことは何も知らないっ

てことが分かったよ。 

（妻）そう、その素直な気持ちがボケ防止になるんですよ。 

（夫）オスカル君のようなピチピチの「大変人」の前では、老体は 

   言葉もないなあ。 

  今回は彼の至言を紹介して私の役目は終わり。久しぶりに急 

  須でお茶を淹れようか。おい、お湯を沸かしておいてくれ。 

［オスカル君曰く］ 

・日本茶には渋み、うまみ、甘み、香りがあり人生のようだ。その 

 すべてがこの湯飲みに入っているようなロマンを感じる。 

・お茶と豊かな付き合いがしたければ、ぜひ急須でお茶を淹れること。 

・日本茶は淹れ方（お湯の温度、浸出時間）によって味や香りが変わる。そこがコーヒーや紅茶と大きく違うと 

ころ。迷いながら好みの味を見つけていく楽しみ。 

・相手を思ってお茶を淹れることは最高のおもてなし。（恋人とのひと時もお茶を淹れながらはどうですか。ま 

さにこれこそ「お茶をする」） 

・日本の会議では「何が正しいか」「何が組織のためになるか」ではなく、まずは「場にふさわしい発言」かどう 

か、つまり最初に優先するのは周囲の人の顔色と、上司が納得するかどうかということ。 

・これからの目標の一つは、自分が年齢を重ねてもお茶で食べていけるビジネスモデルを作ること。（彼は単な 

るロマンチストではありません）                               （狛） 

 

 

  

月刊ブックレビュー 
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会員異動 

＜4月度の会員異動＞ 

4月30日現在 会員数160名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

日 時：4月30日（金）19：00～ 

場 所：Web上 

出席者：理事10名、監事1名、会員5名 計16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 

変異株が猛威を振るっています。

みなさんお元気ですか？あまり

出かけず家で体操して一杯やる

毎日が続いています。ＧＷだとい

うのにまったく・・・（かじうら） 

編集後記 

ＧＷ中に気分転換を兼ねて、

リビングのレイアウトを 

変えてみました！ (松山) 
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