
   

 

 

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■ヤビツの森 

日 時：6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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ＮＰＯ法人全国森林インストラクター神奈川会  http://www.jfik.org/ 

 

サンショウバラ＠相模原公園   （撮影：福田 渉） 
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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 吉井宛にお願いします。 

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：6月 11日（金）、26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 6月、7月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：6月 5日（土）、14日（月）、21日（月）、7 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：6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 

新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、中止です。次回（予定）は９月になります。        （鈴置記) 

 

■四季の森公園  

6月 19日（土）特定植物観察会「コケの仲間」 

6月 20日（日）自然を訪ねて観察会「シダ」 

は、神奈川県まん延防止等重点措置を受け中止です。                     （福田記） 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

日 時：6月18日(金) 19:00～21:00 

テーマ：「鎌倉時代人が関った草木」 

講 師：山田雅子氏 （食文化研究家） 

   山田氏は鎌倉を中心に活動されておられ、鎌倉風致保存会様からのご紹介で今回の講師をお引き受けい

ただきました。 

概 要：鎌倉時代の食文化を研究する立場から、当時の人々が関った草木の話 

〔リンドウ〕源頼朝にゆかりがあり、鎌倉市の花に制定されているリンドウ。鎌倉市内で自生の種を採取

mailto:yoshiit@441.cc
mailto:yoshiit@441.cc
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
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し、育て、市内各所への苗配布活動の紹介。 

〔ヌルデ〕鎌倉時代末期、“かまくらうりのやつ”（鎌倉市山ノ内）より福島県いわき市の寺に送られた書

状が、先の東日本大震災により倒壊した仏像の体内から発見され、中世の鎌倉における食生活に直に触

れる事ができる。700 年余りを経て、現代に出現した古文書、ゑかい書状「ひしをつくるしたい」を読

み下し『ヌルデの葉による 醬
ひしを

』再現を試みた。 

〔ナツヅタ〕「古代からの甘味料甘葛煎
あまづらせん

再現プロジェクト」が進行中。ナツヅタの樹液を古代の人々は甘

味料として利用していた。甘
あま

葛
づら

を再現し、更にどの様に食したかを検証する過程を発表。  （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 

           嶺 義則 📩：UGK58629@nifty.ne.jp      📱：090-3532-0479 （佐藤(淳)記） 

 

■山こい倶楽部 

6月の山こい倶楽部は、中止です。7月以降の計画については、状況をみて判断していきます。   （松井記） 

 

■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：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。 

メールアドレス：masakihisano77@yahoo.co.jp TEL: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） 

 

併せて 28回もご案内します。 

mailto:sato.forest2807@gmail.com
mailto:UGK58629@nifty.ne.jp
mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
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■森こい倶楽部第二十八回 

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：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） 

開催日：7月 4日（日） 

集 合：JR相模線 相武台下駅 改札外 10:00 

リーダー：広川 一久（27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:頭首工 

申し込み：ご参加の方は、7 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：座間～新磯の相模面を流れる鳩川流域から相模川渡しの磯部地区の緑地を巡ります。 

米軍座間キャンプがある本座間地区の寺社林から五千石内藤家の陣屋跡地区を経て磯部の寺社の古木・保存木を

訪れます。大凧センター、相模川磯部頭首工灌漑用水など独特の施設も視察します。勝坂丘陵の谷戸の農地、崖

線湧水、照葉樹林、国指定史跡勝坂縄文遺跡、寺社緑地、幕末期の擬洋風建築の国登録有形文化財旧中村家住宅

など、多様な自然と史跡を巡ります。 

コース概要：JR相模線相武台下駅🚻→座間公園🚻→座間神社→宗仲寺🚻→陣屋小路→長松寺→相模の大凧センタ

ー🚻→常福寺→御嶽神社→能徳寺→磯部頭首工公園🚻→磯部八幡宮→勝坂遺跡公園🚻→鳩川縄文の里→勝坂照

葉樹林→石楯尾神社→旧中村家住宅🚻→🚏勝坂入口→🚍→🚏小田急相武台前駅🚻 

（または→🚏JR相模線原当麻駅🚻） 

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 

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

 

■鳥こい倶楽部 第 7回企画「照ヶ崎と湘南平」（案内人：金子正美さん） 

神奈川県の「まん延防止」も 6月 20日まで延長となりました。鳥こい第 7回「照ヶ崎と湘南平」も感染拡大防止

のため、中止のところですが、近隣屋外での散策や健康維持のための運動などは自粛要請対象とはなっていませ

ん。また大磯町は「まん延防止」の対象地域外となっています。 

そこで第 7回「照ヶ崎と湘南平」を「照ヶ崎アオバト観察会」に切り替えて実施したいと思います。 

日 時：6月 2日(水) 8：00～10:00頃 

集 合：照ヶ崎海岸(大磯町) 9:00 (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。) 

   電車：JR大磯駅から徒歩約 10分 

   マイカー：大磯港駐車場隣接（310円/時間、1 日上限 1,040円） 

 （参加申し込みの方に地図入りの案内をお送りします。） 

解 散：同所 10:00頃 

参加費：無料（保険に加入しません。自己責任で参加ください） 

 

基本自由参加でのイベントとします。 

8：00～10:00で自由に参加下さい。 

9:00過ぎに金子さんに「照ヶ崎のアオバト」の話を少し頂きたいと思います。春から秋にかけて丹沢山地で子育

てをするアオバトは、大磯町照ヶ崎海岸の岩上に飛来して海水を飲みます。緑色をした美しいアオバトを身近に

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
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見ることができます。この時期のアオバトの主な食物はサクラやミズキ、ヤマブドウなどの果実で、カリウムが

多く含まれています。体内の栄養素のバランスを保つためにはナトリウムが必要で海水を飲みに来るのではない

かと考えられています。アオバトが最も多く飛来するのは午前７時台から８時台かけてで、10時を過ぎると飛来

数は極端に少なくなります。そのため、集合場所は観察場所の照ヶ崎海岸とし、集合時刻が通常よりも早くなっ

ていますのでご注意ください。 

 

★新型コロナウイルス感染拡大防止策 

・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。 

・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、接触の場合は手指消毒を心がけてください。（中澤(均)記） 

 

 

 

■ヤビツの森 

日 時：5月 22日（土）10:30～14：00 

参加者：仲手川、松田、吉井、会員外 1名 合計 4名（JFIK：3名、会員外 1 名） 

作業内容：作業路の見回り、植樹の点検などを行い、シカ柵の破損などを見つけ仮補修を実施した。 (吉井記) 

 

■名瀬谷戸の会 

【１】＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：5月 1日（土）10:00～12:00 降雨のため午後は中止 

参加者：合計 37名（JFIK:8名 地元・地域ボランティア：20名 横浜メダカの会：6 名 NPOホタルの会：3 名） 

作業内容：●ゾーン 6で「しがら柵」作成 ●こども里山体験班のキンラン・ギンランのマーキング作業 ●ゾ

ーン 1、2 で親竹マーキング ●西蓮寺と戸塚カントリーの間の尾根道のコナラ大木の倒木処理 ●横浜メダカ

の会の水生生物・水質調査 ●NPOホタルの会によるヘイケボタル幼虫放流 

 

集合写真 コナラ大木の倒木処理 

活動報告 
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作業 2回目 

日 時：5月 10日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 16名（JFIK：6 名 地元・地域ボランティア：10名） 

作業内容 ●ゾーン 6でしがら柵作り、古いタケの整理、根株の伐り戻し ●ゾーン６の枯損木・折れ枝・掛り

木や 2019年の台風 19号被害危険木伐木処理 ●希少植物マーキング作業 

 

作業 3回目 

日 時：5月 17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） 

作業内容 ●ゾーン 6でしがら柵作り、しがら柵の材料の伐り出し、古いタケの整理 ●道具小屋の上部傾斜

地エリアの根株切り戻し作業 ●ゾーン６の枯損木・折れ枝・掛り木や 2019 年の台風 19号被害危険木伐木処

理 

 

                                             

 名瀬谷戸の会が保全活動をしている里山のすぐ近くでアミメニシキヘビの逃走騒動がありました。逃げたとの

通報があったのが 5月 6日で、22 日に屋根裏で見つかったということで 15日ぶりの捕獲でした。その間、定例

活動は 5 月 10 日、17 日の 2 回で心配しながらの活動となりました。6 月 5 日の活動では子供たちも集まるので

注意しようと言っていたところでした。なにはともあれ安心しました。              (福田記) 

 

 

  

倒木処理 希少植物マーキング作業 

しがら柵周辺の整理  根株切り戻し作業 
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■室内勉強会「食品廃棄物まわりにつきまして」 

日 時：5月21日(金) 19:00～21:00  

講 師：JFIK  石川雄一さん（25年） 

会議方法：Web (Zoom)利用のオンライン会議 

参加者：梶浦、神田、久保、坂間、佐野（淳）、篠田、菅原、瀬尾、高橋（政）、田川、辻、中澤（均）、羽田、

 広川、藤本、松井、山路、山本、吉原、吉無田、福田、佐藤（淳）、嶺  計 23名 （敬称略） 

食品廃棄物について、食品業界や企業、家庭ごとの原因とその対応について講義いただいた。 

「食品廃棄物」とは、食品事業者が廃棄する不可食部（食品くず）と可食部（食品ロス）を指す。日本では食

品ロスが年間 612万トン、一人当たり年間 50㎏生じている。 

食品業界全体での食品ロスの原因が 2つ挙げられた。1つが食品の流通において習慣化されていた「1／3ルー

ル」である。これは、食品の製造日からその食品の賞味期限の期間を 3等分し、最初の 3分の 1の期間に小売店

に納品しなければいけない「納品期限」、次の 3分の 1期間で小売店が店頭販売できる期間「販売期限」、そして

最後の 3分の 1は消費者がその食品をおいしく食べられる期間「賞味期限」と定めているルール。納品期限がタ

イトであり、納品が遅くなるとメーカー・小売店への返品が発生し、賞味期限内にも関わらず廃棄することとな

っていた。このルールの納品期限を 2分の 1に期間延長・緩和されたことで、メーカー・問屋の負担の軽減とと

もに、食品ロスの減少につながった。 

もう 1つの原因が「賞味期限の表示方法」である。従来の賞味期限は年月日まで指定していたことで、同一チ

ェーン店舗内で商品を売ることに支障があった。販売不振店舗から販売好調店舗に、商品を移動販売しようにも、

不振店舗の商品が好調店舗の店頭販売商品よりも賞味期限を逆転することとなり販売ができない状況があった。

そこで、導入されたのが賞味期限を月単位で記載する賞味期限表示大括り化である。これにより、店舗間で商品

を販売しやすくなったことに加え、配送業者の返品持ち帰り対応も改善した。 

企業単位では、包装箱等の壊れ品をＮＰＯ法人に介して、炊き出しやシェルター在住の方へ支援につなげてい

る。個人商店では日持ちしない弁当等の売れ残りを、アプリを介して安く買いたい消費者に買ってもらうことで

食品ロスを減らしている。また、リサイクルに取り組む企業の 1つにスターバックスが挙げられた。各店舗で出

たコーヒー豆かすを加工し、飼料・肥料として活用している。食品くずを有効的にリサイクルしているだけでは

なく、飼料を食べたウシの牛乳や、肥料から育てた野菜をスターバックス店舗で使うことで「食品リサイクルル

ープ」を構築していることが評価される。飲食店での発生する「食べ残し」は油分や塩分が多く飼料・肥料とし

て活用が難しいが、小食の人向けへの小盛メニューや、完食者へのトッピング無料券の配布等のサービス面で食

品ロスに取り組んでいる。 

最後に、家庭では、買いすぎ・作りすぎで食品ロスが多いが、この対策には家族の適正な飲食量と在庫の把握

能力と家庭単位での食品廃棄物問題への意識の向上が必要とされる為、抜本的な改善が難しい問題といえる。将

来的には、家庭においてもＡＩが在庫管理することで買いすぎの食品ロスは軽減していくことが今後期待される

と締めくくった。                                      （藤本記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ヤマボウシ＠四季の森公園  （撮影：福田 渉） 
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■山こい倶楽部第七十二回「アシタカツツジと富士山大展望の愛鷹山」 

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： 

御殿場駅 8:30＝（富士急バス）＝8:59 愛鷹登山口－9:20 山神社－富士見峠－黒岳－富士見峠－鋸岳展望台（昼

食）－富士見台－14:20越前岳－馬の背－展望台－十里木＝タクシー＝17:30 御殿場駅（歩行 5時間 25 分、休憩

1時間 20分） 

参加者：中澤(靖）(L)、久保(SL)、山路、梶浦 （以上 4名） 

 

山行経過 

御殿場駅発 8:30 の始発バスに乗り愛鷹山登山

口 9:00 に下車。林道を 30分歩き山神社登山口

に到着。 

沢沿いの植林帯から愛鷹山荘を経て富士見峠

へ。尾根を右手に進み、満開のヤマシャクと杉

の天然林を愛でながら黒岳に到着。 

残念ながら富士山の大展望は雲の中だ。富士見

峠に引返し、尾根道を越前岳へと向かう。 

鋸岳展望台付近でやっとアシタカツツジに出会

う。ここで昼食。今年は花芽が少ないようだ。 

富士見台を過ぎると可憐なイワカガミが急登に

あえぐ登山者を慰めてくれる。 

最高峰 1507mの越前岳には 14:20 に到着。駿河

湾は重い雲の下、富士山もまだ雲の中だ。 

予定より 1時間近く遅れているが、十里木への

下山路は掘れて滑りやすい急斜面もあるので慎重に進む。 

途中から雲が取れてきて、展望台ではアシタカツツ

ジの向こうに富士山の山頂をカメラに収めることが

出来た。 

2 時間余りで十里木に下山したが、14:55 の次は

18:30 までバスが無いので、タクシーを呼んで、ほ

ぼ計画通りの 17:30に御殿場駅に無事到着した。 

 

 

 

 

 

 

 

感想 

本日の山行の目的：①アシタカツツジ、②富士山の大展望、③ヤマシャク、④イワカガミ、⑤黒岳の天然杉の巨

木、⑤コイワザクラ  

ヤマシャク 

アシタカツツジ 
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結果は①〇、②△、③〇、④〇、⑤〇、⑥×で 4勝 1敗 1引き分けと満足すべき結果であった。 

ということで必然的に自然観察に時間を費やして下山が遅れたが、元々十里木からのバスの便が不便なので、人

数がまとまればタクシーを使うのも良い手だ。梅雨前の好天の休日、同好の面々と楽しく安全な花の山行を満喫

した。                                         (中澤(靖)記) 

 

 

■森こい倶楽部第二十六回 

テーマ：小出川源流、山野草の御所見・遠藤の里山林（藤沢市） 

日 時：5月 9日（日） 

参加者：山路、梶浦、田川（勝）、金子、引田、坂間、岡部（俊）、岡部（桂）、鈴木（廉）、吉無田、高田、 

        足立、会員外 1名、久野、小池、広川、石川、計 17名（JFIK16名、会員外 1名） 

コース：湘南台駅→慶応大学→遠藤まほろばの里・海老根山百合園→保存垣根→笹久保稲荷→猿田彦大神→笹窪 

        谷・健康の森→小出川源流林→中尾の里地・畑→少年の森（→水源の森→管理センター→山裾の道）→ 

        古里住宅→御所見公民館→中島屋敷林→榎戸田畑→宇都母知神社→打越の里地林→相模ハム直売所→ 

        慶応大学→湘南台駅 

概 要：今回のコースは、藤沢市の北西部に位置し目久尻川と引地川の間の丘陵地で、相模野台地の南端部を歩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アシタカツツジと富士山 イワカガミ群落 

ベニウツギ ラナンキュラス・ゴールドコイン 
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きます。バスを慶應大学湘南藤沢キャンパスで下車し歩き始めます。竹林の中を歩くと「海老根山百合園」です。

ここでは、多くのエビネやガンセキラン、ヒメサユリなどなかなかお目に掛かれない植物の観察ができました。 

ここから前半のハイライトになる「小出川の源流」を目指します。この辺りは遠藤笹久保と呼ばれ、この大きな

自然の中に健康の森があります。この健康の森は令和元（2019）年に特別緑地保全地区に指定され、遊水機能を

有した都市公園としての整備が始まっています。湿地を左手に見ながら前進します。どんどん森が深くなって来

たところで源流に到着です。標高 40m足らずの森から小出川が始まっている事を確認できました。このような標

高の低い場所から源流が発することに驚きを隠せません。健康の森を抜け次に目指すは少年の森です。ここから

市街地に入ります。程なくして少年の森に入り、ここで昼食です。子供たちの歓声が絶えない賑やかな公園です。

ここからまた市街地と農作地を歩きます。藤沢市に数少なくなった酪農家の牧場や、園芸農家、花卉用のハウス

が点在します。途中、屋敷林の大きなクスやカヤなどを観察しました。とにかく立派な佇まいです。宇都母知神

社で最後の休憩をとり、朝バスを降りた慶應大学に戻ってきました。 

冒険チックなコースでした。このような自然がいつまでも残って欲しいと願うばかりです。     （石川記） 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■鳥こい倶楽部  

5月 14日（金）に実施予定だった第 6回企画「八菅山（愛川町）」（案内人：池田倫子さん）は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため中止になりました。 

第 7 回企画が計画を変更して 6月 2日（水）に実施されました。会報発行日直前でしたが、鳥こい倶楽部事務

局にお骨折り頂き、報告文を発行に間に合わせて頂きました。感謝とともに以下に掲載いたします。 

                                            (編集長記) 

 

小出川源流付近 

集合写真 ＠ 少年の森 
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■鳥こい倶楽部 第 7回「照ヶ崎アオバト観察会」 

日 時：6月 2日(水)  8:00～10:00（自由参加） 

場 所：照ヶ崎海岸(大磯町) 

参加者：金子(正)、中澤(均)、中澤(美)*、梶浦、細井、角田、三樹、坂間、梅田、山路、田口、鈴木(康) 

    計 12名（JFIK11名、*印会員外 1名） 

 

神奈川県の「まん延防止」が 6月 20日まで延長となり、第 7回「照ヶ崎と湘南平」も中止を検討しましたが、

大磯町は「まん延防止」の対象地域外等のことから、アオバト飛来地として有名な照ヶ崎海岸で 8：00～10:00の

間に自由に参加していただくこととして開催しました。 

岩礁へ飛来するアオバトを、鳥たちがあまり警戒しないよう

に、少し距離をとって観察しました。当日は風もなく、曇りの

ため強い日差しもなく快適な観察日和でした。アオバト達は100

羽近い群れから数羽までの様々なサイズの群れで、数分間隔で

飛来しました。岩礁の上を何度も旋回した後に、降り立っては

岩の窪みに溜まった海水を飲んでいました。ただ旋回するだけ

で去って行く場合や、降り立ってもあっという間に飛び立って

しまうことも多く、スコープでじっくり観察するには厳しい状

況でした。それでもアオバトの美しい色に感嘆の声が多くあが

りました。 

 他にはトビやハシブトガラス、ツバメ、ドバトなど、それか

ら海上はナブラが何カ所かたっていましたが海鳥の姿は殆ど見られず、ウミネコが数羽と、かなりの遠方にオオ

ミズナギドリが見え隠れする程度でした。 

全員が揃った 9:00頃より「こまたん（大磯の野鳥観察・調査グループ）」でも活動されている金子さんが「照

ヶ崎のアオバト」について説明して下さいました。アオバトの雌雄の違い（翼の色、雄は紫色が入る）からはじ

まり、飛んでいるドバトとの見分け方（下面の色、アオバトは黒、ドバトは白）、飛来する時期やピークの時間帯

（夜明け～朝 8時台）など、アオバトの生態、観察時の注意事項などを紹介いただきました。ありがとうござい

ました。                                      （中澤(美)記） 

 

  

アオバト観察中の参加者 

岩礁に飛来するアオバト アオバト 雄 
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今月号から 4回にわたり 10期の(その昔、令和の世になる前は、インストラクター合格の年を平成で表しかつ年

を期と呼んでいました。)白鳥元巳さんに寄稿していただいたものを載せます。 

あわせて、白鳥さんに自己紹介もお願いしました。 

 

【10 期の白鳥元巳です。昭和 16 年信州信濃の山奥の伊那谷で材木屋の長男として生まれました。小学校時代中

学校時代は、蝶と植物採集、高校時代は生物クラブに属し木曽山脈、赤石山脈、八ヶ岳、霧ヶ峰等南信州の高山

植物調査をおこなっていました。大学時代はもっぱら観察登山、甲府から伊那の実家の間を甲斐駒ケ岳経由で徒

歩で行き来していました。昭和 57年に日本自然保護協会の自然観察指導員となり、平成 10年森林インストラク

ターとなりました。職業は、会社は３つほど経験しましたが一貫して化学屋でした。趣味は「竹とんぼづくりで」

一時「国際竹とんぼ協会」の代表をしたりして、それを基軸に木工・竹工を、また音楽は「のこぎり演奏・アル

プホルン」です。ライフワークとして森づくりをめざしています。キャッチフレーズは「森と遊ぶ」ですが最近

は体がついていかない。】 

  

古文書は面白い（その１） 

      江戸時代の古文書でその時代の自然観察感を探ってみた。 

 

シロツメクサの名前の由来 

白鳥 元巳   

 

自然観察会で「シロツメクサ」の名前を説明する時大概は「江戸時代にヨーロッパから輸入される品物のパッ

キンとして乾燥されたクローバーが使われていたものをシロツメクサと命名した」と言います。筆者もそう説明

してきました。全くの誤りではありませんが、本当はそうではなかったことが古文書から分かりました。 

愛知県西尾市に「岩瀬文庫」という市立図書館（現在は財団法人として管理されている）があります。明治４

１年文庫を設立した岩瀬弥助という人物がおります。岩瀬弥助は肥料商として成功し当地随一の資産家となり、

後に西尾町長も務めた書籍とは縁の無い実業家でした。しかし何故か弥助は和漢書、朝鮮の古典をある見識を持

ってあまた収集しました。弥助はこれらの書物を公開していました。これが「岩瀬文庫」でまさに古典書の宝庫

です。実は筆者は 2004年 8月、日本にはこの文庫にしか無いと言われる「幼稚遊昔雛形（おさなあそびむかしの

ひながた）」の原本を竹とんぼ研究のために調べに行きました。「岩瀬文庫」は 2000 年に全書目録作りが行わ

れ、今まで存在の知られていない書物が沢山出てきました。其のうちの一冊が以下に述べる「竹園草木図譜（自

筆本）」です。 

翻刻された書物の中にクローバーのことが記載された部分がありました。これを著した人がまた面白い人で、

1857年に没した幕臣「貴志孫大夫忠美」で蘭学や本草学をこよなく愛し、絵画を良くした好古趣味者でした。武

寄   稿 
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士としてはユニークな人です。「竹園草木図譜」には彼が自宅の竹園で栽培した草を精密な彩色入りで描いてい

ます。その中に明らかにクローバーと思える写生図があります。草の名前は「西洋種苜蓿（せいようまごやし）」、

植物画に解説文がついております。そのまま記します。注記は筆者記入。 

 

 

「弘化三年（注：1846年）丙午二月、阿蘭陀国より書物並びに器物

を献ず。その内、かの国王の像（玉牧）、切子の火灯、花活の類、

いずれも工なる物の事なれば、損ずることを恐れて、外箱内箱を重

ぬ。その外家の空なる所へ枯草を以って柔らかに詰めたり。その草

を出し畢って跡に微小の実の様なるもの有り。幸いに取て土に下し

置くに、月をまたずして苗を生ず。その年に花実を共になす。はか

らず西洋一奇草得たり。曲真瀬養安院先生（注：幕府医官の曲真瀬

正貞）、これ即ち苜蓿（注：マゴヤシ マメ科の植物 馬肥）の一

種なりと云う。ゆえに国号を上に置いて和蘭陀苜蓿（おらんだうま

ごやし）と名付くなり。」 

 

 

 

その後安政三年（注：1856 年）刊の飯沼慾斎編「草木図説前編」にクローバーはこの伝説とともに「阿蘭陀紫

雲英（オランダゲンゲ）」と紹介され、さらに同書に一部改訂が加えられ明治七年（注：1874年）版「新版草木

図説」では何故か「詰草（ツメクサ）」の別名が記されました。 

 

牧野富太郎の「牧野日本植物圖鑑（1940年版）」427 ページの「しろつめくさ」（一名：つめくさ・おらんだげ

んげ）の解説文には「和名ハ初メ阿蘭陀げんげト名ク、後チ詰め草ト名ケ今ハ白詰草ト云フ、往昔阿蘭陀人硝子

（ぎやまん）器ヲ箱二入レ其空隙ヲ此枯草ニテ充填シ詰メテ肥前長崎船載シ来リシ時其枯草ニ果實アル者ヲ見同

地ノ好事者之ヲ播種シテ始メテ此生本を得タルナリ」とあります。 

牧野も「和蘭陀苜蓿」は知らなかったようです。「しろつめくさ」は牧野の命名のようです。 

 

子供のころ（70年もむかし）田舎（馬の産地）で老人が「シロツメクサ」や「アカツメクサ」や牧草の「ヒー

ラリベッチ」の事をまとめて「うまごやし」と言っていたことを思い出しました。田舎では江戸時代が生きてい

たのでしょう。ちなみに日本では「シロツメクサ」を指して「クローバー」と言いますが、「クローバー“Clover”」

とは、マメ科シャジクソウ属の植物の総称で、英語です。厳密には日本にも分布する「アカツメクサ(ムラサキツ

メクサ)」などを含む、全世界に分布する約 260種のシャジクソウ属の総称です。 
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最近の写真から 

R2 足立 正一   

 皆さん、こんにちは！ 新入会員の足立正一です。どうぞよろしくお願い致します。 

JFIK の活動はオンライン勉強会数回と 4 月の「森こい」「鳥こい」倶楽部、各 1 回の参加のみですので、今後

は、より幅広く様々な事に取り組んで参りたいと考えております。 

この原稿を作成しているのは 5月半ばですが、最近撮影した写真からいくつかご紹介したいと思います。 

 はじめは、つい最近の横浜市青葉区「もえぎ野

公園」の写真です。田園都市線「藤が丘」駅から

徒歩 10 分くらいの距離にある公園で私の自宅か

らも近いため、ちょくちょく散歩がてら自然観察

をしている場所でもあります。コナラ・ヒマラヤ

スギ等の樹木があり緑深い場所ですが、中央に大

きな池があるのが特徴です。青葉区の公園では一

番大きな池だそうで、コガマ・コウホネ・オモダ

カ等の水生植物も植えられています。 

ある朝、スイレンの花の時期なので写真に収め

ようとして出かけたところ、池の水面を望遠レン

ズでバシャバシャ連写されている先達がおられました。何事かと思いスイレンの葉上を見たところ、水鳥のバン

の親子がエサさがしをしているところに出くわしました。バンはこの池にツガイで住みついており、昨年も雛鳥

が数羽巣立ったのですが、また今年も無事に雛が孵りしばらくは可愛い姿が眺められるのは嬉しい限り。また冬

季にはキンクロハジロが渡ってきていましたし、カルガモも数羽住み着いており、昨年は雛と並んで水面を行く

姿で我々の目を楽しませてくれました。 

 

リレーエッセイ 

スイレン上のバンの親子 

池は公園面積の約 1/3 
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 次の写真の木板は昨年、屋久島の木工細工店にて 100円で購入した杉の木っ端でトレイ代りに使っているもの

です(板上の徳利とぐい飲みは私の出身地・兵庫県の「丹波立杭焼」) 。 

 

 

昨年 10月末に妻と二人で、「GO TO トラベル」の恩恵に

預かり、丸 1日がかりの「縄文杉」＆約半日の「白谷雲

水峡」を、いずれも現地ガイドの方の案内・説明付きの

トレッキングツアーで楽しんできました。 

 

 

その際ガイドの方から聞いた事柄で無知な私が知らな

かった屋久島に関する話題をふたつご紹介します。 

 

其の一.「屋久杉の名乗りは千年から也！」 

屋久島に生えている杉の全てが屋久杉には非ず。

当地で屋久杉と呼ばれているのは樹齢 1,000年以上

の杉のみ、それより若いものは小杉と呼ばれ区別されているそうです。千年区切りとはスケールが違います

なぁ。また、1980年代から屋久杉は伐採禁止とされており、現在の販売している屋久杉加工品は過去に伐採・

搬出されたいわば在庫材を活用したものだそうです。 

 

其の二.「年貢・米俵一俵は、平木 2,310枚也！」 

  屋久島は江戸時代、米作に適した土地柄ではなく、むしろ良質な杉材が産出する事から、平木(ひらぎ)と呼 

ばれる「厚さ 1センチ弱、タテヨコ約 50×10センチ」に加工した屋久杉の短冊状の板を薩摩藩に年貢とし 

て納めていました。平木は樹脂を多く含む優秀な屋根材として人気が高く、屋根瓦の下材等として重宝され 

ていたそうです。しかしながら、材として活用しやすい真っすぐな屋久杉が江戸時代にかなり伐採されてし 

まったため、現在残っている屋久杉にややいびつな形状が多いのはこの事が理由となっているとの事でした。 

 

いずれも既にご存知の皆様には「釈迦に説法」なのでしょうが、私が屋久島で聞いた際「へ～エ、ナルホド」

と新鮮な感想を持ったものですから、ご紹介させて頂きました。 

  

木っ端トレイと酒器 

縄文杉へ向かうトロッコ道 
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No.8 生田緑地（その１）  （日比野聡） 

▶概要 

生田緑地は川崎市在住の私にとって最も身近

な森の一つで、月に1,2回は出かける場所です。

1941年に向ケ丘遊園地を含む面積約165.5haが

都市計画緑地(防空目的)として決定、43年から

用地買収を始め、1964年から公園施設の整備が

始まりました。2019年 3月現在、右の地図で 3

通りに区分された約179.3haが都市計画決定さ

れており、このうち東側の向ケ丘遊園地跡地の

大部分や宅地・山林等の民有地を除く約

126.0ha(都市公園としての公告面積は約

117.4ha、内ゴルフ場約 58.7ha)が、川崎市の財

産として管理されています。 

いわゆる生田緑地(右地図で各種施設が点在する中心地区)の植生は、コナラ、クヌギを主体とする二次林で、

イヌシデ、ミズキ、エゴノキ、ヤマザクラ、ハリギリなどの落葉広葉樹や、シラカシ、スダジイなどの常緑広

葉樹とスギ、アカマツなどの常緑針葉樹が混じっています。これらの高木層の下には亜高木層としてヒサカキ

やヤブツバキ、低木層としてアオキなどの常緑広葉樹が生育し、林床はアズマネザサで覆われているところが

多くみられます。また、ホタルの里やとんもり谷戸には水田や畑、耕作跡地、湧水のある湿生草地があり、ゲ

ンジボタルが生息しています。中央部には、民家園や中央広場、枡形山広場、科学館や美術館などがあり植栽

が施されています。 

▶鳥類・哺乳類 

NPO 法人かわさき自然調査団が 1986 年から野鳥の調査を継続しており、2010 年から 5 年間の調査では、年

に 72～80種、のべ 96種の鳥類が確認されています（川崎市自然環境調査報告Ⅷ(2016)）。特異な姿と鳴き声で

人気のサンコウチョウも毎年通過しているようです。特記事項として、近年増えているガビチョウのデータを

記しておきます。野鳥の調査は、月に 1回一定の時間帯に同じコースを歩き発見個体を記録していく方法で行

われました。ガビチョウが初めて記録されたのは 2003 年 10 月で、この年は合計 8 個体が記録されています。

以後 2014年までの記録を以下に示します。2015年以降の調査報告が待たれるところです。 

年 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  
個体数 8 22 18 54 57 85 162 116 148 167 148 198 

哺乳類については、定点カメラによる調査報告が 1987年と 2011年に出されており、タヌキとイタチが両報 

 告で、ノウサギとホンドギツネが前者のみ、ハクビシンが後者のみで報告されています（川崎市自然環境調査

報告Ⅶ(2011)）。タヌキは疥癬に罹患している個体が多いようです。彼らは家族の絆が強く、常に濃厚接触して

いるので流行は収まりそうにありません。他に、私は 2013年に 1度だけタイワンリスを目撃しています。  

  

 

 

 

 

 

       
    ルリビタキ          ガビチョウ         タヌキの家族     タヌキのため糞 
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▶おすすめコース 

  まず東口ビジターセンターに寄りましょう。1 階には生田緑地の自然や歴史に関する展示や、生田緑地での

市民活動に関する情報の掲示板などがあり、コロナ禍以前は書籍や PCで調べ物もできました。ジオラマもあり

地形も把握できます。受付で地図を入手するのも忘れずに。休憩室と博物館等の情報展示スペースになってい

る（日によってはイベント会場にも）2 階から外に出たら、両側をウバメガシの生垣で縁取られたメインスト

リート（私が勝手に付けた呼び名）を左に進みます。右側斜面はゼンマイなど大きなシダが目立ち、秋にはコ

モチシダの無性芽やホラシノブの紅葉が見られます。春にはマルバウツギの白い花が迎えてくれます。 

中央広場に着いたら、かわさき宙と緑の科学館を見学しましょう。ショップには、生田緑地の草花、樹木、

シダ、昆虫、蝶、クモ、自然全般、星の世界などのガイドブックがあります。これまで十数冊のガイドブック

が刊行されましたが、品切れのものもあり、今は 12 種類ほどが売られています。平日の開店は 14 時 30 分か

らですが、見本を見ることは午前中から可能です。川崎市出身の大平貴之氏製作のプラネタリウム MEGSTAR-Ⅲ 

FUSION は素晴らしいの一言。ほかにもサイエンス教室や天体観察などいろいろやっています。詳しくは入り口

に置いてある「科学館だより」や HPで。さて、科学館を出た後どこへ向かう？ 私のおすすめコースの紹介は

次号にまわすこととし、今号では、最もおすすめの「生田緑地の訪ね方」を紹介させていただきます。 

▶「生田緑地観察会」参加 

  コロナ禍以前は、毎月 2～4 回、科学館主催でかわさき自然調査団の方たちのガイドによる「生田緑地観察

会」が開かれていました。各回とも、植物、昆虫、シダ植物、野鳥、地層、里山の自然、まるごと生田緑地の

うちいずれか一つをテーマにした、日曜日の午前 10 時科学館事務所前集合で約 2 時間の観察会でした。テー

マごと季節ごとにベストのコースで確かなガイド付きで無料。今年 5月までは中止が決定していますが、今後

再開することがあれば、是非参加してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    各種活動 

屋内外の各施設で様々な活動が行われています。また、かわさき自然調査団をはじめ多くの市民団体が自

然環境保全等の活動を行っています。観察会等については本文および HPをご覧ください。JFIKが係わっ

ている活動はありませんが、「身近な自然を学ぼう」等の会場として何度か利用しています。 

▶各種施設 

 東口ビジターセンター・西口サテライト・生田緑地整備事務所：8：30～17：00 開館 年末年始休館 

かわさき宙と緑の科学館：入館無料（プラネタリウムは一般 400円） 日本民家園：一般 500円   

伝統工芸館：入館無料・藍染体験 600円  川崎市 岡本太郎美術館：観覧料は展覧会によって変動  
以上４施設 9：30～17：00 開館（民家園・伝統工芸館は 11～2 月 14：30 閉館、民家園・岡本太郎美術館の

入館は閉館 30 分前まで）。月曜(祝日の場合は火曜)、祝日の翌日(土日の場合は開館)、年末年始休館。 

生田緑地ばら苑：春・秋の期間限定で開苑 入苑無料 

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム：火曜・年末年始休館 日時指定予約制 一般 1000円 

    昼食＆休憩 

Café 星めぐり（軽食・スイーツ）：かわさき宙と緑の科学館内 

そば処 白川郷（おそば・甘味）：日本民家園内（土日祝は民家園入園者のみ） 

カフェテリア TARO（軽食・スイーツ）：岡本太郎美術館内（美術館に入館しなくても利用可能） 

東口ビジターセンター２階休憩室に軽食の自販機あり 

    アクセス 

小田急線向ケ丘遊園駅南口から徒歩 13分で東口。東口と西口に有料駐車場（バイクは東口のみ） 

東口・西口へのバスの利用に関しては HP等をご覧ください。いずれも本数は多くありません。 

とんもり谷戸へは、JR南武線・東急田園都市線溝口駅南口、小田急線柿生駅南口よりバス 初山下車。 

    基本情報 

所在地：川崎市多摩区枡形 7-1-4（東口ビジターセンター）  

公式ホームページ：https://www.ikutaryokuti.jp 

管理者：川崎市および指定管理者（㈱日比谷花壇、㈱日比谷アメニス、東急プロパテイマネジメント㈱の

3社から成る生田緑地共同事業体)のほか、行政・市民団体・大学・指定管理者等で構成される生

田緑地マネジメント会議も管理運営に関わっています。 

アドバイス 

https://www./
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「身近な雑草たちの奇跡」  

著 者：森昭彦著 

発行日：2021年 3月 28日初版 

出版社：SBクリエイティブ（株）   

価 格：1,600円+税 

 

 この著者の名前は忘れていたが、以前に 2冊ほど読んだことがあ

った。そのタイトルは「身近な雑草のふしぎ」と「うまい雑草、ヤ

バイ野草」（どちらも SBクリエイティブ（株）発行）で、前者では

クマガイソウの内容があぶなげで印象的だったのを思い出した。 

 

 そして本著も饒舌で独特な表現がおもしろく、雑草への愛情があ

ふれた内容になっている。4 章から成り、身近な小さいものから恐

るべき進化を遂げたもの、猛毒種、寄生を生存手段とするものなど

の 56種が登場する。その中から 3つほど紹介する。 

道ばたで生きるネズミノオの次のような説明は人間くささに満ち

ている。「丈夫な体を手に入れようとがんばった。世間から叩かれる

たびに、その身を縮め、息を潜めつつも、その心身はますます反骨

に溢れ、強靭になる。刈られて踏まれるたびに、自分の仕事をはじ

めからやり直す。」 

 

 ハルジオンとヒメジョオンの特徴や区別は、我々はある程度知っ

ているが変種も沢山あり紹介するのもたいそう勇気がいると言っている。「なんとも見事なオオハルジョンだろう」

とか、「わたしの可愛いチャボハルジョオン」といった会話が交わされるとしたら、それはそれで暑苦しい。シオ

ン（紫苑）とジョオン（女苑）の命名も混乱がある。 

 

 最近、名瀬の里山でも見たイチヤクソウも登場する。ギンリョウソウやシャクジョウソウと血縁が近い。それ

らに比べて“ふつうの植物っぽい”のは葉を持っているからで光合成をたしなむ菌従属栄養植物である。イチヤ

クソウは林内で生きているので陽当たりが十分ではない。そこで、コナラ・ベニタケ属・イチヤクソウの三者同

盟を結んでいる。とどのつまり自分の頭上に聳え立つ森林そのものを自分の葉っぱにしたようなもの、と言って

いる。これは名言と思う。 

 

 著者は、サイエンス・ジャーナリスト、ガーデナーでありながら写真家でもあるので、掲載されている写真も

いいです。                                            （獏） 

  

月刊ブックレビュー 
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会員異動 

＜5月度の会員異動＞ 

5月31日現在 1名減 会員数159名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

日 時：5月28日（金）19：00～20：15 

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 

ワクチン接種が始まりましたが、

皆さんいかがお過ごしですか？

横浜市では、予約がなかなか取れ

ないと言われています。県内他地

域はどうでしょう？（かじうら） 

編集後記 

東海地方までは 5月に早々と梅雨

入りしましたが、関東地方は晴れ

の日も多く、今年は良く分かりま

せんね。(松山) 
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