
   

 

 

 

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■2021 ジュニアフォレスターのご案内とスタッフ募集 

 このところ台風の襲来やコロナ禍で実施できないできたジュニアフォレスターを下記の日程・要領で行います。 

 実施に当たっては、新型コロナ感染予防のためマスク着用や検温、密を避ける等、万全の対策を取ります。プ

ログラムについても変更を含め対策を考えていきたいと思います。プログラムはあくまでも予定としてご理解く

ださい。 

①第１回「森で暮そう」１泊２日 

日 時：8月 7日（土）9：00～8日（日）16：00 

場 所：足柄森林公園 丸太の森（神奈川県南足柄市広町 1544番地） 

集 合：丸太の森駐車場 一般参加者 9：50 スタッフ 9：00（スタッフは交通機関利用の場合、小田急線開成駅

集合で送迎します） 

対 象：35名（小学 3年～高校 2年 30名＋保護者 5 名） 

スタッフ：15名 
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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/ 

 

アジサイ＠東慶寺   （撮影：広川 一久） 

 

） 活動予定 

http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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コンセプト：植物・昆虫・野鳥などの森林内での自然観察、森林保全活動、リバートレッキングなどの体験学習

を行い、更に共同炊事、キャンプファイアー、テント宿泊等のキャンプ活動を通じて森の中での暮らしを体験す

ることにより森林機能の理解を深めます。主な内容は、以下のとおりです。 

8月 7日(土)：自然観察会,林業体験,夕食作り,キャンプファイアー,ナイトウォーク(ムササビ観察),星空観察 

8月 8日(日)：朝食作り,リバートレッキング,クラフト製作 

・リハーサルの日程 

 1 回目 7月 18日(日)：全プログラムの大まかな確認（中止された 2019年プログラムを基本とします。） 

 2 回目 7月 31日(土)：全プログラムの確認（1回目の確認事項による） 

  参加スタッフは、少なくともどちらかのリハーサルに参加してください。 

 

②第 2回「森を遊ぼう」日帰り 

日 時：10月 16日（土）9：00〜15：30 

※下見等の予定は未定です。もし都合がつかず、下見に参加できなくても大丈夫です。 

場 所：神奈川県立秦野戸川公園 

集 合：パークセンター前 一般参加者 9：10、スタッフ 8：30 

共 催：公益財団法人 神奈川県公園協会 

対 象：50名（小学 3年〜高校 2年 40名＋保護者 10名） 

スタッフ：13名 

コンセプト：炭火・青竹を使ったバウムクーヘン作りを行い、自然材を利用した調理を体験してもらう。また鳥

やけもの達にとって森の恵みである木の実や種、森林保全作業などで発生した木材を使ってクラフト製作を行い、

森の恵みを理解してもらう。 

 主な内容：自然観察、クラフト製作、バームクーヘン作り 

 

上記、第 1回、第 2回のスタッフを募集します。 

この企画は私達の会では、子供達を対象とした、宿泊を伴う唯一のもので、森の中での体験を通じて森の素晴ら

しさ、大切さ、そして自然の厳しさを伝える貴重な企画です。奮ってご参加ください。 

特に最近 3年間に入会された方々、当会の活動の一環を理解する上でも、なるべくご参加いただくようお願いし

ます。 

申し込みにあたっては、募集メールをご参照ください。                     (角田記) 

 

■ヤビツの森 

日 時：7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

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
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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。忌避剤にスパ

ッツを併用するのがいいかと思います。 

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 7 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：7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 

名瀬谷戸の会の 7月、8月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：7 月 3 日（土）、12 日（月）、19 日（月）、8 月 7 日（土）、16 日（月）、23 日（月） 

作業時間：10:00～15:00 夏時間に変更することがあります。（9:00～12:00）           （福田記) 

 

★■フォレスト21「さがみの森」 

日 時：7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 

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  

7月 10日（土）特定植物観察会「ヤマユリ」は、神奈川県まん延防止等重点措置を受け中止です。 （日比野記) 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

日 時：7月16日(金) 19:00～21:00    

テーマ：『古事記』に登場する草木 

講 師：JFIK  佐藤淳さん（24年） 

概 要：『古事記』はご存知のとおり日本最古の書物であり、スサノウノミコト、オオクニヌシノミコト、八岐

大蛇、因幡の白兎など私たち日本人に親しみのあるキャラクターが多く登場します。ただ残念ながら全

体を読み、誕生の背景を考えるなど深く接する機会をもたれた方は多くないように思います。実は桃太

郎も浦島太郎も鶴の恩返しも皆原型が『古事記』に語られています。そして読み進んでみると随所に日

本古来の植物が登場し、当時の人々がそれぞれの植物に感じていた思いをはかり知る事ができます。歴

史が大好きな方も、そうでない方も千数百年前の日本の野山へご一緒にタイムトリップしてみませんか。 

                                             （講師記） 

mailto:yoshiit@441.cc
mailto:yoshiit@441.cc
http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
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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 

7月、8月の山こい倶楽部は、お休みです。9月から再開します。                 （松井記) 

 

■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） 

日 時：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。 

📩：masakihisano77@yahoo.co.jp  📱：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旧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  

今シーズンの鳥こい倶楽部は、6月の照ヶ崎海岸アオバト観察会を以って終了しました。来シーズンについては、

改めてお知らせします。                                 (中澤(均)記)  

 

 

 

 

 

  

ハナショウブ＠薬師池公園 （撮影：福田 渉） 

 

mailto:sato.forest2807@gmail.com
mailto:UGK58629@nifty.ne.jp
mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
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■ヤビツの森 

日 時：6月 12日（土）10:30～14：00 

参加者：合計 5名（JFIK：5 名） 

作業内容：ヒメシャラやヤマボウシが咲く中、植樹の下草刈り、鹿よけ柵の整備などを行った。   (吉井記) 

 

■名瀬谷戸の会 

【１】＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：6月 5日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 36名（JFIK:6 名 地元・地域ボランティア：19名 横浜メダカの会：11 名） 

作業内容：●ゾーン 6：モウソウチク伐採・しがら柵作り、根株切り戻し。下部除草作業 ●こども里山体験班：

「名瀬谷戸ミニフルーツ狩り」（午前）、モウソウチクの片付け（午後） ●横浜メダカの会：名瀬川の水生生物

調査 

 

作業 2回目 

日 時：6月 14日（月）天候のため中止 

 

作業 3回目 

日 時：6月 21日（月） 10:00～15:00 

参加者：合計 14名（JFIK：7 名 地元・地域ボランティア：7名） 

作業内容 ●ゾーン 6：急斜面皆伐エリアでモウソウチク伐採、しがら柵の材料作り、東側斜面のモウソウ

チク根株切り戻し作業、崩れた竹柵の修復 ●ヤマユリのマーキング作業 

 

 

【２】参加、見学を歓迎します。 

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。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              (福田記) 

 

 

集合写真 伐採したモウソウチクの後片付け 

活動報告 
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■谷本の森保全活動 2021年 6月 5日 

 谷本の森は横浜市青葉区の横浜市立谷本小学校（和内昭子校長）の敷地内に

あります。 

この地域では鶴見川は南北に流れ、右岸の河岸段丘東側端に校舎校庭があり、

川に向かっての「段丘崖」一帯が森林になっています。そして学校の上の校庭

とプールのある下の校庭の真ん中にあり、夏に向かっての保全は児童の安全で

楽しい学校生活には必要なのです。 

 

 この森林は学校林としてあったものを、

2004 年に改めて整備が始まり、以来、学校

教職員、父親の会（たぬきクラブ）、生徒、PTA が保全を行ってきました。そ

して今年も 6 月 5 日に行われた保全活動に 4 名のインストラクターが、学校

の参加者約 100名と一緒に森に入りました。 

 

 谷本の森は高低差のある森林なので、階段も多く、散策路もまっすぐではあ

りません。広葉落葉樹が多く落ち葉が積もり、段差がよくわからない状態、森

林の下部にあるビオトープも水草が多く繁茂しています。路脇のロープが緩

み、木の階段を支えている杭や板が弱っている所もありました。その改修が今

回のミッションです。 

 

 児童は 3 つのグループの分かれ、

高学年は鎌やスコップなどの危険な道具を使う、中学年は散策路の整備・

修理、低学年はビオトープ周辺の清掃と分担が決まっていました。父親

の会や教職員はその周りにいるような感じ。 

 荒井が関わったのは高学年のグループでしたが、高学年の児童らはこ

この急な斜面には階段の増設が必要と話しあい、森林インスタラクター

にその方法を教わり、それなりに苦労しながら、完成しました。その話

し合いや段取りのつけ方は自分たちでやり遂げる意欲に溢れ、側で聞い

ているだけで気持ちのよいやり取りでした。 

 

モウソウチク伐採  ヤマユリのマーキング 

始めの挨拶 菅原さん 

森と児童の様子 

児童が杭を打つ 
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谷本小学校は明治 6年の創立、今年で創立 148年となります。その校

庭にあるヒマラヤスギは樹齢 130年ともいわれ、この学校と共にあり

ました。 

学校と地域に守られている森が横浜市青葉区にある、うれしい発見で

した。                        (荒井記) 

 

 

 

■室内勉強会「鎌倉時代人が関わった草木」 

日 時：6月 18日（金）19:00～21:00 

講 師：食文化研究家 山田雅子氏（鎌倉風致保存会からの紹介） 

会議方法：Web (Zoom) 利用のオンライン会議 

参加者：山路、菅原、田中（真）、山内、吉無田、神田、中澤（均）、鈴置、山本（明）、渡辺、皆川、篠田、大坪、

荒井、足立（正）、坂間、西岡、佐野（淳）、藤本、豊川、福田・嶺・佐藤（淳）（Web 会議ホスト） 講

師ご友人 5名 合計 28名 

6 月の室内勉強会は、鎌倉を中心に活動されている食文化研究家の山田雅子氏により「鎌倉時代人が関った草

木」というタイトルで、二つのテーマについてお話しいただいた。 

一つ目は、鎌倉市の市章でもある自生のササリンドウの育成と配布活動について。 

ササリンドウは源頼朝と北条政子ゆかりの花と伝えられ、鎌倉幕府を開いた源氏の家紋の一つでもある。葉が

笹に似ており、蔓を延ばして成長する。多年草で、早春にまくと翌年の秋に美しい青紫色の花がびっしりと付く。

重みで蔓から立ち上がらないこともあるそうだ。 

もともと自生種であるが、山田さんは採取した種からご自宅で苗を育てている。これまで鎌倉市緑化まつりで

配布したほか、企業のビオトープ、円覚寺や建長寺でも栽培が広がっている。また、横浜国大付属鎌倉中学校は、

校歌にササリンドウが出てくることで親しみを持つ生徒もいて、ご自身が顧問を務める科学部で栽培した。夏休

みに水やりができなかったにもかかわらず、何とか花を咲かすことができたそうだ。 

二つ目のテーマはがらりと変わって、古文書を読み解きながら時代食を再現するお話。ヌルデの葉の発酵作用

を活用した「ヌルデ醬（ひしを）」と、ナツヅタから作る甘味料「甘葛（あまずら）」作りについて伺った。 

味噌や醤油は、昔から日本の食生活に欠かせない発酵食品だが、「醤」はその元祖ともいえるものだ。この醤づ

くりに、ヌルデの葉につく天然麹菌が使われていたことが、ある文書から分かった。そのきっかけは、東日本大

震災で壊れた福島県のお寺の仏像の胎内から約 80 通の文書が見つかったことだった。これは現在の鎌倉市山之

内に住んでいた、ゑかい老尼が 1324年頃に出した書状で、ここにレシピが書かれていたのである。作法ではなく

レシピを伝える古文書は珍しく、文書を保管する横浜市の金沢文庫で活字化された。 

「ひしをつくるしたい（醤作る次第）」と書かれたレシピを、山田さんと鎌倉食文化研究会の仲間で丹念に読み

込み、十回以上失敗しながら、ついに出来上がった真っ白な麹。これと大麦、小麦、水、塩を分量通りに使って

作った醤は、1～2か月程度で味噌や醤油に似た香りが立ち、味も良かったという。2年目は、現代風に低塩の醤、

大豆味噌、甘酒、塩麹に挑戦。老舗の味噌メーカーや麹屋が長年育ててきたものに比べ、作り立ての若い麹だっ

たためか、味噌と甘酒はあっさりした味わいだったそうだ。 

一方の「甘葛」は鎌倉時代に砂糖が伝えられるまで、はちみつ、麦芽糖とならぶ甘味料だった。平安時代には、

煮詰めた「甘葛𤋎（あまずらせん）」が諸国から納められる年貢の一つだったことが記録されている。 

古文書を探し、甘葛の原料はナツヅタと断定。ナツヅタを伐らせてくれる協力者を募り、途中コロナの感染拡

大で作業延期を強いられながら、ついに 10.2 ㎏の幹から 223 ㎖の樹液を採取した。さらに樹液を昔ながらの石

鍋で煮詰め、「甘葛𤋎」が完成した。樹液では 3％と低かった糖度が、文書にあった通り「箸にかかる程のとろみ」

杭を打つインストラクター 
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まで煮詰めたことで、60～70％まで濃縮されたという。この「甘葛𤋎」を昔のレシピで芋粥にしたところ、まる

でお汁粉のようでなかなか美味しかったそうだ。更なる再現のため、現在、伐らせてもらえるナツヅタの木を募

集中。 

山田さんは、もともと栄養士で料理教室の先生を長年務めていらしたが、だんだん和食や伝統食に興味が移り、

子供たちの「鎌倉時代は何を食べていたの」という質問に答えたいと、古文書を交えて本格的に勉強を始めたそ

うだ。今後の課題は、食文化遺産の継承と、時代食・文学食の再現と話す。古文書が大好きで、字面を眺めてい

るとなんとなくわかるのが楽しいという山田さん。興味ある方は是非ご一緒に、と声をかけてくださった。 

昔のレシピを忠実に再現しようとする情熱が伝わってきて、好奇心をかき立てられる楽しい勉強会となった。 

（豊川記) 

 

■山こい倶楽部 

6月の山こい倶楽部は、中止になりました。                           (松井記) 

 

■森こい倶楽部第二十七回  

テーマ：目久尻川崖線の湧水・樹林・史跡（藤沢市・綾瀬市・海老名市） 

日 時：6月 6日（日） 小雨のち晴 

参加者：梶浦、山路、岡部（桂）、鈴木（康）、吉無田（夫妻）、高田、中山、豊川、戸田、鈴置、花田、久野、広

川、石川、小池、計 16名（JFIK15名、会員外 1名）  

コース：長後駅西口→（バス）用田神社入口→寿昌寺→神崎遺跡→有馬のなんじゃもんじゃ→蟹ヶ谷湿生園→済

運寺→山葵田→城山公園→（バス）海老名駅（解散） 

概 要：藤沢市、海老名市、綾瀬市の 3市にまたがる歴史的な地区を、目久尻川に沿ってさかのぼりました。出

発時は小雨交じりの天気でしたが、昼食後は晴れ間も見えて、まずまずのウォーキングとなりました。あまりな

じみのない地域ですが、弥生時代の神崎遺跡、中将姫の伝説、鎌倉時代の渋谷氏の居城跡と言われる城山公園な

どの歴史が香る地区。まずは、この地の名主－伊東家の墓所を経由し、国指定史跡の神崎遺跡へ。やはり、古代

人が住みついた場所は、地形的にも納得のできる快適な地です。さらに、今を盛りのアジサイや小さな野草を観

察しながら歩を進めると、この地で「なんじゃもんじゃの木」と呼ばれる推定樹齢 300年のハルニレの巨木が現

れます。まるでトトロに出てくるような古木で、いたるところに洞があり、割竹で補修されてはいましたが樹勢

いまだ衰えずの風に、頭が下がる思いを抱きました。ハナショウブの咲き乱れる蟹ヶ谷公園での昼食後は、さら

に目久尻川沿いののどかな風景を見ながら北上。相模原台地の崖線に位置する豊富な湧水とワサビ田には心が潤

されました。終点の城山公園では、大イチョウとカラスザンショウ、シンジュ、ナツツバキなどを観察。 

                                             （小池記） 

  

蟹ヶ谷公園 

 

ハルウコン（キョウオウ） 
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古文書は面白い（その 2） 

      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。 

蛙がなくからかーえろ 

白鳥 元巳   

子供達が遊び終わって家路につくとき「さよなら三角また来て四角」「あばよーまた明日」「蛙がなくからか

ーえろ」童謡では「カラスと一緒にかえりましょ」 

それでは「蛙がなくからかーえろ」は誰に向って言ったものでしょうか？驚いたことに「ボウフラ」に向って言

っていたとのことです。これもその１で紹介した「幼稚遊昔雛形」の中にありました。 

 

上の図「おらうちかへろ」の文を翻刻すると 

「これﾊ 用心水などのをけのふちにきて、子どもがぼうふりをすくふときしたへしづんですくわれぬと「か

えるがなくからおらうちえかえろ」ﾄおけのわきへちぢこまりぼうふりがういたところをだしぬけにすくふこと

ばなり。此ちゑにて、ぼうふりときどきすくひあげられて、きんぎょの口へぱつくりとはいるなり。」 

 

江戸時代きんぎょの餌にボウフラを用い、またその挙動を観察しボウフラを捕まえた様子がわかります。それ

にしてもボウフラに聞こえたのでしょうか？ 

寄   稿 
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わたしの庭自慢 

R２ 足立 千恵          

私の家にはちょっと不思議な庭がある。 

きれいな円形の庭を歩いて一周するとちょうど 120 メートル。その円周上に 12 本のさまざまな木が等間隔に

植えられていて、真上から見るとアナログ時計の文字盤のようだ。例えば 12 時の位置には 12月にちょうど見ご

ろを迎える木、6時の位置には 6月に見ごろを迎える木が配置されている。自慢のその庭木を紹介していこう。 

12 時のところには大きなイチョウの木。12月の晴れた午後、西日を受け輝きながら黄金色の葉が風で舞い散る

さまはため息が出るほど美しい。 

 時計回りに 10ｍ歩いて 1時の場所にはナツミカンの木。冬枯れの１月の寂しい庭に夏ミカンの鮮やかな黄色は

気持ちをほっこり温めてくれる。 

 さらに歩いて 2時の場所にはロウバイが。ほのかな甘い香りを漂わせひっそりとそれでいて誇らしげに 2月の

空に花を咲かせる。 

 3 時にはコブシ。花木の中で一番好きな辛夷の花。3月初めから花芽が膨らんで、春の彼岸には白い花弁を青空

に向かってすっと広げていく。 

 4 月にはやはりサクラ。ソメイヨシノは花が美しいのはもちろん葉も実もそして樹皮までもが美しい。 

 5 時には大好きなエゴノキが白く可憐な花をうつむきがちに咲かせてくれる。根元には散った花びらの白いじ

ゅうたん。しばらくして薄緑色の実をつけてくれるのも愛らしい。 

 6 月にはクチナシ。高くなってきた湿度で甘い香りがより濃厚に感じられる。 

 7 時の位置にはナツツバキ。8時にはサルスベリ。 

 さらに歩いて9時にはムラサキシキブの小さな実がうっすらと色づき始め、私の苦手な夏を終わらせてくれる。 

 そしてやっと 10月、キンモクセイの香りが大好きな秋を連れてきてくれる。次から次へと小さな花を咲かせ、

甘い香りを放ったあとは落ちた花びらで木の根元はオレンジ色のじゅうたんを敷いたようだ。 

 11月になれば固く引き締まった柿の実が晩秋の西日をぎらりと照り返す力強さ。 

 そして 12時のイチョウに戻れば私の庭を一周し終わる。この木は毎年たくさんの実をつけてくれ銀杏を炒って

食べるのは大きな楽しみのひとつ。美しいヒスイ色。口に入れたあの福々しい触感。 

 

実はこの庭は私の頭の中にだけある不思議な庭である。仮想庭園とでも呼ぼうか。もう何年にもわたって朝に

夕にこの庭に降り立ちせっせと手入れを続けている。草むしりはもちろん水遣り、落ち葉掃除など重労働で忙し

い。といってもバーチャルだから楽しいだけ。毎日せっせと手入れを続けているおかげで目を閉じれば木の葉の

ざわめき、小鳥のさえずり、容赦ない夏の日差し、冬の霜柱を踏みつける感触さえも感じられるようになってき

た。 

 

 これからもこうやって毎日手入れを続けていこう。手をかければかけただけ愛着もわいてくるというものだ。

現実にはマンション住まいなので人さまの庭をうらやましくも思ったこともあったが、今はこの不思議な庭があ

るので満ち足りている。  

  

リレーエッセイ 
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No.8 生田緑地（その 2）  （日比野聡） 

▶ おすすめ周回コース（尾根あり谷あり眺望あり、タマノカンアオイも多い自然度高めの散策コース） 

  科学館を出たら、中央広場の先に見えるメタセコイアの林を目指します。林に入ると正面に岡本太郎美術館

が見え、右がホトケドジョウの棲む奥の池です。池を過ぎると右側に急階段の登り口が見えます。伝統工芸館・

生田緑地整備事務所等を示す道標(地図の①)に従って登りましょう。階段わきにタマノカンアオイを確認しな

がら高度を稼ぎ、眺望が開けたら間もなく伝統工芸館です。ここでは藍染めが行われており、T シャツなど藍

染め製品も買えます。上の広い道に出て右に行き、谷間の自然探勝路の標識(②、向かいにはグリーンアドベン

チャー終点の標識)に従って左に下ります。グリーンアドベンチャーコース(以下 GAC)と分かれてさらに下ると

ハンノキ林。この辺りのスゲの多くはミヤマシラスゲですが、ホタルの里まで下るととてもよく似たカサスゲ

も現れます。GAC と合流し、ホタルの里への道を分け右の坂を登ると③の広場に出ます。ここは、春にはハク

ウンボクの花が咲き、秋はイロハモミジの紅葉が見事で、2 本の自然探勝路と GAC が交わる生田緑地の奥庭と

いえましょう。冬はオオハナワラビとフユノハナワラビの両方が出ます。ここからは GACを逆にたどって桝形

山へ登ります。春はヤマツツジやタマノカンアオイが目を引きます。山頂は鎌倉時代に稲毛三郎重成が城を構

えた所、展望台では 360 度のパノラマが楽しめます。広場南の城門を出て左に行くと東口(GAC 始点)に戻りま

すが、右に下って生田緑地整備事務所手前(④)から自然探勝路(尾根道)を登るのも静かに散策するにはよいコ

ースです。ホタルの里を経由して向ケ丘遊園駅に向かうのもよいでしょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（━━：おすすめコースおよび自然探勝路) 

 

 
ヤマツツジ(4月) 

 

 
タマノカンアオイ(4月) 

 

 
ヤマルリソウ(3月) 
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▶ とんもり谷戸から野鳥の森へ（鳥との距離が近いとんもり谷戸、静かな野鳥の森） 

  溝口駅・登戸駅方面行き初山バス停わきから初山親水広場に下り、車道を横切ると、とんもり谷戸入り口で

す。谷戸のどん詰りまでは道が交錯していますが、重複や往復を厭わず歩き回るのもよいでしょう。少し行く

とゲンジボタルや周辺散策路、飛森谷戸の自然を守る会などに関する看板 4 枚が並んだ場所(⑤)に出ます。こ

こからトイレのある広場(⑥)までは、現在はきれいに整備されていますが数年前までは畑と川の間が藪状に雑

然としていて、よくアオジなどに出くわしたもの

でした。車道を渡ると｢水生植物鑑賞池｣の石板が

あり、カツラやエノキに囲まれた湿地に、コウホ

ネやミソハギ、ミゾソバなどが見られようになり

ます。冬には手前の水田でハクセキレイが、谷の

奥ではアオジが採餌する姿が近くで見られます。

私はここでアオジやシロハラの雌雄の区別を覚え

ました。谷戸の最奥から急坂を登り、ドウダンツ

ツジのトンネル(⑦)を抜けるとフェンス沿いの道

となります。二つ目の入口(⑧)で生田緑地に入る

と野鳥の森で、休日でも人の少ない散策路です。

最後に、しょうぶ園のわきを通り藤棚の奥の水場

に鳥が来ていないかチェックしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水生植物鑑賞池 

 

雌 アオジ 雄 コウホネ 

 

▶ 各種活動 

 とんもり谷戸では、飛森谷戸（とんもりやと）の自然を守る会が、雑木林の整備、清掃、自然観察会、音

楽会、農作業体験などの活動を行っています。 

▶ 昼食＆休憩 

初山バス停近くにコンビニ、とんもり谷戸トイレ近くに飲み物の自販機あり。かわさき宙と緑の科学館・

日本民家園・岡本太郎美術館内にレストラン、東口ビジターセンター内に軽食の自販機あり(６月号参照)。 

▶ アクセス 

小田急線向ケ丘遊園駅南口から徒歩 13分で生田緑地東口。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南武線武蔵溝ノ口駅・東急田園都市線溝の口駅南口 川崎市バス溝口駅南口バス停 3

番乗り場より 溝 10，11，17，18 系統に乗車 、JR 南武線・小田急線登戸駅 川崎市バス登戸駅(生田緑地

口)バス停 B 乗り場より 登 05、06 系統に乗車、小田急線柿生駅南口 川崎市バス柿生駅前バス停１番乗り

場より 溝 10系統に乗車、いずれも初山下車。 

▶ 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） 川崎市宮前区初山１丁目（とんもり谷戸）     

公式ホームページ：https://www.ikutaryokuti.jp       管理者：川崎市 

アドバイス 

https://www.ikutaryokuti.jp/
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「多種共存の森―1000 年続く森と林業の恵み」 

著 者：清和研二 

発行日：2013年 11月 10日 

出版社：築地書館 

単行本：280ページ 

ISBN : 978-48067-1467-5 

価 格：2,800円+税  

 

 著者は最近東北大学を退職した森林生態学者であるが、長く北海道

立林業試験場で芽生えから成木までのライフステージに着目して林業

に関わってきた現場をよく知る研究者である。 

熱帯林の種多様性を説明する一つの根拠としてジャンセン・コンネ

ル仮説がある。母樹の下には多くの種子が落下するがそれを食べる昆

虫や小動物が多く、さらにその樹種に特異的な病原菌がいるため、種

子が遠くに運ばれた方が生存率は上がる。その結果一定の距離に更新

の最適域があり母樹に近い空間には他種が入ってくるため種多様性が

高くなるという仮説である。これを確かめるため、ミズキ、アオダモ、

ウワミズザクラの交互播種試験や病原菌の DNA 鑑定を行って温帯で

も同じ仮説が成り立つことを検証した。この検証の過程をシンプルな

図を使ってわかりやすく解説してくれているので理解しやすい。 

さらに、種多様性の原因として地形による樹種の棲み分けによると

いうニッチ分化説、撹乱が強すぎても弱すぎても種多様性が低くなり

中程度の撹乱でもっとも種多様性が高くなるという中規模撹乱説、成

長速度と生存率のトレードオフの関係、ティルマンの種多様性と生産力の関係など、種の多様性を説明する有効

な説についても解説してくれているので、森林インストラクターとして森林を案内する際に大いに参考となるも

のである。 

 これらの理論や実践に基づいて、針葉樹一辺倒だった日本の林業から種多様性の豊かな広葉樹との混交林を目

指す林業への転換、様々な広葉樹を用いた家具の紹介、ナラ枯れやツキノワグマの出没と種多様性との関係、原

生林を伐採して開発したリゾート企業の功罪とゾーニングの重要性などにも言及している。 

 森林と人間が共存していくためには、いかに多様性が重要であるかを考えさせてくれる一冊である。 

(JAY) 
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会員異動 

＜6月度の会員異動＞ 

6月25日現在  会員数159名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

日 時：6月25日（金）19：00～20：00 

場 所：ZOOM利用のリモートミーティング 

出席者：理事9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 

JFIKの活動が思うに任せず、軒

並み休止にされています。そんな

中徐々に児童対象の活動が動き

始めています。うまくいくことを

祈っています。（かじうら） 

編集後記 

このところ雨続きで、週末の

散歩もままならず。梅雨明け

が待ち遠しいです。 (松山) 
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