
   

 

 

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教室第 1回中止のお知らせと第 2回スタッフ募集 

 新型コロナウイルス感染の急拡大により県内も対策が強化されました。これを受け 8月 7日（土）～8日（日）

に計画されていたジュニアフォレスター教室第 1回は、中止になりました。 

 第 2回「森を遊ぼう」につきましては、実施を目指し準備を進めて参ります。 

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
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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、バームクーヘン作り 

 

上記のスタッフを引き続き募集します。リハーサル日程等が決まりましたら、再度メールによりお知らせいたし

ますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。                      (角田記) 

 

■ヤビツの森 

8月の活動は、特例としてありません。                            （吉井記） 

 

■湘南の森 

日 時：8月 28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。今年の 8月第 2金曜日の活動はありません。 （吉井記) 

 

★■名瀬谷戸の会 

名瀬谷戸の会の 8月、9月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：8月 7日（土）、16日（月）、23日（月）、9月 4日（土）、13日（月）、21日（火） 

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：8月 22日（日）仙洞寺山国有林 19 haで定例活動予定。8月 14日（土）の活動は、お休みです。 

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月以降になります。      （鈴置記) 

 

■四季の森公園  

8月 15日（日）自然を訪ねて「昆虫を探そう」は、緊急事態宣言が神奈川県にも出され中止です。9月以降につ

いては未定です。                                      （福田記) 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

日 時：8月18日(水) 19:00～21:00  ＊第3水曜日ですのでご注意ください。 

テーマ：「中国地方における人間と森林の歴史」～人為的撹乱が森林に与えた影響 

講 師：佐野淳之さん（R1期） 

概 要：人間は古くから自然に対して影響を与えてきた。とくに中国地方ではここ一千年ほどの間に平地はもと

より山の上の方まで伐採・植林・火入れ・農耕地化・市街地化などが行われてきた。中国地方の最高峰大山にお

いても、標高 1000m以上の峠に石畳が敷かれ、原生状態のように見えるブナ林の中にも炭焼き窯の跡が残ってい

る。中国山地に位置する岡山県の蒜山地域でも標高 1000m以上の蒜山三座の頂上まで火入れされていた。このよ

うな撹乱の後に成立する森林はどのようなものだろうか。自然状態の森林はどこに残っているのだろうか。残っ
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ているとすればどのような森林になっているだろうか。ここでは、中国地方を代表する 3つの地域である大山・

蒜山・鳥取の調査データに基づいてそれらの概要を解説する。                （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   (嶺記) 

 

■山こい倶楽部 

8月の山こい倶楽部は、お休みです。9月以降については、改めてご連絡します。         （松井記) 

 

■森こい倶楽部第二十八回 

8月の森こい倶楽部は、お休みです。9月以降については、改めてご連絡します。         （久野記)  

 

  

ヤマユリ＠名瀬の里山  （撮影：福田 渉） 
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■ヤビツの森 

日 時：7月 17日（土）10：00～14：00 

参加者：仲手川茂、田中文一、松田三一春、吉井勉 JFIK会員 4名、会員外 1名 合計 5名 

活動概要：梅雨明け発表を待っていたような日差しの中、熱暑をさけて木陰で鹿よけネットの取り外しや下草刈

り、作業路の除草を行ないました。                              (吉井記) 

 

■名瀬谷戸の会 

【１】＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：7月 3日（土）横浜市より大雨警報などが発出のため中止 

 

作業 2回目 

日 時：7月 12日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 13名（JFIK：8 名 地元・地域ボランティア：5名） 

作業内容：●ゾーン 6のマダケ林エリアの保全・・・しがら柵作り、下草刈り（手刈り）、マダケ刈り（刈り

払い機） ●ゾーン 1の落ち葉かきとササ刈り ●ヤマユリのマーキング 

作業 3回目 

日 時：7月 19 日（月） 10:00～15:00 

参加者：合計 11名（JFIK：5 名 地元・地域ボランティア：6名） 

作業内容：●ゾーン 6の保全・・・モウソウチクを伐採ししがら柵用材料作り、マダケ皆伐エリアの下草刈

り（手刈り）、刈り払い機 2 台によるマダケと下草刈り                  (福田記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゾーン 6 での作業 ゾーン 1 での作業 

活動報告 

集合写真  ゾーン 6下草刈り 
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■室内勉強会 「『古事記』に登場する草木」 

日 時：7月16日(金) 19:00～21:00講 師：JFIK  佐藤淳さん（24年）  会議方法：Zoom(オンライン) 

参加者：梶浦、金子、河口、坂間、菅原、鈴木（康）、瀬尾、田中（真）、中澤（均）、辻、羽田、日比野、広川、

皆川、三好、山路、山本（明）、足立（正）、福田、嶺 計 20名  (敬称略) 

まず、古事記自体についてポイントとなる何点かの説明があった。成立は、和銅 5年(712年)で、太安万侶(オ 

オノヤスマロ)が元明天皇(43 代)の命により完成。内容は、天武天皇(40代)が御口授し稗田阿礼(ヒエダノアレ)

が暗誦していたもの。天武天皇は、天智天皇(38代)の弟で、古代日本最大の内乱とされる 672年「壬申の乱」で

天智天皇の子・大友皇子に勝利(当時・大海人皇子、後に即位)。天武帝は当時先進の中国・朝鮮の文化・考え方

に偏らず、我国の独自性を大切にしながら国をまとめていこうとされており、古事記編纂もその一貫と言える。

構成は「上巻(神代、天地創造・神が人になる etc.)、中巻(神武－応神の代)、下巻(仁徳－推古の代)」。 

 また、その意義としては、天皇制の正当化(高天原から下って来た「天つ神」の子孫である)にあるとともに、 

戦い等により大和朝廷に敗れた地方豪族等(国つ神)への配慮があること、稲作の尊重の精神が見られ、様々な民

話・昔話の原型となっていること等が挙げられる。 

 つぎに「あらすじ」について紹介あり。ここでは、中巻・下巻の分は省略し、上巻の一部のみを記載する。 

〇国生み(イザナギ、イザナミ) 〇黄泉の国(訪問したイザナギがイザナミに追われる) 〇イザナギの禊(その

際、十四神が生まれたが、最後の三神が、天照大神[左目]・月読命[右目]・須佐之命[鼻]) 〇天の岩屋戸(天

照大神) 〇八股の大蛇(須佐之男命)～「草薙の剣」発見、生贄にされようとしていた娘と結婚。その子孫が大

国主神 〇因幡の白兎～80人の兄と旅していた大国主神が遭遇 〇大国主神の国譲り～日本の地を大和朝廷の

祖先に譲る。代りに出雲大社を建立 〇天孫降臨～ニニギノ命の降臨→天皇 

 本題の、古事記に登場する草木につき、草木別に説明があった。ここではそのいくつかを紹介する。 

▶桃＝「イザナギが黄泉の国を脱出する際、邪気達を追い払う為、桃の実を投げた」エピソードで登場。中国原 

産で、古来、邪気を祓い不老長寿を与える縁起の良い植物・果実とされていた。関ケ原が戦地となった壬

申の乱の際、大海人皇子に対して村人から献上された当地の桃が美味であったため、皇子は、各位に配り

兵士の士気向上に努めた。後に、徳川家康は関ケ原の戦いの際、その故事にちなみ「桃配山」と命名され

たその場所に陣を敷いた。無論、これは鬼退治の桃太郎伝説にもつながる。 

▶稲＝天照大神が天の岩屋に隠れてしまう原因となった須佐之男命の乱暴とは、田の畦道・灌漑の溝等の破壊と 

いった稲作に対する破壊行為であり、天つ罪として天界追放の罰を受ける。稲作が大切にされてきた証拠。 

また八股の大蛇退治後、須佐之男命の妻となるのは櫛名田姫であり稲田を司る神として信仰されている。 

▶桜＝桜の花の語源とされる木花之佐久夜姫(コノハナノサクヤヒメ)の伝説。ニニギノ命が見初め妻にと望んだ 

   が、姫の父は姉である石長姫(イワナガヒメ)も同時に娶ることを条件とした。ニニギノ命はこれを拒否し 

   佐久夜姫とのみ婚姻。この事により、ニニギノ命の子孫は桜の花が散るように長くはない、つまり神の永 

遠の命ではなく、人間の有限の命が与えられるようになった。 

▶大香木(カツラ)＝ニニギノ命の子、山の神ホオリノ命は海で釣りをした時、海神の兄の釣針を使用したがこれ 

を魚に飲み込まれ失くしてしまう。兄に怒られたホオリノ命は、探索の為、海の神の宮殿を訪問し、その 

門の横にある神の降り立つ木(カツラの木)のところに座っていた。この姿を見初めた宮殿の姫から声を掛 

けられ、宮殿内では宴会等で楽しく過ごすこと 3年、ようやく当初の目的を思い出し、兄の釣針を鯛の喉 

から発見。地上に戻り、神武天皇の父親となる。浦島太郎伝説の原型。 

今回講師を務められた佐藤氏は、還暦を越えまた長年のお勤めを退職された後に、古事記の対現代語訳や解説

本等で学習され、当日の講義内容をまとめられたとの事。勉強会終了後、その質の高さに参加者各位から賞賛の

声がしきりでした。                                   （足立正一記） 

 

■森こい倶楽部第二十七回  

森こい倶楽部第二十七回は、荒天が予想されたため中止になりました。 
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古文書は面白い（その 3） 

      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。 

自宅の庭で自然観察？ 

白鳥 元巳   

この本も「岩瀬文庫」のなかから発見された古文書で「礫渓猿馬記（れきけいえんばき）」とい紀行文（？）

の一部にあります。著者「墨化道人」は伊勢津のお寺の住職で名を円祥と言い公家の鷹司家の出身という貴人だ

そうで相当博識な方だったようです。話は夢の中のはなしとしている。「著者（墨化道人）が桐鳳書院で仮寝をし

ていると冥幻贅人と名乗る隠者が現れ導かれて「朝曦（ちょうぎ）」という地に遊びに行く。その時の様子を描い

ている文章があります。 

「黒き姿の旅人が幾千人となく列を作って行きかうのに出会う。お互いが出会うごとに立ち止まり、抱き合っ

てから行くのを見て、礼儀があるものだと感心していると、隠者のいわくあれは礼儀ではなく、口が生臭いので

互いに嘗めあって味をたしかめているのだと。あるいは褌もつけない赤裸の男たちが湖水に浮かび、鼓を打った

り笛をふいたりして踊り騒いでいる。そこに薄絹をまとった美女たちが現れ振袖を翻して舞い遊ぶ。湖の男たち

はよだれを流してそれを見つめている。そうこうしているうちに日が暮れて困っていると尻に松明を挟んだ男た

ちが現れ道しるべをしてくれる。また著者の足を気遣って蝸という牛に乗せてくれるがあまりの足の遅さと生臭

さに閉口する。・・・」 

後の文からどうも自分の庭でのことを書いているようです。もうお分かりと思いますが著者は小人になって自

宅の庭を散策しているのでしょう。 

黒き姿の旅人は「蟻の列」、褌もつけない赤裸の男たちは「蛙の雄、」薄絹をまとった美女は「とんぼの雌」、尻に

松明を挟んだ者は「蛍の雄」、蝸という牛は「カタツムリ」 

蟻の列は「蟻さんと蟻さんはごっつんこ・・」と歌にもうたわれている。蛙の鳴くのは雄だけ。ある種のトンボ

の雌は打水面産卵する。蛍の雄は飛び交って雌を探す。カタツムリは生臭く動きも遅い。よく観察していること

がわかります。 

 

 

  

寄   稿 
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動物たちの事情 

                         R2 豊川 真奈 

 普段、虫や動物に特別な関心を向けることは少ないのですが、たまに面白い瞬間に出くわし、立ち止まってま

じまじと見つめてしまうことがあります。 

 一番最近は、トカゲのケンカです。しっぽのあるトカゲとしっぽの切れたトカゲが、何が原因か知りませんが、

歩道の真ん中で戦っていました。少し距離を取ってにらみ合う様子は、プロレスラーが攻撃のタイミングを見計

ってリングの中で回転する様子とそっくりです。一方が相手の後ろに回ると、首や頭に噛みついて攻撃します。 

時々ブレーンバスター級の大技も交え、一方が優勢になったかと思えば、もう一方が形勢逆転する展開が繰り返

され、なかなか決着がつきません。流血こそしませんが両者の頭部は傷だらけです。 

そんな様子をじっと見ていたら 20 分以上経っていました。しかし、両者の闘志は衰

えることを知りません。いい加減、私も立ち去りたいのですが、このままでは自転車

やスマホ歩きのヒトに踏みつぶされそうです。水を差して申し訳ないなあと思いなが

ら、近くに落ちていた木の枝で一匹ずつ歩道脇の植え込みに落としました。この時点

で戦いはドローとなりました。 

 

 同種同士のケンカなら何かを争っているだけだと思いますが、異種格闘技となると、相手をおかずにしてやろ

うと死闘になります。 

 高尾山近辺か奥多摩かどこだったか忘れてしまったのですが、山道を歩いていると、ハチとギンバエが戦って

いました。両者の体格はほぼ同じ、互角の良い戦いでしたが、「ハチは刺さないのかな」と思った瞬間、ぐっと腰

を折り曲げ一撃！ギンバエは急速に体の自由を奪われ、地面の上で動かなくなりました。勝利を収めたハチは、

ゆったりとした動作で、横たわるギンバエを 6 本の脚でガッチリと抱え、ゆっくりと垂直浮上、ドローンのよう

に飛び去って行きました。かっこよかったです。ギンバエはハチ族の栄養になったことでしょう。 

 

 アリのいじめ？も忘れられません。 

 歩道で、1 匹のアリの脚を、3 匹のアリが三方から引っ張っていました。何をやっているのかとじっと見つめ

ていると、別の 1 匹が「何してるの？」とトコトコ寄ってきて、5 匹がごちゃごちゃと混ざり、今度は別のアリ

の脚を他の 3 匹が引っ張り始めました。最初に足を引っ張られていたアリは「あー、助かった」と足早にその場

を去りました。そのまま見ていると、また別の 1 匹がトコトコとやってきて、ごちゃごちゃ混ざり、別の 1 匹の

脚を 3 匹が引っ張り始め、先程まで引っ張られていたアリは逃げて行きました。 

 いったいあれは何だったのでしょうか。 

 

 カラスも結構面白いシーンを見せてくれます。波乗りならぬ風乗り遊びとか、ナンパとか、電線の上でジャン

プとか、アタマが良いと言われるだけあって、ちょっと人間臭いというか、きっとこんな感じだろうとセリフが

つけやすい感じがします。 

 

 こうした観察の間、私の他に誰一人として立ち止まらないのは、皆さんやはり優先順位をつけて日々忙しく過

ごしているからなのですね。私も別にヒマではないのですが、つい見てしまうのです。同好の士がいらっしゃれ

ば情報交換できると幸いです。 

リレーエッセイ 
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No.9 湘南平・高麗山   （仲手川茂） 

▶ 概要 

湘南平・高麗山は「21 世紀に残したい日本の自

然百景」の中で、「高麗山は、スダジイやタブなどの

関東で数少ない臨海性常緑広葉樹林が残る貴重

な自然」として選ばれています。また一般社団法人 

日本森林インストラクター協会が選んだ「日本の森

100」にも選ばれています。なお、湘南平を含む一

帯は風致公園「高麗山公園」に指定されています。 

この森は、古くは相模湾の海底にある相模川の

堆積物が蓄積された小高い丘が、30 万年前以降

に隆起を始め、15 万年前以降に国府津～松田断

層の活動によって急激に隆起したものと言われて

います。 

私は、浅間山から八俵山手前までのハイキング

コース沿いの森の保全活動を行っている市民団体

「湘南の森」に参加して、月に何度かは通って森林保全作業を行っています。一番身近なマイ・フィールドです。 

▶ 湘南平へのお勧めコース 

湘南平へはバスやマイカーで直接アクセスも出来ますが、私のお薦めコースは、大磯駅より歩く３つのコースです。 

① 高田公園コース (約 50分) 

大磯駅より急坂の住宅地を抜けると、高田公園に着きま

す。これからは針広混交林に入り、湘南平と浅間山の鞍

部を経て、湘南平へ至ります。 

② 善兵衛池コース (約 35分) 

大磯駅西側のガードを抜けて、善兵衛池までは車道を歩

き、つづら折りの登山道で湘南平へ至ります。 

③ 楊谷寺横穴墓コース (約 40分) 

大磯駅東側のガードを抜けて、車道を北へ、15 分程歩く

と登山道に入ります。横穴を経て高田公園ルートに合流

します。 

到着した湘南平は標高が約 180mあり、高麗山公園レストハ

ウス展望台からは相模湾や富士山をはじめとする近隣の山々

（箱根連山、丹沢山塊、大山）など 360 度の展望が楽しめま

す。（写真：レストハウス展望台から相模湾と江の島） 

▶ 湘南平から高麗山へ 

湘南平から高麗山へは、尾根沿いの山道を東に進みます。

湘南平のレストハウス 1 階で「湘南の森」作成の「自然観察ガ

イドマップ」を入手してから出発しましょう（図：ガイドマップ表面 

主な樹木の位置）。南斜面は、タブノキ・スダジイ・ウラジロガシ 

 



JFIK会報 2021 年 8 月号 

- 9 - 

などの照葉樹林。北斜面は落葉広葉樹を主体とした里山タイプの林で、一部照葉樹林や杉の造成地が混じったりして

います。 

このコースの特徴の一つが、海岸近くの林に生える常緑小高木のモクレイシです。自生の分布が限られていて、大

磯丘陵・伊豆半島・九州南部～沖縄と隔離分布しており、高麗山が北限とされています。 

高麗山からは女坂を経て、境内の中央にナギ（常緑針葉樹）がある高来神社に着きます。湘南平から高来神社まで

は 60分程です。ここからは、参道経由で国道 1号に出てバスで平塚駅へ、または旧東海道を歩いて大磯駅へ戻ること

が出来ます。 

▶ 市民団体「湘南の森」との関わり 

「湘南の森」は浅間山から八俵山手前までの、ハイキング

コース沿いの森を保全している団体で、私も５年前より活動

しております。2005年ヤブに埋もれた森の下草刈りから始

めて、森林インストラクター神奈川会員が合流した 2009年

に市民団体「湘南の森」が設立され、現在に至っておりま

す。（写真：「湘南の森」での作業風景） 

森林保全活動に興味のある方は、下記の連絡先に問合

せ下さい。 

▶ 「湘南の森」の動植物 

草刈りを継続したことにより、ヤブランの生育域が広がり 7月末より

紫の花を咲かせます。そして 3月にはこの実を食べにヒレンジャク、キ

レンジャクが渡ってきます。草花はヤブランだけでなく、シマテンナン

ショウ・ツリガネニンジン・サラシナショウマ・ヒトリシズカ・エビネ・トリカブ

トなどが季節毎に咲き乱れます。 

詳細はレストハウス 1階で入手できる「自然観察ガイドマップ」をご

覧ください。（図：ガイドマップ裏面 季節の花と果実） 

▶ 昼食＆休憩 

湘南平にはレストハウスがあり、２階には「湘南平展望レストラン Flat」が、1F には軽食や飲料も購入できる「ショップ

湘南平」があります。更に駐車場近くにはカフェ「湘南リトルツリー」も有ります。 

周辺にはベンチ等も多く設置されていますので、昼食を持参して相模湾を眺めながら休憩するのもお勧めです。近

くにコンビニは有りません。「ショップ湘南平」または平塚駅や大磯駅周辺のコンビニをご利用ください。 

▶ アクセス 

・バス： 

平塚駅北口 3番線から系統「平 35 湘南平」行で約 23分 

・マイカー： 

小田原厚木道路平塚 IC より約 6.5Km、新湘南バイパス茅ヶ崎西 IC より約 9Km、圏央道寒川南 IC より約 11Km

で頂上駐車場（普通車 10台、身障者用 3台、バイク 10台）、大駐車場（普通車 60台、バス 5台） 

▶ 基本情報 

高麗山公園レストハウス管理事務所：平塚市万田 790番地  TEL 0463-31-6722 

平塚市公式ホームページ： http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kanko/page-c_02820.html 

▶ 「湘南の森」連絡先 

湘南平で森林保全活動などのボランティア活動を行っています。参加希望の方は、下記にご連絡下さい。 

   「湘南の森」事務局 相原基行 メール：mo53pk47i96@gmail.com  電話:090-3914-9726 

アドバイス 

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kanko/page-c_02820.html
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「世界史は化学でできている」 

著 者：左巻健男 

発行日：2021年 2月 16日 

出版社：ダイアモンド社 

価 格：（単行本）1,870円 

    （電子版）1,515円 

内 容： 

古代から現代にいた

るまでの人間の営み

を、化学の目で、真

正面から、しかも分

かりやすく解き明か

した本です。 

周期律表、原子・分

子などなど、化学の

基本、いわば飲み込

みにくい“硬いすじ

肉”も柔らかく煮込

んでくれています。私が半世紀も前に、「化学は小

難しい。受験には不要」として捨ててしまったこと

を今更ながらくやんでいます。 

この本には、ちょっとしたうんちくネタもちりばめ

られています。例えば、 

＊種の起源をあらわしたチャールズダーウインは

磁器の名門のウエッジウッドの娘の子。だからお

金に不自由せずに研究ができた。 

＊真っ平らな板硝子は溶融したスズの上を溶けた

ガラスを流しながら作る（フロート法） 

＊ナポレオン三世のころはアルミ食器が最高のお 

もてなし。銀食器ではない。 

＊女性用ストッキングの材料のナイロンは“ノー 

ラン”（走らない＝伝線しない）が語源。 

この本は知ることの楽しさを改めておしえてくれた 

とともに、私の「ベストうんちく本」のひとつとな 

りました。 

「○○はこういうことなんだよ」としゃべりまくり、 

またまた家内のひんしゅくをかいそうです。   (狛) 

  

月刊ブックレビュー 
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会員異動 

＜7月度の会員異動＞ 

7月30日現在 1名減 会員数158名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

日 時：7月30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 

またまたコロナウイルスの感染

者が増え緊急事態宣言が発出さ

れるようです。年寄りは、小生含

め 2 度のワクチン接種終わって

いるのですが・・・（かじうら） 

編集後記 

 夜、自宅でオリンピック観戦して

いたら、窓に何かがぶつかる音が。

覗き込むと、カブトムシのメスで

した！(松山) 
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