
   

 

 

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■ヤビツの森 

10月の作業予定は、未定です                                 （吉井記） 

 

■湘南の森 

日 時：10月 8日（金）、23日（土）月例作業 

情報の必要な方は、下記 HPでチェックをお願いします。 

http://shonann-mori.sakura.ne.jp/index.html                           (編集担当記) 

 

★■名瀬谷戸の会 

名瀬谷戸の会の 10月、11月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：10月 2日（土）、11日（月）、18日（月）、11月 6日（土）、15日（月）、22日（月） 

作業時間：10:00～15:00                                  （福田記) 

 

 
 

目 次 
 

 1P 活動予定 

 3P 活動報告 

 7P  寄稿 

 9P リレーエッセイ 

10P おすすめマイ・フィールド 

12Ｐ 月刊ブックレビュー 

12P 森のエピソード  

13P 掲示板 

13P 編集後記 

 

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/ 

 

ニラ ＠ 新治市民の森   （撮影：福田 渉） 

 

） 
活動予定 

http://shonann-mori.sakura.ne.jp/index.html
http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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★■フォレスト21「さがみの森」 

日 時：10月 9日（土）、24日（日）定例活動予定 

申し込み等情報が必要な方は、「さがみの森事務局」にご連絡ください。 

☎：03-3868-9535  📩 ：sagami@moridukuri.jp                        (編集担当記) 

 

★■神奈川の身近な自然を訪ねて 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、神奈川県に緊急事態宣言が発令されている関係で、現在、活動を休止して

います。 

新型コロナウイルスの感染拡大状況が改善し、緊急事態宣言が解除され、安全に活動できる環境と会としての準

備が整いましたら活動を再開する予定です。 

現在、11月の再開を予定していますが、正式に活動再開時期が決まりましたら会のホームページ等でお知らせ致

します。                                          （大橋記) 

 

■四季の森公園  

四季の森公園のイベントは県からの要請により 10月 31日（日）まで中止です。 

従って、10月に予定されている「自然を訪ねて」などの観察会は中止となります。 

11月以降については、宣言の解除、解除後の県の指示を踏まえて、公園より連絡が来ます。     （福田記) 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

日 時 :10月 8日(金) 19：00～21：00 

テーマ：「森林インストラクターと情報通信技術（ICT）」 

講 師：中澤 均さん（20年） 

      概 要：どんな活動をするにも情報通信技術（ICT)が必要な時代になっています。森林インストラクター活動で

も、WORD やパワーポイントなどを使った資料・チラシ作成、メールや ZOOM などによる情報交換、ホームページ

やブログによる情報発信など、様々な場面で ICTが必要とされています。それらの機能概要・仕組みや利用上の

一般的な注意事項、JFIKでの実際のメーリングリスト運用や HP・ブログの作成方法など、会員にもご理解して頂

きたいことなどをご紹介します。なお、JFIK の HP 運用グループのメンバーを募集しております。この機会に是

非スタッフ参加を検討下さい。                                (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 

10月 16日(土)か 17日(日)に箱根三国山を企画。 

桃源台～三国山～元箱根ルートを計画中。詳細は、メーリングリストでお知らせします。     （松井記） 

 

■森こい倶楽部 

新型コロナウイルスの感染状況によって、イベントが実施できるようになりましたら事務局がメーリングリスト

でお知らせします。                                   (編集担当記) 

 

  

mailto:sagami@moridukuri.jp
mailto:sato.forest2807@gmail.com
mailto:UGK58629@nifty.ne.jp
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■名瀬谷戸の会 

【１】＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：9月 4日（土）9:00～12:00 

参加者：合計 24名（JFIK：9 名 地元・地域ボランティア：8名、横浜メダカの会：7名） 

作業内容：●ゾーン１横の鉄塔周辺の民有地及びゾーン１の除草作業 ●横浜メダカの会：メダカ池の周辺の除

草作業  

 

作業 2回目 

日 時：9月 13日（月）9:00～12:00 

参加者：合計 13名（JFIK：6 名 地元・地域ボランティア：7名） 

作業内容：●ゾーン 6でシガラ柵作りと清掃 ●ゾーン 1のホオノキ周辺とヤマアジサイ園からゾーン 1への散

策路斜面の刈払機での除草とその片付け 

 

 

作業 3回目 

日 時：9月 21日（火） 10:00～15:00 

参加者：合計 12名（JFIK：6 名 地元・地域ボランティア：6名） 

作業内容：●ゾーン 6 でモウソウチク伐採とシガラ柵の材料作り ●ゾーン 1 で刈払機（3 台）と手鎌で除

草および集積ゴミの片付け 

集合写真（メダカの会は 1人のみ） ゾーン 1の除草 

活動報告 

ゾーン 6での作業 ゾーン 1近辺で除草作業 
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                     (福田記) 

 

 

■室内勉強会 [チベット・聖山カイラス一周トレッキング] 

日 時：9月10日(金) 19:00～21:00 

講 師： JFIK 山路洋護さん(17年) 

会議方法：Web (Zoom)利用のオンライン会議 

参加者：足立(正)、角田、梶浦、久保、酒寄、篠田、菅原、鈴置、鈴木(康)、須山、瀬尾、関、田川(勝)、田中

(真)、辻、豊川、中澤(均)、羽田、細井、山内、山本(明)、吉原、吉無田、荒井、福田、佐藤(淳)、嶺 計 27名  

(敬称略) 

 

2011 年 4 月 19 日～5 月 11 日 23 日間のチベット周遊です。白く輝く山、タルチョが風に揺れる峠、信仰が息づ

く街、そんなチベット高原西方に聖山カイラスはあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゾーン 6でモウソウチク伐採 ゾーン 1付近で除草処理 



JFIK会報 2021年 10月号 

- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パート 1 聖山までの道のり チベット高原を西に 

4月 19日 シーニン（西寧）までは空路利用、シーニンでは、チベット仏教タール寺やイスラム教寺院モスク

もある東関清真太寺（明代創建）を見学、この地域は「はげ山」が多い。 

翌日、青蔵鉄道で 24時間かけてラサへ、車窓からは黄河や揚子江の源流域を見ることができる。ラサには高所

順応のため 2日間滞在、大昭寺（ジョカン）、ポタラ宮、セラ・ゴンパなどを見学した。 

 

4月 24日 聖山カイラスに向けて～グーグルマップ上 1200キロの旅～  

中国人、チベット人のガイド 2名と運転手 5名（ランドクルーザー5台）が加わり総勢 20名となる。 

ラサに次ぐチベット第二の都市シガヅエではタシルンボ寺院を見学、この寺院は今もっとも活発な寺院で歴代

のパンチェン・ラマが座主にある。 

ニュー・テインリーからオールド・テインリーに、広大な雪の平原の中、無舗装の道を進んだ。濃いガス発生

で視界は悪く、寒さが厳しい。チョモランマベースキャンプに寄ったが何も見えなかった。 

サガでは高山病対策装備ガモウ・バック（携帯型加圧装置）を試用、これは一時的な酸素血中濃度の改善をも

たらす。平均標高が 4500メートルとされているチベット高原、酸素は薄く多くの参加者が睡眠障害や食欲不振

に悩まされていた。 

マユム・ラ（5216m）を越え、マナサロワール湖のロッジに入る。 

マユム・ラはヤルツアンポ川（下流はガンジス川）とサトレジ川（下流はインダス川）の分水嶺で、今回の車

道の最高地点、ここを過ぎるとカイラス山やナムナニ峰（7766m）が見える。 

次の日は高度順応のためネパール国境に近いプラン（3900ｍ）に南下、休養を取り、5月 1日にカイラス山トレ

ッキング基地のタルチェン（4360m）に移動した。 

 

パート 2 聖山カイラストレッキング 

カイラス山（6656ｍ）はチベット仏教、ヒン

ドゥ―教、ボン教の聖地で、麓に一周 55㎞の

巡礼路がある。チベット仏教によれば、1周

で一生の罪が贖われ 108周で涅槃の境地に達

する。巡礼者の中には五体投地を行う者もい

る。チベット仏教は右周り、ボン教は左回り

で山を巡る。トレッキングは巡礼路を右回り

に 2泊 3日で歩く。 
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5月 2日 タルチェンからシミラボク・ゴンパ（4900m）へ移動。 

5月上旬は一般的な巡礼より 1か月近く早い時期である。未だ途中の峠には積雪があり、荷運び用のヤクが使え

ないということで 18人のポーターを雇った。午後からは小雪となり、寝るときも完全装備をした上で毛布が必

要だった。 

5月 3日 シミラボク・ゴンパを朝 7時半に立つ。夜明け前のカイラス北壁の風景は神々しい。この山が聖山と

言われる理由が分かる。この巡礼の標高最高地点であるドルマ・ラ（5600m）には雪があり、風を受けタルチェ

が揺れていた。12時間かけて次のキャンプ地ツルボク・ゴンパ（4840ｍ）に着く。 

5月 4日 渓谷沿いの道をタルチェンに戻る。 

この地域の自然環境は厳しい。高度障害と寒さによる疲労で初日に 4名が体調不良となりタルボッチェに引き

返した。 

 

パート 3  ヒマラヤの風景 

5 月 5 日 タルチェンを出発、サガに戻り、予備日を利用して、往路に雲の中にあったチョモランマを見るため

にオールド・テインリーに移動した。今回は白銀に輝くヒマラヤ展望を満喫。特に夕日に染まるチョモランマ（8848m）

やギャチュンカン（7952m）チョーオユー（8201m）の山景色は素晴らしい。 

そこからはネパールを目指し、世界有数の高度差のある道路、中尼公路を走った。久しぶりに見る段々畑の緑が

やさしい。カトマンズには大きな木があり、ジャカランタの花の季節になっていた。   

                                                                                

  

羊とヒマラヤ 

ネパールに向かう途中 
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感想 

23日間チベット高原周遊、地名の後には必ず〇○ｍ（標

高）、その高さが生み出す厳しい環境を想像してしまう。 

追体験は私には無理そう、でも行ってみたい、ラクチン

旅行を一生懸命考えています。       (荒井記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙石原便り（キジのお話し） 

25年 嶺義則 

今年 4 月に活動拠点を箱根町仙石原（神奈川県）に確保し、今は大半の時間を仙石原で過ごしています。ここ仙

石原や近隣で見聞きしたことを時々会報の中で紹介させて頂きます。 

 

最初はキジのお話しです。キジは「万葉集」や「桃太郎」にも登場し、

我々日本人が親しみを感じる鳥ですよね。そんな存在からキジは日本

の国鳥、ここ箱根町のシンボルにもなっています。 

仙石原は箱根町の中で西北の端に位置し、箱根ガラスの森、ポーラ美

術館、ラリック美術館など知名度と入場料の高い施設がありますが、

自然好きの方は箱根湿生花園と台ケ岳の麓にあるススキ草原に行かれ

ているようです。春から初夏にかけてこの一帯を訪れた方は、きっと

キジの「ケンケーン」という鳴き声（叫び声に近い）に気づかれたか

と思います。私も住宅地や芦ノ湖の湖尻の広場等、予期せぬ身近な場

所で何度かキジと遭遇しました。 

 

オスのキジは「キジも鳴かずば打〈撃〉たれまい」の格言のように、

繁殖期の春にはメスへのアピールで「ケンケーン」鳴いた後、羽をバ

タつかせて、時には姿まで見せるので、狩猟の簡単な標的になってき

たようです。時期（主に繁殖期の春）と大体の生息地を調べておけば、

見つけやすい鳥です。 

 

チベット国境の町ザンムー 

湿生花園から台ケ岳を望む 

春のススキ草原 
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日本ではキジは放鳥されています。年々放鳥数は減少傾向にあるようですが、ちょっと古い 2004 年のデータに

よれば約 10 万羽が放鳥され、その半数は鳥獣保護区などの禁猟区、

残りの半数は可猟区に放鳥されているようです。法律で保護される一

群と捕まって食べられる一群があるのは、人間が作り出した不条理な

運命のいたずらを感じてしまいますよね。仙石原は国立公園内なので、

私が写真に収めたのは、少なくとも保護対象の連中。小さな安堵を感

じています。ただ、狩猟用の放鳥でも実際に狩猟で捕殺されるのはほ

んの一部で、殆どは動物やワシ・タカ等の猛禽類に捕食されていると

いう報告もあります。 

 

キジの養殖は国内各地で行われています。その殆どは飼育が容易な大陸性のコウライキジ。一時期日本の各地で

コウライキジの放鳥が行われた結果、在来のキジとの交雑がおこったり、北海道、対馬などでは放鳥を続けた結

果、コウライキジが野生化しているとのことです。 

箱根湯本にはキジ料理で有名な雉子亭豊栄荘という旅館があります。箱根でも昔はキジを育てていた歴史がある

ようですが、今はどこから調達しているのかなと調べてみたところ、コウライキジの養殖が盛んな愛媛県鬼北町

から直接仕入れているようです。 

 

ところで、日本のキジはコウライキジなどの大陸のキジとは別の固有種

で４亜種があるという説と大陸のキジの亜種とする説の２つがあるよう

です。日本鳥学会は大陸のキジの亜種の説を支持してきましたが、今年、

DNA 判定等を基に日本のキジを固有種とする説に見解を変えたとのこ

とです。 

 

こんな事をネットで調べているうちに、国鳥を捕まえて食べているのは

世界で日本人だけというコメントを見ました。こういうコメントを読む

と日本人の特異性をバッシングしているのかなと暗い気持ちになるので

すが、めげながらも少し調べてみると、フランス（ニワトリ）やタイ（キ

ジ科のシマハッカン）等も国鳥に食用の鳥を選んでいるようです。 

 

日本の場合、キジは国鳥と言っても、日本鳥学会が選定したもので、国

の法令等に基づくものではありません。各国の国鳥の選定は、容姿や珍

しさなどの観点から保護すべき野鳥、身近で親しみやすい鳥など基準が

分かれているようです。 

例えば、アメリカの国鳥は白頭鷲（Bald Eagle）ですが、18 世紀の選定

当時は同じキジ科の七面鳥（Turkey）を推す人達もいたようです。アメ

リカに住んでいた頃、何度か Thanksgiving で七面鳥を食べたことがありますが、パサパサして美味しくなかっ

たことを覚えています。一度は日本のキジ料理も食べてみたいですが、私自身は健康的なキジの肉よりも、脂ぎ

って高カロリーのケンタッキーフライドチキンの方が大好きです。仙石原にケンタッキーがないのが実に残念！

（笑） 

 

次回は箱根湿生花園をご紹介させてもらいます。 

 

芦ノ湖を眺めるキジ（雄） 

民家の庭先から出てきたキジ（雌） 

住宅地の空地で見たキジ（雄） 
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珠子とキレンゲショウマ 

                                      R2 仲手川 茂 

「見渡すかぎり黄の点々が拡がり、それはおぐらい木漏

れ陽を浴びて、まるで一つ一つの花が月光のように澄み、

清らかに輝いてみえた。」 

「このキレンゲショウマほど、辺りを払って誇り高く、

大きな群落を持つ迫力であると珠子は思った。」 

 

 宮尾登美子の小説「天涯の花」の主人公、19歳で剣山神

社の巫女珠子の思いとキレンゲショウマに会いに今夏、剣

山に行って来た。 

 ブナと白花が咲くリョウブの森を抜け、珠子に恋心を懐

く典夫家族が営んでいた山小屋に泊まる。翌日はキレンゲ

ショウマが咲く行場へ。一の森への林床ではカニコウモリ

の群落が出迎えてくれた。尾根筋には、固有種のシコクフ

ウロウ・ナンゴククガイソウが咲いていた。 

 

＜感動＞ 

 珠子がキレンゲショウマに感動した同じとき、3歳年下

の私は夏合宿で北アルプスの朝日岳のお花畑に身を置いて

いた。その二ヶ月後、東京オリンピックが開催される。 

 いま思えば、朝日岳・雪倉岳は最初に登った蛇紋岩の山

で、コマクサ・ハクサンコザクラ・トウヤクリンドウが咲

いていた記憶が残っている。その後早池峰山・アポイ岳・

夕張岳と蛇紋岩の山へと繋がる。 

 

 

＜感謝＞ 

 そして時は過ぎ、二回目の東京オリンピックが開催された今、ヤビツの森・

名瀬谷戸の会・湘南の森・内野梅園での活動を通じて、皆様にご指導をいた

だいている。 

 小説は珠子 20歳までの物語であるが、あとがきでは「年経てもなお純真さ

を失わない珠子をかいまみてはいかがでしょう。」とある。 

 

 

 

 

 

リレーエッセイ 
 

キレンゲショウマ 

ナンゴククガイソウ 

シコクフウロ 
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No.11 泉の森   （坂本勝彦） 

▶ 概要 

泉の森は大和市最大の緑地で面積は約 42haあります（東京

ドーム約 9個分）。大和水源地には大池と小池と呼ばれる 2つ

の池があり、池の底から水が湧き出ています。引地川の水源で

あり、湧き水は平成 4 年まで西鶴間地区の家庭約 1,900 戸の

生活飲料水として利用されていました。現在では酒匂川水系

など他の水源で十分に水を確保できるようになったため、渇水

時の非常用として利用されることとなっています。北側の水源

地を含む約 10haの樹林が神奈川県により水源涵養林として保

全されてきました。1987 年から引地川公園計画の一環として泉

の森の整備が始まり、散策道や駐車場に始まり、緑の架け橋、

水車小屋などの施設、郷土民家園や「しらかしのいえ」などが

整備され 1997年に全ての施設が完成しました。 

私が泉の森を訪れるようになったきっかけは、森林インストラ

クターの試験を受けるに際して蝶以外の樹木や花の事を全く

知らなかった為、色々な観察会に参加し、自分なりに知識を身

に着けるのに環境が整っていたことやスタッフに知人がいたこ

とが要因で、通うようになりました。 

▶ お薦めコース 

私のお薦めコースは、「しらかしのいえ」から「しらかし

広場」→山野草園→あじさいの道→森のはらっぱ→山

野草の小径→かしゃば山→「しらかしのいえ」と泉の森をぐるりと回るのがお勧めです。起伏が少なく歩き

やすいので、のんびりと野草や樹木を観察したり、写真を撮ったり、森林浴を楽しみながら歩くのに最適

です。  

▶ 植物観察 

泉の森は四季折々に多くの野草が見られます。早春のミスミソウ(写

真右)、フクジュソウから始まり、春にはカタクリ、イチリンソウ、ニリンソ

ウなどのスプリングエフェメラルや、シュンラン、エビネ、キンラン、クゲ

ヌマランなどのランの仲間、山野草園には一面にヤマブキソウ(写真

下)が咲き誇り黄色のじゅうたんのようです。その他にはヒトリシズカ、

ジロボウエンゴ

サク、ムラサキケ

マン、チゴユリ、

フデリンドウ、イ

カリソウ、ヤマシャクヤク他の花が一斉に咲きます。園内のショウブ田

には、アヤメやハナショウブがそれぞれ 1,000 株植栽されており、初

夏の泉の森を彩ります。またアジサイは園路に沿って約 1,000 株植

栽されており日当たりや土壌環境によって咲き具合は様々ですが、

ハナショウブと共に楽しむことが出来ます。森のはらっぱの手前の林
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間にはウバユリが群生し、クヌギの森にはヤマユリが大輪の花を咲かせ、甘い香りを漂わせています。9月中旬には約 100

ｍの長さがある斜面にヒガンバナが開花し、赤い花だけではなく白い花やクリーム色（赤と白の中間色）の花もあり、花の

期間は短い間ですが満開の時期には色鮮やかで、アゲハチョウの仲間も多く吸蜜に訪れます。 

▶ 野鳥観察 

しらかしの池には展望デッキや水上に造られたステージがあり、

野鳥が観察しやすくなっています。カワセミ(写真右)をよく観察す

ることができるので、多くのカメラマンが撮影に訪れています。池に

は他にカイツブリやバン、オオバン、カルガモなどが見られ、冬に

なればカモの仲間のマガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガ

ガモ、ハシビロガモ、キンクロハジロ他が見られます。林内やしらか

しの池の周りでは、メジロ、エナガ、ヤマガラ、シジュウカラ、ハクセ

キレイ、キセキレイ、セグロセキレイ、コゲラ、オナガ他が見られ、秋

から冬にかけては、マヒワ、ジョウビタキ、ルリビタキ、アトリ、モズ、

アオジ、ウソ、アカハラ、シロハラ他が見られます。運が良ければワカケホンセイインコの群れに遭遇することもあります。 

▶ 昆虫・その他観察 

トンボもしらかしの池の周りを中心に大型のオニヤンマ、ヤマサナエ、ウチワヤンマ、ギンヤンマ、中型のシオカラトン

ボ、オオシオカラトンボ、コシアキトンボ、ショウジョウトンボや、ハグロトンボやオオアオイトトンボ、アオモンイトトンボ、ホ

ソミイトトンボ等のイトトンボの仲間、約 25種類が生息しています。また泉の森では何種類かの冬虫夏草が見つかって

いており、オサムシタケやクモタケ（梅雨の時期にキシノウエトタテグモという地中に穴を掘って生活しているクモに寄生

する菌類）他が見られます。夏にはエノキの樹上をヤマトタマムシが飛び、コナラやクヌギの樹液にはカブトムシやカナ

ブン等の虫が集まって来ます。冬にはムラサキツバメの越冬集団やゴマダラチョウやアカボシゴマダラの幼虫をエノキの

根元の葉っぱをめくると見つける事ができます。 

▶ 郷土民家園 

郷土民家園には江戸時代から近年まで残されていた大和市域を代表する民家が移築復元されています。この民家は市

の指定重要有形文化財となっていて、18世紀前半に建てられた旧小川家と 19世紀中ごろに建てられた旧北島家の 2

つの民家が保存されています。昔の農具や季節ごとの風習を展示したり、各種教室も開催されたりしています。 

▶ 昼食＆休憩 

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

園内や周辺には食事処・コンビニはありませんので、昼食は弁当を持参して、ピクニック感覚で食事を楽しむのが良

いでしょう。 

▶ アクセス 

・バス：相鉄線・相模大塚駅北口からコミュニティバス「やまとん GO」で往路 7分、復路 16分（料金片道 150円） 

小田急線・南林間駅東口からコミュニティバス「やまとん GO」で往路 19分、復路 28分（料金片道 150円） 

・徒歩：相鉄線・相模大塚駅から泉の森まで徒歩 10分（しらかしのいえまでは 15分） 

小田急線・鶴間駅から泉の森まで徒歩 15分（しらかしのいえまでは 25分） 

・マイカー：泉の森第 1駐車場（無料）、泉の森第 2駐車場（無料）、泉の森臨時駐車場（無料・土日祝のみ） を利用 

▶ 基本情報 

管理事務所所在地：〒242-0029 大和市上草柳 1728番地  TEL 046-264-6633 

（自然観察センター・しらかしのいえ）   

公式ホームページ： https://www.yamato-zaidan.or.jp/izumi 

指定管理者：公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団 

アドバイス 
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「生物はなぜ死ぬのか」 

   

著 者：小林武彦 

出版社：講談社 現代新書  

発 行：2021年 4月 20日第 1刷 

価 格：900円+税 

 2019 年の日本人の平均寿

命は女性 87.45 歳、男性

81.41歳ということで、それ

からすると私の命はあと 10

年程になります。どのように

して終わるか少しは考えて

おきたいところです。以前、

心安らかにしたいという思

いもあり寺や仏像を見て回

ったことがありました。近頃

では、「草木国土悉皆成仏」

とい訳でもありませんが、草

木を眺めています。 

 本書によると「生き物はなぜ死ぬか」を考える上で、

生き物を「進化が作ったもの」と捉えることがまず大

切で、生命の誕生と多様性の獲得に個体の死や種の絶

滅といった「死」が重要であり、つまり「死」も進化

が作った生物の仕組みの一部だということです。 

これが主旨でそのための説明がなされています。生

物の誕生は奇跡的。その生物がターンオーバー（生ま

れ変わり）し、進化していきました。DNA やゲノムの

仕組みを説明して、さらに老化に進みます。老化細胞

が死へと導きます。遺伝子の変化が多様性を生み出し、

その多様性により死や絶滅によって生物は進化してい

きました。死も進化が作ったといえます。 

ヒトにとって、死は恐怖ですがそこから逃れる方法

はありません。この恐怖は、ヒトが「共感力」を身に

つけ集団を大切にし、他者との繋がりにより生き残っ

てきた証だからです。逃れられない死ですので、「願わ

くは花の下にて春死なんその如月の望月の頃」という

感じでおさらばしたいと秘かに思っています。 

                              （獏） 

 

 

 

 

月刊ブックレビュー 
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会員異動 

＜9月度の会員異動＞ 

9月28日現在  会員数158名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

日 時：9月24日（金）19：00～20：30 

場 所：ZOOM 利用のリモートミーティング 

出席者：理事9名(欠席理事1名)、監事1名、会員6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 

9 月一杯で種々の規制が解除さ

れます。徐々に JFIKの活動も動

き出します。だいぶ身体がなまっ

ていますので事故や怪我に気を

付けましょう。（かじうら） 

編集後記 

長かった規制もひと段落。 

子供達の自然体験の機会が

少しずつ元に戻ればいいです

ね！ (松山) 
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