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/
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ヤビツの森整備事業について

）
この度、ヤビツの森整備事業は、諸般の事情により継続することが難しくなり中止のやむなきに至りました。
この間、関係する方々および機関並びに事業推進にご協力頂いた方々に厚く御礼申し上げます。
ありがとうございました。
JFIK ヤビツの森世話役 吉井 勉

活動予定
冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。
■湘南の森
日

時：11 月 12 日（金）、27 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

(和田記)
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★■名瀬谷戸の会
名瀬谷戸の会の 11 月、12 月の定例作業予定は、次のとおりです。
日

時：11 月 6 日（土）
、15 日（月）
、22 日（月）
、12 月 4 日（土）、13 日（月）
、20 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：11 月 13 日（土）
、28 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「善行から藤沢・俣野周辺の歴史と自然を訪ねて」
今回は昆野さんが企画しています。
・日 時：11 月 24 日（水）
、27 日（土）
・集 合：小田急江ノ島線善行（ぜんぎょう）駅 改札口外 10 時集合（改札口は一箇所）
・申し込み状況：11 月 24 日（水）は、募集定員に達しましたので、受付を締め切りました。
11 月 27 日（土）は、数名の空きがありますが、申し込み状況によっては、受付締め切り期日前に受付を終了
する場合がありますので、ご了承ください。
・新型コロナウイルス感染防止対策：新型コロナワクチン２回接種済みの方も含め、参加される方は必ずマスク
の着用をお願いいたします。また、密状態を避けるため、一般の方の募集定員は従前の 60%とさせていただい
ております。
新型コロナ感染防止対策について、JFIK ホームページに掲載しておりますのでご覧下さい。
・その他：企画の詳細は JFIK ホームページに掲載しておりますのでご覧下さい。
今回、JFIK 会員によるサポートスタッフは募集いたしません。

（大橋記）

■四季の森公園
11 月より観察会等のイベントが再開されました。観察会は、昨年同様、参加人数を 20 名に制限し、予約制で
開催されます。JFIK 会員もリーダー、サブリーダー以外で本番に参加する際は、公園への申し込みが必要です。
予約受付け期間中に電話（045-931-7910）または公園事務所窓口で申し込んで下さい（メールは不可）
。予約受付
け期間は観察会開催前の１週間が原則ですが、
公園 HP、リーダーからの観察会開催のお知らせ等でご確認下さい。
また、下見に参加される場合、資料を事前に送らせて頂きますので、リーダーにご一報頂けると幸いです。
JFIK が担当する今年度の観察会は以下の通りです。新旧会員の皆様、是非ふるってご参加下さい。
●11 月 3 日（水･祝）
「特定植物観察会～ドングリ」
事前下見：10 月 23 日（土）10：00～12：00 天候に恵まれ無事終了しました。
当日下見：10：00～12：00

北口事務所前集合

本

12：45 より北口事務所前で受け付け・参加登録開始

番：13：00～14：00

予約受付け期間：10 月 27 日（水）～11 月 2 日（火）
リーダー：松田

サブリーダー：豊川、日比野、吉無田

四季の森公園で見られるブナ科の樹木のうち 5 種（うち 4 種は結実）の観察を中心に、公園の深まりゆく秋を
堪能します。急速に感染が拡大しているナラ枯れについても触れることになると思います。
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●11 月 28 日（日）
「特定植物観察会～紅葉（手話付き）」
本

番：13：00～14：00 12：45 より北口事務所前で受け付け・参加登録開始

下見日時、予約受付け期間は後日お知らせします。
リーダー：日比野

サブリーダー：佐藤(淳)、松田、嶺

カツラの黄色、コハウチワカエデの橙色、ニシキギやイロハカエデの紅等々、全部が見頃とはいかないでしょ
うが、師走間近の一日を錦秋の里山で過ごしましょう。
●1 月 16 日（日）
「自然を訪ねて～春を待つ生き物たち」
本

番：13：00～14：30

リーダー：坂間

サブリーダー：金子、鈴置

●2 月 20 日（日）
「自然を訪ねて～冬の野鳥」
本

番：13：00～14：30

リーダー：日比野

サブリーダー：片山、金子

（日比野記）

■室内勉強会（オンラインで実施）
日

時：11 月 12 日(金) 19：00～21：00

テーマ：
『緑の少年団』について
講

師：渡邉 英夫さん（６年）

概

要 ： 皆さんは『緑の少年団』の名前は聞いたことがあると思います。が､どれだけその実態をご存じでしょ

うか？神奈川会では｢ジュニアフォレスター教室｣や｢子ども森林インストラクター推進プロジェクト｣に取り組ん
でいます｡ これらの活動でのプログラムには､これまで私が関わってきた『緑の少年団』の活動を通して蓄積して
きたノウハウを応用しています。今回は､『緑の少年団』の由来と実態､どんな活動をしているのか、また現在の
課題、
についてお話したいと思います。そして､是非皆さんにもその指導に携わっていただけるきっかけになれば、
と期待してお話させていただきます｡

（講師記）

参加方法 ： 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

■山こい倶楽部企画 第 7４回「南高尾セブンサミッツ」
～紅葉の南高尾山稜の 7 つのピークを周回するロングトレイル！～
南高尾セブンサミッツは、東京都と神奈川県にまたがる南高尾山稜の尾根道を歩くコースです。
高尾山の南側の山々をめぐる全長約 16km のロングコースは、
ぽかぽかと日当たりのいいゆるやかな尾根道が続き
ます。津久井湖を眺める展望スポットは遠くに丹沢山系や富士山を見ることもでき、歩くこと自体を楽しめるよ
うなポイントがめじろ押しです！
また、霜華にはまだ早いですがシモバシラの大群落があったり植生も豊かで、広葉樹の種類も多く時期的には
素晴らしい紅葉が楽しめると思います。南高尾の 7 つのピークを超え、一丁平～高尾山～薬王院を通って高尾山
口駅へ戻る周回コースは地図上にハートマークが現れるため、「南高尾ハートルート」とも呼ばれます。
コース自体はやさしいですが、全長約 16km と長いので、時間が押すようであれば一丁平～高尾山～薬王院
はパスして 6 号経路または稲荷山コースで高尾山口へ下山します。
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日

時：11 月 20 日（土）

場

所：南高尾セブンサミッツ

コースの概要：高尾山口 8：00ー8:20 四辻⑩－9：30 草戸山⑩－10：00 榎窪山⑤－10:35 泰光寺山⑤－西山峠－
東山－11:00 入沢山⑩－11:40 中澤山⑤－12：00 コンピラ山（昼食）12：30－12:40 大洞山⑤－13:05 大垂水峠橋
－13:20 大垂水峠分岐（7 号鉄塔）⑩－もみじ台⑤－14：20 高尾山 14：40－15:00 高尾山薬王院⑩－蛸杉－16:00
高尾山入り口
※⑩、⑤はそれぞれ休憩時間 10 分、5 分を意味します
（行動：8 時間、歩行：5 時間 55 分）
持ち物

（標高差：408m）

弁当、飲み物、雨具、防寒着、その他登山に必要な物

リーダー

中澤靖彦さん（090-2544-5506）

サブリーダー

久保典子さん（090-5311-1282）

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をご遠慮ください。
* 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ァルディスタン
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。
* 会としての保険はかけません。山岳保険（救援保険）などは各自で加入願います。
* 不明な点は事務局までご連絡ください。
参加を希望される方は 11 月 18 日（木）までに松井宛(ma1950koji@yahoo.co.jp)お申し込みください。
山こい事務局 松井公治

■森こい倶楽部第二十九回ご案内
以下のとおりご案内しますので、コロナ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：境川中流、深見の森と瀬谷の屋敷林（大和市・横浜市瀬谷区）
開催日：2021 年 11 月 7 日（日）
集

合：相鉄・小田急 大和駅 相鉄側改札外 左ロータリー 10:15（10:35 のバスに乗車します）

リーダー：小池 一臣（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:境川河川改修
申し込み：ご参加の方は、11 月 5 日（金）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：境川中流の段丘面には自然と歴史の深い地域が広がります。大和市深見地区の城址・寺社の森、横
浜市瀬谷区の養蚕業で栄えた工場・銀行跡の屋敷林、点在する名木古木・かながわ名木 100 選も訪れます。深ま
る秋の静かな佇まいをお楽しみください。
コース概要：大和駅🚻🚏→🚍→🚏一の関→八雲神社→深見城址の森（大和市）→境川→若宮八幡🚻（瀬谷区）→
瀬谷耕地→牢場坂→妙光寺🚻→北向地蔵→善昌寺→中屋敷中央公園🚻→瀬谷銀行跡→欅並木→瀬谷明神社→日
枝神社→瀬谷本郷公園🚻→川口製糸跡→徳善寺→境川→仏導寺（大和市）→深見神社🚻→大和駅🚻
歩

行：約 7 ㎞、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。
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以降の予定
12 月 5 日（日）第 30 回記念 横浜ハイカラゆめよこ崖線の緑と展望（横浜市中区）
1 月 9 日（日）第 2 週です

坂東平氏の里 村岡の自然と眺望（藤沢市）

追記
今夏、上野の科学博物館で「植物」特別展が開催され、植物を網羅した最新情報も含めた展示会で、半日楽しめ
ました。専門的で写真もきれいな公式ガイドブックも、今まで学んだことの復習にもなり、役立っています。
さて、ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、10～11 月に、NHK E テレで 「趣味どっき」
「道草さんぽ」
が放映されています。内容は入門レベルですが、多田多恵子先生の、お笑い芸人との対話形式で、わかりやすい
解説・観察手法・蘊蓄など、ガイドのコツにはとても役立ちそうです。テキストも充実しています。毎週水曜日
（再放送も）
、よろしければぜひご覧ください。
「道草」というキーワードは「森こい倶楽部」の活動コンセプト
そのものを表していると再認識したところです。

■森こい倶楽部第三十回記念

（久野記）

ご案内

以下のとおりご案内しますので、コロナ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：横浜ハイカラゆめよこ崖線の緑と展望（横浜市中区）
日

時：12 月 5 日（日）

集

合：JR 根岸線 根岸駅

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）所持品：名札、昼食、飲み物、雨具、筆記具などと共に、眺望に興味ある方は双
眼鏡を持参ください。
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:千代崎川 暗渠
申し込み：ご参加の方は、12 月 3 日（金）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

30 回記念によせて：「森こい倶楽部」30 回記念は、原点である横浜の道草散歩に出かけます。ペリー来航以来
の、横浜ハイカラ地区「ゆめよこ崖線」の豊かな自然と最先端都市空間を繋ぎます。横浜都市デザイン 50 周年
を迎え、水や緑豊かな自然と歴史的遺構を生かした都市建設の調和を体験し、150ｍを越える高層から、「森こ
い倶楽部」で巡った横浜の緑豊かな都市空間を俯瞰します。都市における自然と社会生活空間を調和させ後世
に持続的に残してゆくのも、SDGS の大切な目標であると思います。JFIK の立場で考えてみたいと思います。こ
れからも、神奈川全域に「森こい倶楽部」の道草散歩空間が無限に広がっています。
コース概要：根岸駅🚻🚏→🚍→🚏本牧原→本牧山頂公園観山広場（横浜緋桜原木）🚻→天徳寺→本牧いずみ公
園→本牧十二天緑地（マンダリンブラフ）→本牧フロント🚻→ワシン（鷲見）坂→山手の丘→港の見える丘公
園🚻→フランス山→山下公園（昼食）🚻→象の鼻パーク🚻→赤レンガ倉庫→新港中央広場→運河パーク→北仲
タワー🚻→横浜市役所🚻→桜木町駅旧横ギャラリー（鉄道発祥の地）🚻（解散）
歩

行：約 7 ㎞、若干アップダウンがありますが、都市空間中心の散歩道ですので、カジュアルウエア―での

参加も可能です。
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。

-5-

JFIK 会報 2021 年 11 月号

以降の予定
1 月 9 日（日）第 2 週です

坂東平氏の里 村岡の自然と眺望（藤沢市）

2 月～4 月は、最近刊行された「横浜・川崎・鎌倉 スリバチ（地形）の達人」（昭文社）から、今まで「森こ
い倶楽部」で訪問していない地区を、森こいのコンセプトに合わせて巡る予定です。（詳細別途）
（事務局 久野記）

■お話サロン（鎌倉）
「マチュピチュ

インカ道を越えて太陽の門へ」

日

時：11 月 27 日（土）

（オンライン開催）

講

師：佐野仁子氏（全国森林インストラクター神奈川会）

※時間などの詳細は、直接、鎌倉風致保存会 担当の小笠原まで。
公益財団法人鎌倉風致保存会 TEL：0467-23-6621（日・月・祝休） e-mail：fuhchi@fsinet.or.jp

ヤクシソウ ＠ 名瀬の里山

パンパスグラス ＠ 昭和記念公園
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活動報告
令和 3 年度文科省助成事業｢子ども森林インストラクター推進プロジェクト
自然体験教室『林業体験と冒険ナイトウォーク』｣を実施
報告者:渡邉英夫(6-252)
10 月 23 日から 24 日､前日の雨が嘘のような晴天に恵まれ､新型コロナ感
染症対策も万全にして､表記イベントを足柄ふれあいの村を会場に 1 泊 2

【オリエンテーション】

日で実施しました｡当初申込みが 23 名でしたが､最終的には 14 名の小学 3
年生から中学 1 年生までが参加してくれました｡昨年来のコロナ禍で抑圧
されて生活してきたためか､参加した子どもたちはここぞとばかりに友達
づくり､活動に取り組んでくれました｡
【コロナ対策】2 週間前からの体温&健康チェックと活動中のマスク着用､
黙食､手洗いを徹底しました｡
【林業体験】ふれあいの村内で､ササ刈りやアオキなどの除伐を行いまし
た｡ナラ枯れが目立つコナラやクヌギの見分け方なども学びました｡
【竹ランタン作り】
鋸で竹を伐り､ドリルで穴を開けて､竹ランタンを一人

ふれあいの村での注意事項を聴く

一つずつ作りました｡夜には LED ライトを入れて､光の芸術を楽しみました｡

【林業体験】

【カレーライス調理】宿泊イベントでは､参加者みんなで調理に挑戦します｡秋
の日暮れが早い中､リーダーの掛け声のもと､みんなが協力してほぼ時間どおり
に調理､食事､片づけまで終えることができました｡
【ナイトウォーク】夜の森の中を歩きます｡懐中電灯を使わなくても案外に暗い
道も見えることを体験しながら､ムササビの飛行や地平線から登る真っ赤な月を
見たり､望遠鏡で土星や星雲観察を楽しみました｡
【朝食･カートンドッグ】キャンプ恒例のカートンドッグで朝食としました｡ふ
れあいの村から提供された食材にキャベツが無かったのが悔やまれました｡
【竹テント作り】タケを使って､かまぼこ形のテントを作りました｡これは､災害
時の避難所(室内)での利用を想定したテントで､強度はありませんが､タケを伐
る､割る､穴を開ける､等の加工方法を体験できます｡リーダーが手本を見せて､子
どもたちが鋸でタケを伐り､鉈を使ってタケを割き､節を抜き､そして鋸とハンマ
ーで穴を開けて､竹テントを組み立てました｡子どもたち自ら鉈や鋸を使いこな

ナラ枯れしたコナラの大枝を伐倒

していました｡
【みかん狩り】
ふれあいの村スタッフに甘いみかんの選び方を聞いて､村契約農家さんのみかん畑で思い思いにみ
かん狩り､ちょっと酸っぱいけど甘いみかんをお土産にしました｡
【総評】この数年間､ジュニアフォレスター教室キャンプも中止が続き､JFIK としても久しぶりに子どもたち相手
の宿泊イベントとなりました｡4 つのグループ分けをして運営しましたが､子どもたちはグループを越えて友達作
りや活動に取り組んでくれ､コロナ禍での生活で相当なストレスになっていたことを実感しました｡昨年は日帰り
でのイベント､今年度は宿泊で 1 回だけの｢子ども森林インストラクター推進プロジェクト｣活動となりましたが､
既に｢来年は無いのか?｣との親御さんからのご要望もいただき､このような自然体験活動の需要があることを実感
しました｡一方で､昨年来からのリピーターも多く､こういった機会になかなか接することがない子どもたちにも参
加してもらうための仕組みも課題と認識しました｡文科省の助成が無くとも､JFIK 独自の活動として､ジュニアフ
ォレスター教室などの自然体験活動を継続していければ､と思います｡
[参加森林インストラクター(11 名):宇佐美良徳､角田昌司､梶浦雄介､
久保典子､辻真澄､中澤均､羽田直也､藤川大司､松山成二､豊川真奈､渡邉英夫]
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【竹ランタン作り】

協力して､タケを伐る

竹ランタンに LED ライトを入れて､ライトアップ !

【カレーライス調理】

野菜を切る
カマドの火の番は俺たちで
【ナイトウォーク】

【朝食･カートンドッグ】

牛乳パックに点火 !

天体のお話し
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【竹テント作り】

タケ割りは､俺に任せろ!!
タケを伐るのは､俺たちに任せろ!!

屋根ができた!!

土台はこれで合ってるかな ?

俺たちの竹テント､完成 !!
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■名瀬谷戸の会
【１】＜定例活動＞
作業 1 回目
日

時：10 月 2 日（土）10:00～15:00

参加者：合計 49 名（JFIK：10 名 地元・地域ボランティア：25 名、横浜メダカの会：7 名 見学；7 名）
作業内容：●ゾーン 6 でシガラ柵作りを６か所、及び周辺の片付け ●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 ●こども里山体験班は午前中がメダカ池周辺の昆虫採集、午後は久右衛門邸上部のなだらか
な傾斜地の除草ゴミの集積

●横浜メダカの会：水生生物調査及び水質調査に加えて、刈払機や手鎌によるメダ

カ池周辺と池の中のガマ等の除草

集合写真

久右衛門邸上部で除草ゴミの片付け

作業 2 回目
日

時：10 月 11 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 でモウソウチクの伐採（東側の急斜面）：30 本、及び伐採した竹の枝落とし（シガラ柵の
材料用）
●久右衛門邸駐車場・納屋カフェ上部の尾根道除草作業

ゾーン 6 での作業

納屋カフェ上部の尾根道除草作業

作業 3 回目
日

時：10 月 18 日（月）

10:00～15:00

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 で前回伐採したモウソウチクを 4m に揃えて切り、上部にロープで持ち上げて柵用に準
備、シガラ柵は 1 か所作成

●久右衛門邸駐車場・納屋カフェ上部の尾根道除草作業
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尾根道の除草がほぼ完了

ゾーン 6 でモウソウチクを運搬

(福田記)
■室内勉強会「 森林インストラクターと情報通信技術（ICT）」
日

時：10 月 8 日（金) 19:00~21:00

講

師：中澤 均さん（20 年）

会議方法：Web（Zoom）利用のオンライン会議
参加者：荒井、梶浦、河口、坂間、佐野（仁）
、菅原、鈴置、鈴木（康）、瀬尾、辻、瀧澤、畷、西岡、松井、
日比野、山内、山路、山本（明）
、吉無田、米山、渡邊、福田、嶺、佐藤（淳）参加者 24 名
概

要：ICT（Information and Communication Technology:情報通信技術）はデジタル技術をベースに発展を遂

げ、ICT の応用範囲は現代社会のあらゆる分野に及んでいる。
インターネット、E メールなどの通信、ホームページなどの情報発信、データベース、AI,シミュレーション、電
子申請、デジタルカメラ、TV ゲーム、GPS、スマートフォン、PC などなど、現代社会は ICT なしでは成り立たな
い。
我々、
森林インストラクターの活動においても ICT の利用は必要不可欠なものとなっている。例えば文書作成、
表計算、プレゼン資料作成ではワード、エクセル、パワーポイントが必要だ。また会員間の連絡には電子メール
が、会議・セミナーには Zoom などが利用される。また JFIK のホームページ作成には HTML 編集が使われる。
本日の勉強会はわれわれが よく使う ICT の仕組みや利用する上での注意事項を説明する。
まず画像ファイルのデータ形式について説明する。
画像を保存する形式には JPEG、PNG、GIF、TIFF、RAW などいくつかの形式がある。
それぞれ、メリット、デメリットがあるのでその画像
の種類や使用用途に応じてどの形式を使用するのが
良いか考えて使い分ける必要がある。
保存された画像には拡張子と言ってその画像がどの
画像形式によって保存されているのかを示す文字列
がついている。
（jpg ,jpeg , png , gif など)
撮影した写真は画質調整、トリミングをし、適切な
大きさにリサイズする。
そのうえでこの写真の使用目
的に照らし適切な画像ファイル形式（JPEG、PNG、GIF
など）を選択し保存しておく。画像使用時に Word 文
書上で画像をリサイズすると元の画質が失われるので
注意が必要である。
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講師の中澤さんは昨日、撮影してきた鳥の写真で画像処理を実演してくれた。最初に示された写真では黒い鳥と
しか見えなかったが拡大し、背景とのコントラストを強調し、カラーの補正を施すと鳥の特徴がくっきりと浮か
び上がりハヤブサであることがわかった。
次に E メール使用における注意事項を申し上げる。
① メールボックスの容量制限に注意する。
本文に図や画像の挿入が可能な HＴＭＬ形式の場合ではファイルがテ
キスト形式に比べ大きくなる。
② 半角カタカナ、機種依存文字は使わない。
③ メールリストアドレスで来たメールをリスト外の人に転送しない。
④ 必ずウイルス対策ソフトを設定する。
⑤ パスワード管理を徹底する。
（フリーメールには特に）
⑥ msn hotmail, outlook ドメインにメールが届かないという問題が最近、多く発生している。原因はマイクロ
ソフトサーバーがメールをブロックするためのようである。
最後に WWW の仕組みとホームページの作成方法について説明する。WWW は世界中のコンピュータに公開されて
いる情報を閲覧したり、自分でインターネットに情報を公開できるシステムのことで HTML（Hyper Text

Markup

Language）という言語で書かれている。ホームページは WWW システムを使うのでＨＴＭＬで記述する必要がある
が、HP 作成アプリを利用すれば簡単に作成することができる。また最近の HP 作成アプリはレシポンシブデザイ
ンが組み込まれているので、表示対象デバイス（パソコン、タブレット、スマホ）に応じ表示形式が自動的に変
わるようになっている。
中澤さんは Wordpress というアプリを使い先ほど画像
ファイルのデータ形式の時に保存したハヤブサの写真
を JFIK ホームページの神奈川自然情報に新規投稿す
るデモンストレーションを見せてくれた。
勉強会を終わるにあたって中澤さんから JFIK の HP
運用グループのメンバーを目下、募集しています、専
用ソフトを使うのでいたって簡単です、この機会に是
非ともスタッフ参加をご検討ください。とのお話があ
った。

（山内記）

■山こい倶楽部企画 第７3 回 「箱根三国山」
日

時：10 月 16 日(土) 8:00～18:00

集

合：小田原駅東口 4 番バスのりば

行

程：桃源台～深良水門～湖尻峠～三国山～海ノ平～箱根
町港

参加者：久保（リーダー）
、境（サブリーダー）、辻、田口、
山路、梶浦、伊東、引田 （８名）
概

要 ：10 月の「山こい」は新型コロナウイルスによる

緊急事態宣言の解除を受け、久々に「箱根三国山」で行われ
ました。今回のコースは昨年 12 月に企画されましたが、コ
ース途中の登山道が崩落し、通行止めになっていたため、昨
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年は金時山～桃源台のコースに変更して実施されま
した。今年 3 月に登山道が開通したので、今回は桃
源台～三国山～箱根町港までの芦ノ湖を囲む外輪山
の西側を歩くコースです。8:00 に小田原駅 4 番バス
停に集合、8:10 発のバスで桃源台へ。小田原は曇り
で、箱根地方の天気予報は夕方まで曇りとなってい
ましたが、桃源台に着くと雨が降り始め、全員雨具
を着用して 9:40 に出発。キャンプ場の横を通り湖
尻水門から深良水門へ湖畔の林道を歩きます。早速
シロヨメナ(ヤマシロギク)の群落が出迎えてくれま
した。
シロヨメナはシカが嫌いな植物(シカ不嗜好性
植物)なのでこんなに残っているようです。
深良水門

三国山山頂にて

の手前の笹薮や木立の中から良く響く鳥の声が…ソ

ウシチョウ(相思鳥)の群れのさえずりでした。深良水門ではカビチョウ(画眉鳥)もいたとのこと。箱根でも外来
種が増えて来ていることを実感させられます。深良水門から湖尻峠へ石畳の急坂を登り 11:10 湖尻峠。ここで自
動車専用の芦ノ湖スカイラインに合流し、芦ノ湖スカイラインにほぼ並走した樹林帯の中の登山道を歩きます。
1 時間ほど歩くとブナ林になり、霧の中からブナの巨木達が出迎えてくれました。12:40 三国山山頂(1,102m)に到
着。三国山は全国に 15 あり、箱根の三国山は相模・駿河・伊豆の 3 国の境に位置するためこの名が付けられたそ
うです。残念ながら山頂は展望もなく、雨の止む気配もないので、急いで昼食をとり 13:20 出発。三国山から山
伏峠へ行く途中に登山道の崩落・修復箇所がありました。ほぼ平坦だった道が崩落したため、崩落個所の周りを
V 字型に、丸太で補強した階段状の急な下りの後、登り返すきつい登山道となっていました。三国山から山伏峠
まではブナやヒメシャラなどが点在する樹林帯と箱根外輪山特有の密生した笹薮を刈り込んだ道で、ぬかるんだ
登山道を黙々と下りました。山伏峠を少し下った草原の芦ノ湖スカイライン沿いにレストランレイクビューがあ
り小休止。山伏峠から海ノ平にかけての登山道は、晴れていれば芦ノ湖や駒ケ岳、神山、富士山などの展望を楽
しむことができたはずでしたが、残念ながら展望なし。海ノ平付近のススキ原では、草の間からマツムシソウが
顔を出していました。最後に樹林帯の急坂を登り、16:10 道の駅箱根峠に到着。道の駅からは箱根旧街道を通っ
てバス停へ。濡れた凸凹の石畳の道で、足を滑らせないように注意しながら下りました。16:50 箱根町港バスの
りばに到着。濡れた雨具を大急ぎで脱ぎ、17:00 の
バスに飛び乗って小田原駅へ帰りました。雨が降
っていたからでしょうか、行程中いろいろなキノ
コが顔を出していて、
名前を教えてもらいました。
サンコタケ(三鈷茸)、アシナガタケ、ヌメリツバ
タケ、オオワライタケ、ツキヨタケ、キツネノチ
ャブクロ、スギヒラタケ・・・・・・今回の行動
時間 9:40～16:50 の約 7 時間。天気予報が悪い方
に外れて、
かなりハードな山歩きになりましたが、
久々に気の合う仲間と楽しい山行ができました。
晴れて展望の良い時にまた歩きたいコースです。
帰宅後すぐに風呂に入り、飲んだビールの味は格
別でした。

(引田記)

サンコタケ
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■森こい倶楽部第二十八回
テーマ：相模川段丘 座間～新磯の多様な緑地・樹林
日

時：10 月 10 日（日）

参加者：梶浦、山路、鈴木（康）
、金子、吉無田、高田、田川（裕）
、坂間、岡部（桂）、吉原、佐藤（淳）
、杉山、
荒井、佐野、会員外 2、小池、久野、石川、広川 以上 20 名
コース：JR 相模線相武台下駅（沖積低地）～座間神社（中津原段丘）～宗仲寺（田名原段丘）～陣屋小路～長松
寺～相模の大凧センター（沖積低地）～常福寺～磯部頭首工（陽原段丘）～磯部八幡宮（田名原段丘）
～勝坂遺跡（中津原段丘）～旧中村家住宅～勝坂入り口バス停～小田急線相武台前駅（座間丘陵）
概

要：9 月末でやっと緊急事態宣言が解除され、
「森こい」が 4 ヶ月ぶりに再開されました。JFIK 会員の皆さん

も、仲間と外歩きが出来る日を待ち望まれていたのか、参加者数 20 名と盛況。
今回は、相模川左岸の沖積地や河岸段丘にある寺社、緑地、
樹林を訪ねるコースです。高低差が好きな NHK「ブラタモリ」
のタモリが喜びそうなコース。座間、新磯付近の河岸段丘は、
沖積低地（～1 万年前）
、陽原（みなはら）段丘（2 万年前）、田
名原段丘（3 万年前）
、中津原段丘（5 万年前）
、相模原段丘（9
～6 万年前）
、座間丘陵（30 万年前）となり、相模川は太古の時
代から扇状地を造り、河岸段丘を形成してきました。30 万年間
の相模川の歴史の賜です。
沖積低地にある JR 相武台下駅を 2 班に分かれて出発。田名
原段丘の緩やかな上り道沿いには、真っ赤なケイトウや真っ青
なツユクサが。ケイトウのトサカは何なのでしょうか？花弁？
穂状花序の帯化した茎だそうです。ツユクサの三種類の雄しべ
に植物の知恵を感じながら、
中津原段丘に上り座間神社に到着。
ご神木のスダジイ古木の幹に合成樹脂が吹き付けてありました。
神社手前にあったクヌギが“ナラ枯れ”の被害に遭っていたの
で、
“ナラ枯れ”防止策なのでしょう。ご神木が枯れては大変で
す。
田名原段丘に降りて家康ゆかりの宗仲寺へ。家康お手植えの

集合写真（宗仲寺の大ケヤキ）

イチョウや、ケヤキの古木に 400 年の歴史を感じながら皆で集合写真。さらに沖積低地に下りて「相模の大凧セ
ンター」で、天井からぶら下がる重さ 950 ㎏たたみ 128 畳分の大凧に圧倒された後、タブノキやケヤキの大木が
そびえる禅寺である常福寺へ。
沖積地で滋養豊かな土壌のためか、この辺りは大木が多い。沖積低地にある稲田は既に稲刈りが終わった後で、
稲刈り前の下見の時に出会った、イヌガラシ、タカサブロウ、アギナシ、トキワハゼも一緒に刈られてありませ
んでした。残念。
お弁当は相模川沿いの磯部頭首工公園で。
「頭首工」とは、相模川左岸用水路の取水部のことで、英語表現の
head ｗorks（用水路などの取水部分）の直訳。
相模川左岸用水路は、20 ㎞先の茅ヶ崎までの相模川流域用の灌漑用水路です。昭和 10 年に取水が開始されまし
た。6 月頃、田んぼに水を張る時期の用水路の水流は凄まじく迫力があり、近づくのが怖いぐらいでした。
「磯部
頭首工」辺りでは相模川は陽原（みなはら）段丘に接しており、公園付近から直下の川面までの高さは 10ｍ近く
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あり、段丘が相模川の水流に接していることがわかります。
段丘の上にいることが実感できました。

相模川磯部頭首工
昼食後は再び段丘を上ります。田名原段丘（3 万年前）と中津原段丘（5 万年前）の段丘際には地元の有志の方
が手入れをしている田んぼが広がり、中津原段丘崖の下から湧水が流れ出ていました。湧水流域にはツリフネソ
ウの群落が。紫色のノギクもありました。カントウヨメナでしょう。
中津原段丘に上ると縄文中期の勝坂遺跡が
あります。
ここでも縄文人は川の近くの高台に
暮らしていたようです。
さらに歩いて座間丘陵
の上にある石楯尾神社に向かいますが、
皆さん
もう体力の限界。
座間丘陵に上るのは止めにし
ました。
ゴールの勝坂入り口バス停に着いたの
は 16 時近く。
「森こい」は今回もよく歩きま
した。さすが皆さん JFIK 会員。皆さん最後ま
で元気？に歩きました。

(広川記）

ツリフネソウ

■お話サロン（鎌倉）
「食品廃棄物まわりについて」
日

時：9 月 25 日（土）14:00～15:30

講

師：石川雄一氏（全国森林インストラクター神奈川会）

開催方法：オンライン（ZOOM）にて
概

要：お話サロン初のオンライン開催です。
食品廃棄物は以前から、その量、その発生原因が問題視されてきました。石川さんは種々の食品関連の会社に

勤務され、入口の原料から出口の廃棄物の有効活用の研究まで携わってこられたようです。大手コーヒーチェー
ン店から出る大量の豆の残渣については、牛の飼料に添加すると免疫力が高まることがわかり、有効活用ができ
たとのこと。
世界の食糧問題を考えると、自分も考えなくてはいけない食品ロスの問題。思うように食べるものが無かった
時代の人は、
「残さぬように、こぼさぬように戴きます」と教わって食べ始めました。食品ロスのない社会の奨め、
製造企業の AI の活用など適正な生産計画、家庭での飲食量を把握した食生活など、長く食品の現場に係わって
こられた石川さんゆえの分かりやすく勉強になるお話をうかがうことができました。
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京都大阪の自然
13 年 村山 智
2019 年から本業の方で大阪勤務になってしまい、単身赴任を始めて 2 年半。大阪といっても最も京都寄りに勤
務先があるため、住居は京都市内にしている。初めの 1 年は比較的頻繁に横浜に帰ることもできたが、その後の
1 年半はコロナ禍の真只中となり、移動は思うに任せず、JFIK の活動にはほとんど参加できていない。
残念極まりない事態ではあるが、どうせ帰れないならばと、なるべく京都大阪の自然を見て回ることにしてい
る。この場合、どちらかといえば人があまり集まらないところに行くことになり、新型コロナウイルスにも楽し
みを奪われにくいのが不幸中の幸いである。そこで本稿は、JFIK の会報であるにもかかわらず、京都大阪を中心
に、私が見た関西の自然についてレポートしたい。
ケリ（チドリ科タゲリ属）は水田に多く、また近づいても比較的逃げずにいてくれるという意味でも、人との
関わりが深い鳥である。関東にもいるはずの鳥だが、分布が限られているらしく、少なくとも横浜市内では私は
見たことがない。このため、私にとっては見つけるとテンションが上がる鳥の一つだった。ところが、関西や中
部ではよく見かける。特に京都市南部の旧巨椋池の辺り（昭和初期に干拓され広大な水田地帯となった地域）に
は比較的多く分布しているらしい。私が常々生活している京都駅と高槻駅（大阪府）の間でも、よく見かける鳥
であった。
天下分け目の天王山の麓にある私の勤務先の目前の空き地では、毎年ケリが子育てしていて、職場の窓からケ
リの子育てを観察することもできた。ちょろちょろと歩き回るヒナに 1 羽の親鳥が付いて回り、もう一羽の親鳥
がやや離れて周りを警戒している。なかなか手厚い子育て風景である。休み時間に窓から双眼鏡で外をじっくり
覗いている、何なのあの人ちょっとヤバくない？という近づきがたい人、それが私である。何と言われようと私
にとっては珍しいんだから仕方ない。同じ状況、身に覚えのある方がたくさんおられよう。
こんなに見ていて楽しいケリなのに、驚いたことにこの地域のお住いの方々にとっては、あまり人気のある鳥
ではない。気が強くて、特に子育て期には攻撃的で下手に近づくと襲われるし、何が言いたいのかケケーッ！と
鳴きながら飛びまわってうるさいし。なんだか「茶色いカラス」みたいな扱いを受けている感じがする（もちろ
んゴミを漁ったりはしない）
。いやいやよく見て、飛び姿の美しさ、ヒナの動きのかわいらしさ、ヒナを守って周
囲に気を配っている親鳥の健気さ。ちゃんと観察したら楽しいよ、
関東に行ったらなかなか会えないよ、と地元の方々に訴えたい。と
りあえず、あまりヤバいやつと思われても業務に支障が出かねない
ので、何を観察しているのか、どれだけ楽しいかは、なるべく周囲
の同僚らに伝える努力をしているところである。
なんと、様々な京都大阪の自然についてレポートしようと思って
いたのに、ケリの話で字数が尽きてしまった（しかも職場の話でコ
ロナ禍関係ないし）
。許可が得らえればこのレポート、不定期連載に
させてもらえればありがたい。

田んぼにいたケリ
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リレーエッセイ
私のお気に入り！秋田県森吉山
R2 髙橋 利宏
“モリヨシヤマ”
ってどこにあるの？というのが皆さんの正直な感想ではないでしょうか？岩手山、秋田駒ヶ岳、
田沢湖、焼山、八幡平の位置する秋田県／岩手県の県境近く、秋田県北にこの森吉山（もりよしざん）はありま
す。
森吉山は標高 1,454m の単独峰で、標高 1,000m を超える外輪山に囲まれた古い火山です。東麓に広がるブナ原
生林はクマゲラ繁殖地であることが確認されたことで、1983 年から「クマゲラの森」として鳥獣保護区特別保護
地区に指定されています。
「花の百名山」としても知られ、約 300 種類以上の高山植物が山を彩り、初夏から秋に
かけて登山道では花が途切れることがありません。そして冬には「日本三大樹氷」の一つとしてスノーモンスタ
ーとも呼ばれるオオシラビソの樹氷群を観察することができるそうです。
この自然豊かな森吉山、自分のお気に入りは山麓での沢歩きです。特に森吉山東麓は先焼山カルデラから噴出
した玉川溶結凝灰岩と呼ばれる火砕流堆積物で覆われており、この凝灰岩がつくる台地に鋭く刻まれたノロ川上
流部の赤川渓谷や桃洞（とうどう）渓谷では滝、おう穴、滑床など変化に富んだコースが楽しめます。稜線部に
佇むキタゴヨウマツやネズコの巨木たちに見守られながら、みなさんも一度、秋田でウォータートレッキングし
てみませんか？なお、場所によってはザイルとヘルメットの装備携行、地元ガイドの同行が推奨されていますの
でご注意を。
最後に自己紹介。大学では野外地質調査を徹底的にたたき込まれました。卒業後、石油開発会社に就職し、本
年 6 月末より秋田市で勤務しています。将来は森林インストラクターとして JFIK のみなさんと活動することを
目指して、今は秋田で自己研鑽に励みたいと思っています。秋田に来られる機会がございましたら、是非お声が
けください。
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No.12 寺家ふるさと村
▶ 概要
横浜市の最北端、一歩北に行けば東京都町田市とい
うところに位置します。この村は横浜市が、田畑が残る
豊かな農業地域を景観保全と地域の活性化を目的に
指定する「横浜ふるさと村」として指定されています。
「横浜ふるさと村」は他にもう一つ、戸塚区の「舞岡ふる
さと村」があります。
典型的な里山の要素、すなわち、谷戸田、畑地、雑
木林、スギやヒノキの植林地、鎮守の森、ため池、水車
などが揃っています。
陶芸も盛んな場所であり、私は 10 年程前この地で黒
楽茶碗をもとめ、それ以来自転車で通っています。
▶ 寺家ふるさと村憲章
この場所の精神は以下の「寺家ふるさと村憲章」に凝
縮されています。
自然や農業は私たちにとって宝物だ。
遠い昔からこの土地は
すべての生命をいつくしみ
重んじていくことの素晴らしさが根付いている。
人も同じ生き物だから
思いやりとやさしい気持ちを忘れずにいたい。
▶ 植物
野草、農作物の花など四季折々の約 900 種の植物が見
られます。【右写真】右回りでニガキ（シンジュサンの幼虫が
食事中）、ニリンソウ、キツリフネ、オオミゾソバです。
▶ 鳥類
谷戸田、ため池、畑地、丘陵などで、地形や季節に応
じた様々の野鳥が見られます。
カラ類の混群が見られる冬場や、ため池で繁殖する
カイツブリの親子が見られる春がお勧めです。
▶ おすすめコース
上の地図を参照してください。以下で＜＞内は標識
です。
「鴨志田団地」バス停①で下車し、熊野神社②で行程
の安全を祈願する。ここには横浜市の銘木古木が３本あ
ります。（モミやスギ）③を＜ふるさとの森入口＞方向に
行き、森に入ります。急登を過ぎると尾根道に出ます。
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気持ちが安らぐ雑木林の里山樹林です。④を＜大池＞方向、さらに⑤を＜大池＞方向に、尾根から下ると湿地があり
春にはニリンソウ、秋にはツリフネソウなど多様な植物が生息しています。大池⑥で鯉に挨拶して前方をみると典型的な
谷戸田が広がります【前ページ写真】。
この辺りには時々タヌキが出没します。そう、ここは多摩丘
陵の一部であり、スタジオジブリの平成狸合戦ぽんぽこの舞
台なのです【左写真】。
水車小屋手前⑦を＜下三輪横穴墓群＞方向に入り、古
墳を目指します。ここは東京都町田市で、シラカシ等の照葉
樹が多く、③の先の落葉樹林主体の尾根道とは明るさが異
なること
を感じま
す。またこの近辺でコナラの根元に猛毒のカエンタケを見ました
（2021 年 7 月）【右写真】。古墳➇で古代に思いを馳せたら来た道
を返して水車小屋まで戻ります。懐石「ひらさわ」⑨をチラ見して
「BLUEDOOR COFFEE」⑩にてドリップコーヒーでブレイクするの
もいいでしょう。「四季の家」⑪まで行き、展示物等でこの散策をま
とめたら如何でしょうか。①から⑪まで、観察しながら約 2 時間の行
程です。

アドバイス
▶ 図鑑類・パネル展示
「四季の家」にて、この森で観察できる野草及び野鳥の小冊子を配布しています。それぞれ、20 ページ程の充
実した内容です。また「四季の家」では手作りのユニークな展示をしています。例えば「周辺の白化・斑入り植
物」、令和 3 年の干支である「牛が付く植物」などです。是非寄ってみて下さい。
▶ 観察会
月に 4 回、様々なテーマで観察会を開催しています。詳細は掲示板もしくは下記公式 HP をご覧ください。
▶ 昼食＆休憩
「四季の家」に隣接して「レストラン寺家乃鰻寮（じけのまんりょう）」があります。その他散策路内に「懐石ひらさ
わ」、喫茶「Blue DOOR Coffee」等があります。
コンビニを利用する場合、周辺近くに無いのであらかじめ寄っておくのがいいでしょう。
▶ 注意点
ふるさと村の田んぼ、畑地は農家の人たちの土地です。田んぼやあぜ、畑地に入らないでください。
▶ アクセス
電車とバス：田園都市線青葉台駅 バス「鴨志田団地」行き終点下車徒歩 1 分 約 10 分毎
小田急線柿生駅

バス「寺家ふるさと村」下車（本数非常に少ない）

マイカー ：総合案内所「四季の家」に駐車場 47 台 9:00～17：00 （無料）
▶ 基本情報
所在地：横浜市青葉区寺家町 414
管理者：寺家ふるさと村 四季の家
電話：045-962-7414

公式 HP：https://jike-shikinoie.jp/

- 19 -

JFIK 会報 2021 年 11 月号

月刊ブックレビュー
「オークの木の自然誌」
著

者：リチャード・レウィントン（絵）
、
デイヴィッド・ストリーター（文）

出版社 : メディアファクトリー
発売日 : 1998/9/28
単行本 : 64 ページ
I S B N : 8-44991-609-1
定

価 : 2400 円＋税

体裁は子ども向けの絵本のようであるが、
中を開いてびっくりし
た。
オークの木について 1 冊の本ができるなんて信じられなかった
が、1 本のオークの木に関わる植物、菌類、昆虫、鳥類、哺乳類な
ど、300 種類を超える多様な生物からなる１つの生態系を精緻なイ
ラストで描き出している。絵を担当したレウィントンは、自身の所
有するオックスフォードにある小さなオークの森などで観察した現
物を見て 2 年以上かけて彩色したそうである。

ドングリから若木への成長過程、冬春夏秋のオークの木の季節変化、餌や巣穴を求めて集まる鳥類と哺乳類、
卵を産み付けにくるチョウやガ、イギリスだけで 3700 種類もいるという甲虫の一部などが記載されている。これ
らの生物のイラストの一部は原寸大であり、
そうでないものも縮尺や大きさが記されていて親切である。
さらに、
オークの葉や枝に作られる虫えい（ゴール）
、キノコ、地衣類、シダとコケ類についてもイラストと解説がある。
ワラジムシやカニムシなど落ち葉の下の生物も描かれているが、いわゆる気持ち悪い生物はあまり描かれていな
いのは、著者の嗜好性の問題かもしれないが、そういうものが苦手な私としてはページを飛ばさずに済むという
点で有難い。網羅的な生物を扱う図鑑としては不備といえるのかも知れないが・・・。

この本はイギリスが舞台であり、ヨーロッパ北部に自生するコモンオーク（ヨーロッパナラ Quercus robur）
とセシルオーク（Quercus petraea）の 2 種を対象にしているので、ブナ科コナラ属の落葉広葉樹のはずだが、
序文では常緑と誤解されるような表現が気になる。ただし、この本の最初に描かれているコモンオークとセシル
オークのイラストをみれば両者の共通点と相違点がよく理解できる。巻末に添えてある簡単な用語説明と一部で
は日本での分布も記してある生物名索引はイギリスと日本の生物相の比較においても意外と役立ちそうである。
JS
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掲 示 板

会員異動
＜10月度の会員異動＞
10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：10月29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10名、監事1名、会員2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

編集後記
ワクチンの効果に卒倒しそうで
す。
世の中もソロリソロリと動き
出しましたネ。でもまだ、みんな
でワイワイガヤガヤ飲むのはち
ょっと早い感じかな（かじうら）

最近は、
講演会などの聴講は公私共
に、ほとんどがオンラインです。
情報収集の面では手軽で重宝して
ますが、たまには出かけてみたい気
もしてます(松山)

発行者：NPO 法人全国森林インストラクター神奈川会（略称 JFIK） 発行人：福田 渉
編集人：梶浦 雄介
編集スタッフ：松山 成二
投稿用 ：editorial@jfik.org
事務局所在地：226-0026 横浜市緑区長津田町 3016-1-943
：045-985-3865
：info@jfik.org
事務局長：福田 渉
：w-fukuda@mrj.biglobe.ne.jp
ⓒNPO 法人全国森林インストラクター神奈川会
記事・写真等の無断転載を禁じます。
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