
   

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■湘南の森 

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 12月、1月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：12月 4日（土）、13日（月）、20日（月）、1 月 8日（土）、17日（月）、24日（月） 

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

 

★■フォレスト21「さがみの森」 

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) 

 

 
 

目 次 
 

 1P 活動予定 

 6P 活動報告 

17P 寄稿 

18P リレーエッセイ 

19P おすすめマイ・フィールド 

21Ｐ 月刊ブックレビュー 

22P 森のエピソード  

23P 掲示板 

23P 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/ 

 

マンサク ＠ 大船フラワーガーデン   （撮影：福田 渉） 

 

） 
活動予定 

http://shonann-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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★■神奈川の身近な自然を訪ねて「金沢八景の自然と歴史を訪ねる」 

今回は大橋が企画しています。 

日 時：12月 18日（土）、22日（水） 

集 合：京浜急行線 金沢八景駅 改札外（改札は一ヶ所） 10：00 

募集定員：各回 50名 

申し込み：実施日の 5日前までに、参加申し込みフォーム、fax等で申し込んでください。（詳細は JFIKホーム 

     ページを参照）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、 

     ご了承下さい。 

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着 

用をお願いいたします。その他、感染予防にご協力下さい。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。 

今回より、JFIK会員によるサポートスタッフの募集を再開いたします。              （大橋記） 

 

■四季の森公園  

 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。 

 

●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：12月 10日(金) 19:00～21:00 

テーマ：「ZIBATSUのススメ 林業は道づくりから」 

講 師： 米山 朗さん（30 年） 

概 要： 日本の国土は 3780 万 ha、森林面積は 2505 万 ha で森林率は約 66％で国土の 3 分の 2 になります。天

然林は 1338万 ha、人工林は 1035 万 haです。日本の資源分析をすると最も大きな資源が森林であると思います。

そんな森林を育成していくためには、天然林も、人工林も作業道づくりが重要なポイントになってきます。作業

道もしっかりと崩れないものでなければ利用できません。 

適度な間伐を繰り返し行い、森林の蓄積量を維持・増加させていくためには、どのような道づくりが提唱されて

いるかをご紹介したいと思います。 

吉野の清光林業、岡橋さんの「道づくりの施工技術」を中心にご説明し、その基礎となる考え方もご紹介したい

と思います。                                       （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。 
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※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) 

 

■山こい倶楽部企画 第 75回「百蔵山」 

百蔵山は千メートルを少し超える高さで、山梨百名山のひとつ。山の東側の扇山、北東側の権現山とあわせて郡

内三山ともいいます。山の名（百＝もも＝桃）と近隣の地名から、この辺りには桃太郎伝説があります。扇山の

ふもとに犬目集落、桂川沿いに鳥沢集落、猿橋集落、仲間の揃った桃太郎は岩殿山に鬼退治にと言うもの・・・

山梨県東部 JR8駅トレッキング推進協議会より 

百蔵山下山後は日本三奇矯の猿橋見学、富士山溶岩流の最北端を訪ねます。皆さん、富士山を目の前にしながら

冬枯れの低山歩きを満喫しませんか。                         （リーダー境記） 

 

登る山：秀麗富嶽 12景第 7番「百蔵山（1003m）」 

日 時：12月 26日（日） 

集 合：JR猿橋駅 9：00 

コース概要：猿橋駅−登山口−表登山道分岐−百蔵山−コタラ山−宮谷分岐−宮谷白山遺跡−猿橋−猿橋駅 

行 動：6時間、歩行：4時間 15分 

標高差：700ｍ 

リーダー：境実さん（090−7812−9809）  サブリーダー：辻真澄さん（090−2228−8335） 

持ち物： 弁当、飲み物、防寒具、雨具、その他登山に必要なもの 

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。 

* 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 12月 23日（木）までに松井(ma1950koji@yahoo.co.jp)までメールでお申し込みください。 

                                      山こい事務局 松井公治 

 

■森こい倶楽部第三十回記念 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 

file:///C:/Users/kajiura/Desktop/165号12月号/sato.forest2807@gmail.com
file:///C:/Users/kajiura/Desktop/165号12月号/UGK58629@nifty.ne.jp
mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
tel:090-8280-1816
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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。 

 

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） 

 

■森こい倶楽部第三十一回 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：坂東平氏の里、村岡の自然と眺望（藤沢市） 

開催日：2022年 1月 9日（日） 第二週ですのでご注意下さい 

集 合：JR東海道線 藤沢駅 改札外 10:00 

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、1 月 7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 

 

今度の NHK大河ドラマは「鎌倉殿の十三人」で鎌倉方面は賑わう事でしょう。さて藤沢市村岡地区は、義朝・

頼朝を助けた坂東平氏の祖、平良文の地（村岡城・二伝寺・御霊神社）と伝わります。子孫にして鎌倉氏を名

乗った鎌倉権五郎景政もこの地に居を構えたと伝わり、鎌倉古道も通ります。その後の執権北条氏の所縁の地

でもあります。時代を経て、小田原北条氏の玉縄城の支城砦・寺院もありました。歴史深い寺社には、混生

樹・相生樹・兜松などの珍樹、保存林も見ることができます。徳川家康が巡回した高台本在寺公園からの富

士・丹沢の眺望に、新年の弥栄を祈念したいものです。開発も進み広大な緑地帯が変貌したとはいえ、緑地に

平安・鎌倉～江戸時代の史蹟を秘めた村岡地区の自然・歴史を堪能しましょう。 

コース概要：「○○」は所縁の人々など 

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
tel:090-8280-1816
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藤沢駅🚻🚏→🚍→🚏柄沢神社「源頼朝」→宮下公園🚻→慈眼寺「北条綱成」→本在寺公園（壷井三社大権現）

「徳川家康」→日枝神社「平良文」→二伝寺（砦）「北条氏時」→村岡城址（高谷砦）「平良文」→天嶽院🚻

「北条綱成」→弥勒寺「北条泰時」→宮前御霊神社🚻「平良文」「鎌倉権五郎景政」→鎌倉古道上の道→兜

松・八ッ嶋「鎌倉権五郎景政」「新田義貞洲崎の戦い」→🚏神戸製鋼前→🚍→藤沢駅🚻（解散） 

歩 行：約 7㎞、若干アップダウンがあります、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。 

 

以降の予定 

2月 6日（日）溝の口から千年、開析の森と丘の保存林（川崎市高津区） 

3月 6日（日）弘明寺道・金沢道の名木古木と史跡、眺望（横浜市南区・保土ヶ谷区） 

4月 3日（日）旧大山街道・長津田宿、里地と史跡の緑地と展望（横浜市緑区）     （事務局 久野記） 

 

■鳥こい倶楽部 2022シーズン冬春企画 第 1回 昭和記念公園 

昭和記念公園は立川基地跡地に整備された国営公園です。広大な園内には、池や葦原、森林、草原、里山、バー

ドサンクチュアリーなどの多様な環境があり、冬にはカモやツグミの仲間など、多くの野鳥が集まって来ます。

また、日本庭園や富士山の眺望など、見どころもたくさんあります。 

 

日 時：12月 12日（日）9:30～15:00頃 

集 合：JR青梅線 西立川駅改札外 9:30 

解 散：JR中央線等 立川駅 15:00頃 

案内人：中澤均 

予定コース：西立川駅（集合）→西立川ゲート→水鳥の池→トンボの湿地→日本庭園→こもれびの里付近（昼食） 

    →原っぱ→花木園→立川ゲート→立川駅（解散） 

参加費：500円（CONE保険・資料代含む）  （別途入園料大人 450円、65歳以上 210円） 

装備等：冬のハイキングの服装（雨具・防寒具含む）、お弁当、飲み物、双眼鏡、スコープ（お持ちの方）、野鳥 

    図鑑、マスク等 

参加対象：JFIK会員、会員の家族・友人・知人  （万一の場合、会員から連絡可能な方に限ります) 

参加申し込み：本番 2日前までに Eメールで中澤均 h-naka@k04.itscom.net まで。 

    CONE保険に加入しますので、お名前と年齢をお知らせください。 

中止判断：雨天・荒天予報、感染拡大の場合は中止します。中止の場合は、前日夕方までに JFIK-MLにてお知ら

せします。 

 

★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。 

・参加費はお釣りのいらない様にお願いします。 

・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 

 しい場面では、マスクなどを着用下さい。 

・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。 

 

◆2022 シーズンの今後の予定 

・第 2回 1月 26日(水) 境川遊水地公園(山路さん) 
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・第 3回 2月 17日(木) 酒匂川・狩川(角田さん) 

・第 4回 3月 6日(日) 鶴見川と新横浜公園（吉原さん） 

・第 5回 4月調整中  葛西臨海公園（未定） 

・第 6回 5月調整中  森戸川林道(松井さん) 

・第 7回 6月 1日(水) 照ヶ崎と湘南平(金子(正)さん) 

 日程・場所は変更になる場合があります。 

 詳細は各開催日の１か月前ほどに JFIK-ML で案内します。                （中澤(均)記） 

 

■お話サロン（鎌倉） 

日 時：12月 18日（土）14:00～15:30 

講 師：石川雄馬氏（全国森林インストラクター神奈川会） 

テーマ：「愛川ふれあいの村の絶滅危惧種」 

開催方法：オンライン（ZOOM）にて 

※詳細、申し込みは、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 

 

 

■谷本(小学校)の森保全作業 

日 時：11月 20日(土) 9:00～11:30 晴 

場 所：横浜市青葉区市立谷本小学校隣接校有森林 

参加者：児童約 70名､保護者約 30名､おやじの会(PTA)15名､教職員 15名 計 約 130名 

JFIKスタッフ：足立､荒井､田中(真)､松田､吉無田 計 5名 

概要： 

 快晴、微風の日和の中、6月に続いて恒例

の「谷本の森」の保全作業が行われました。

谷本小学校は明治 6(1873)年開校の歴史の

ある小学校で再来年開校 150 周年を迎えま

す。校内には「谷本の森」と呼ばれる 1.3ha

の学校林があり､これがこの小学校の大きな

特徴の一つになっています。この「谷本の森」

を守るため年 2 回の保全作業を児童､保護

者､PTA､教職員で行っており、今回は 6月に

続いて 2回目となります。 

JFIKスタッフは 8時 40分に校庭に集り、

事前の打ち合わせ等を行います。参加者は 9

時前に校庭に集合しましたが、今回は作業後

森林散策ビンゴゲームのことを聞いたのか、

児童の当日参加者が 2,30人増えて約 70人と過去最高?になり、総勢では約 130 人と大人数になりました。 

和内校長先生の挨拶の後、JFIKスタッフが作業内容と班分け等について説明します。今回の作業は次の通りで

す。 

活動報告 

ビオトープ(生息池)の浚いと周辺清掃 

file:///C:/Users/kajiura/Desktop/165号12月号/fuhchi@fsinet.or.jp
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1.遊歩道の清掃(落葉、ドングリ集め) 

2.遊歩道の柵、階段補修 

3.ビオトープ(生息池)の浚いと周辺清掃 

4.伐採済モウソウチク枝落しと搬出 

 この内、1､3は主に 3年生以下と保護者、2,4は 4年生以上と PTA、教職員が担当します。児童も大人も初めて

来る人は少ないらしく慣れた感じで作業を行い、各班についた JFIKスタッフを煩わすことは、ほとんどなかった

と思います。 

 一つ残念なことは､ここでも「ナラ枯れ」が見られたことです。大きなコナラの根本に､カシノナガキクイムシ

によると思われる穿孔クズがあり、葉が茶色に変色していました。校長先生の話では市に伐採を依頼しているが、

予算の関係でまだ処理されていないとの事でした。 

 保全作業は予定通り 1 時間半で終了､見違えるようにきれいになった遊歩道を通って校庭にもどり、使った道

具の後片付けをします。 

作業後今回初めての催事として､田中さんに

よる､この保全作業と関連付けての環境教育を

行いました。大きな模造紙の資料を使い、「人

間と木の違い」、「人間に必要なもの」、「それを

育んでいる森林の大切さ」等について質問し、

解説します。質問に対しては､児童よりかなり

的確な答えも返って来ました。また熱海の土砂

災害にも言及し、森林保全の大切さ考えて貰い

ました。 

この後 15,6 チームに分かれて森林散策ビン

ゴゲームです。整備したばかりの「谷本の森」

に入りビンゴ用紙に書かれている内容の動植物

を探します。1枚の用紙に書かれている 16種

類の動植物の大部分は簡単に探せたようです

が､季節柄多少苦労したのは、匂いのある植物、

苔、蟻等だったでしょうか。しかしすべてのチ

ームがビンゴを完成し、スタッフ持参のドング

リ 4 種類を賞品としてもらいました。 

今回の保全作業は作業だけでなく、その意義

に踏み込んだ環境教育等を加えることにより､

参加者に森林の大切さをより深めて頂けたので

はないかと思いました。      (松田記) 

  

環境教育 

ビンゴゲームの賞品 4種類のドングリを配る 
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■名瀬谷戸の会 

＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：11月 6日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 58名（JFIK：11名 地元・地域ボランティア：9名、横浜メダカの会：10名、こども里山体験班：

22名、見学；6名） 

作業内容：●ゾーン 6：シガラ柵の材料作り、シガラ柵を２カ所作成し古い竹柵が枯れて崩れかかっていたもの

を整理、5 本のモウソウチクを整理 ●私有地：鉄塔横の畑廻りの刈草・搬出して、除草作業を終了 ピザ窯付

近の下草刈り・ツル切り及び集積作業 ●こども里山体験班：午前は昆虫採集、焼き芋づくり 午後は久右衛門

邸竹林上の朽木、枝等の片付け ●横浜メダカの会の水生生物調査・水質調査：メダカ池の繁茂した植物の除草

を中心に作業 

作業 2回目 

日 時：11月 15日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 14名（JFIK：6 名 地元・地域ボランティア：8名） 

作業内容：●久右衛門邸上部：集積除草ゴミの囲い作成作業･･･除草ゴミの囲いとしてしがら柵を作成 ●モウソ

ウチク伐採マーキング作業 ●中外製薬協賛の里山イベントの準備●久右衛門邸駐車場・納屋カフェ上部の尾根

道除草作業 

 

作業 3回目 

日 時：11月 22 日（月） 雨のため中止                           (福田記) 

 

  

こども班の焼き芋作り 集合写真 

伐採するモウソウチクにマーキング 集積除草ゴミの囲い作成 
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■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～ 

日 時：2021年 11月 24日（水）、27日（土） 10：00～15：00 

参加者：一般 72名（24日 37名、27日 35名） 

スタッフ：鈴置、大橋、花田、山路、田口、佐藤（淳）、菅原、吉原、昆野（計９名） 

コース：小田急江ノ島線善行駅→旧藤澤カントリー倶楽部クラブハウス→立石神社→俣野別邸庭園（俣野別邸見

学、庭園散策、昼食）→横須賀水道路旧跡→時宗総本山 遊行寺→浄土宗 常光寺→小田急江ノ島線藤沢

本町駅 

 昨年 12月の実施以来、約 1 年振りの開催となりました。私達スタッフだけでなく、参加者の方も待ち望んでい

た観察会となりました。参加者の皆さんの中で、お互いに「久し振りね」、「元気だったね」などの声が飛び交っ

ていました。 

 両日とも好天の中、小田急江ノ島線善行（ぜんぎょう）駅という「善い行ない」という縁起の良い駅からスタ

ートしました。かつては「善行（ぜんこう）」切符（入場券）が発売されていて、切符の入っている袋には「善い

行いで 貴方も幸せになります」と書かれていたそうです。 

最初に、昭和 7年竣工の旧藤澤カントリー倶楽部の面影を残

すクラブハウスを訪れ、ハウス内を見学しました（24 日は休館

日）。現存するクラブハウスでは、最大級のスパニッシュ建築

で、エメラルドグリーンの屋根瓦から「グリーンハウス」と呼

ばれています。周辺では、スダジイ、ハリギリの実、ヒマラヤ

スギ、タイワンリスの食痕のついたツバキなどを観察しました。 

その後、ほぼ直線の横須賀水道路〔愛川町半原浄水場（宮ケ

瀬ダム近く）→横須賀までの約 53㌔〕を展望し、立石神社に

寄って、境川を渡り、午前中に俣野別邸庭園に到着しました。 

俣野別邸庭園は 2013年に公開された比較的新しい公園です

が、古くは別荘に使われていたところで、樹木も多く、広々とした庭園です。四季折々の植物を観察できるとこ

ろです。 

今、園内では「もみじ祭り」が行われており、その中を散策しました。その後、俣野別邸（昭和 14年建築、焼

失後再建）を見学しました。別邸は和洋折衷住宅で、2 階からは、富士山や丹沢の眺望が素晴らしく、参加者の

方からは歓声があがりました。 

昼食は陽だまりの芝生広場でとりました。 

午後は、旧東海道沿いを歩き、最初に横須賀水道路を見下ろ

す場所に行きました。ここからは、下の方に境川と、そこを通

る白い水管橋が見え、その向こうに直線の道路が見渡せ、さら

に遥か向こうに、水源地の丹沢の山々が見えます。 

その後、時宗総本山の遊行寺を訪れました。境内では、ダイ

オウショウ、雌雄別株のソテツ、ヘリコプターのような実をつ

けるオオバボダイジュ、樹皮が剥がれるバクチノキ、そして樹

齢 700年の大イチョウを観察しました。 

さらに、かつての東海道藤沢宿にある常光寺では「かながわ

の名木 100選」のカヤの巨木や、タブノキの古木などを観察して、藤沢本町駅で解散しました。 

                                            （昆野記） 

  

横須賀水道路を見下ろす 

俣野別邸 
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■神奈川県立四季の森公園「ドングリの仲間の観察会」 

日 時：11 月 3 日(水･祝) 13：00～14：30 晴 

場 所：四季の森公園 はす池､あし原湿原周辺 

参加者：15 名(内子供 4 名) 

JFIKスタッフ：豊川、日比野、松田、吉無田   公園スタッフ：2 名 

概 要： 

 快晴、微風の絶好の日和の中、久し振りの「特定植物の観察会」の開催となりました。 

コロナ対策として、消毒、検温、連絡先の提出、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保の中で、事前に

申し込みのあった 15人が参加。 

 昨年と同様、会議室でのパワーポイントの資料説明はなく、出発前にドングリの概要を簡単に口頭で説明しま

す。15 名を 8 人、7 人の 2 班に分け、はす池とあし原湿原を時計回りと反時計回りに分かれて出発。 

 この公園には 7 種類のドングリの木がありますが、このコース

で見られるのはシラカシ､コナラ､クヌギ､クリ、マテバシイの 5 種

類です。この内の広場のそばにあるマテバシイから観察開始です。

ここのマテバシイはまだ木が小さく､これまで実をつけた事があり

ません。今年も期待したのですが結実した様子は見られません。

持参のドングリの写真で形状や食べ方を解説しました。 

 観察は 5 種類のドングリを中心に行いましたが、スタッフは他

の特徴ある木々、草本についても説明をします。北口広場のカツ

ラは 4 本の内弱っていた 1 本はとうとう伐採されていました。残

った 3 本（雌 2，雄 1）について雌雄の見分け方、枯葉の醤油煎餅

のような香り､バナナのような小さな実について説明。はす池前で

は横浜市、相模原市のシンボルの木の一つであるケヤキについて、

また本州中部以西より移植されたと思われる公害に強いアキニレ

と、関連してハルニレ(エルム)についても解説。今回は何故かアキ

ニレの幹に多くのフタホシテントウが見られました。はす池西側散

策路では紅葉の始まったニシキギの説明では 3大紅葉樹(他にスズ

ランノキ、ニッサボク)についても言及しました。 

 散策路の西側斜面ヒノキ(サワラ)等の植林もされていますが圧倒

的多いのはシラカシです。公園の方針で、この西側斜面はある程度

放置されているそうですが、アオキ等陰樹も多く見られ、うっそ

うとした感じがするのは否めません。しかし今年も多くのシラカ

シのドングリを見ることができました。 

 あし原湿原の西側散策路中間地点にある小さな谷戸の入口は、

複数のコナラやクヌギが並んで生え、格好のドングリ観察のスポ

ットとなっています。ここではクヌギは少なかったものの、コナ

ラのドングリが多く落ちており、実生したものを含めて子供達が

喜んで拾っていました。 

 またここでは「ナラ枯れ」したコナラを見ながら、その説明を

公園スタッフにして頂きました。カシノナガキクイムシが大径木を好み潜入産卵し、その時に病原菌であるナラ

菌を持ち込む。そのため通水障害を起こしたナラの多くは7月下旬から８月中旬にかけて葉が変色し枯死に至る。

この 1,2 年神奈川県で急増し、ここ四季の森公園でも昨年は 80 本程度であったが今年 310 本と約 4 倍になって

いる。散策路等危険な箇所から対処しているが、とても追いつかないとの事でした。 

北口広場でカツラ観察 

ナラ枯れしたコナラ 

事務所前でドングリとクラフトを配る 
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 このコ－スで説明した木としては他にハナノキ、ナンキンハゼ、マユミ、シナサワグルミ、ミツマタ､ホオノ

キ、スギ、ヒノキ(サワラ)、ハナイカダ、ヤマブキ等です。ホオノキでは大きな葉でのお面作り、朴葉焼き、ア

レロパシー(他感作用)について、スギ、ヒノキ類では葉や気孔での見分け方、日本の林業についても少し言及し

ました。 

 草本ではヨウシュヤマゴボウ、ノダケ、ツワブキ等です。セリ科のノダケの果実ではカレー粉に似た香りを体

験しました。北口広場手前の石垣では、ツワブキの黄色い花が 10 日前の下見の時よりさらに美しく咲き､参加者

を迎えてくれました。 

 両班とも 1 時間半位で事務所前に戻り、参加者にスタッフが持参した 4 種類のドングリとクラフト（トトロ）

を配って解散しました。                                   (松田記) 

 

■四季の森公園 「特定植物観察会～紅葉」 

日 時：11月 28日（日）13：00～14：00 快晴 

場 所：県立四季の森公園 はす池周辺、紅葉の森 

参加者：一般参加者 20名（内子供 1名） 公園職員 2名  

JFIK スタッフ：佐藤(淳)、日比野、松田、嶺 

 

 コロナ感染者の減少が反映してか、募集人員いっぱいの参加者となりました。当初予定していた手話通訳は応

募者がなく取り止めとなっています。昨年同様 12時 45分より北口事務所前で検温や参加者登録を行い、応募者

が全員揃ったところで全体説明です。公園職員の挨拶と感染防止の諸注意等の後、リーダーが落葉樹の冬支度や

葉が色づく仕組みなどを説明、参加者を 2班に分けたところで全体会を終えました。 

 どちらの班も、事務所前のカツラから観察を始めました。少し前まで見事に黄葉していたこと、雄株と雌株の

違いなどを確認しました。その後北口広場に出、ケヤキやアキニレの実を観察し、1 班ははす池の西岸にコース

をとりました。赤く染まったニシキギのところでは世界三大紅葉樹も話題にし、ほとんど落葉したナンキンハゼ

のところでは、枝先に残った白い実や地面の落ち葉を観察しました。また、黄色く色づいたハナノキのところで

は、濃いピンク色の花が美しいことから名づけられたこと、カエデ類には珍しく雌雄異株であること、中山駅近

くの街路樹になっているなど身近に植栽されているわりに自生地はごく限られていることなどをお話ししました。

あし原湿原の手前で左折し、まだ青々としたイロハモミジ、赤い実をつけたサンシュユのわきを通り、咲き始め

たロウバイの香りを楽しんで、春の草原に向かいました。草原の端にすっかり葉を落としたシダレザクラに並ん

で、見事に色づいたイロハモミジがあります。ここで、カエデ類に共通の特徴、イロハモミジの葉の特徴、花や

実の特徴を学び、拾ってあった翼果を用いて、くるくる回りながら落ちていく種子散布の様子を観察しました。

そこからしょうぶ園に沿って紅葉の森に向かいます。コース沿いにはカエデが多く、赤から緑のグラデーション

イロハモミジの下で ロウバイは「蝋梅」、「臘梅」とも 
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になったイロハモミジ、オレンジ色のオオモミジやコハウチワカエデ、黄色く色づいたイタヤカエデ（亜種エン

コウカエデ）が観察できました。カツラはすっかり葉を落とし独特の香りもなくなっていましたが、ムクノキや

クサギの実、一見カエデ類に似た 2枚の翼をつけたシナサワグルミの実を観察することができました。その奥に

はまだ緑色の葉をつけているイロハモミジの森が続きますが、少し時をおいて再訪することをお勧めして、はす

池方面に戻りました。はす池東岸にコースをとり、ホオノキやヤマザクラの落ち葉、マンサクの花芽、オレンジ

色に色づいたウワミズザクラ、センニンソウの痩果などを観察して北口に戻りました。逆のコースを歩いた２班

も、下見に基づき、1 班とほぼ同じ内容の説明を行ったとのことです。天候に恵まれた上、様々な色づき方をし

た樹々を楽しむことができて、気持ちの良い秋の一日を過ごさせていただきました。      （日比野記） 

 

■室内勉強会 『緑の少年団』について 

日 時：11月12日(金) 19:00～21:00  

講 師：JFIK 渡邉英夫さん(6年) 

会議方法：Web(Zoom)利用のオンライン会議 

参加者：梶浦、河口、坂間、酒寄、佐野（仁）、菅原、鈴置、瀬尾、中澤（均）、西岡、羽田、藤本、山内、 

    吉無田、米山、福田、佐藤(淳)、嶺 計 18 名  (敬称略) 

 

「緑の少年団」とは 

次代を担う子どもたちが、緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育てる活動を通じて、ふるさとを愛し、そして人

を愛する心豊かな人間に育つこと、を目的とした自主的な団体である。緑の少年団はその前身が 1960年に結成さ

れ、全国植樹祭が各地で開催されるのに応じて団の結成も広まった。 

全国の実態としては、3,225 団体、約 33万人の団員が活動しているが、近年は減少傾向にある。都道府県別で

見ると、団数（カッコ内数値）の多い順に、群馬(314)、高知(201)、栃木(180)、長野(177)、茨城(170)で、神奈

川(6)は 45番目（下から 3番目）となっている。一方、団員数（カッコ内数値）で見ると、群馬(54,291)、栃木

(35,626)、茨城(24,084)、長野(22,283)、千葉(20,244)、島根(13,472)につづいて神奈川(11,080)は 7 番目と上

位にある。団は「学校単位」または「地域単位」で結成されるが、学校単位の団が多い都道府県ほど、団数、団

員数ともにランキング上位を占める傾向にある。神奈川県は学校単位の団は無く、地域単位の団で多くの団員を

擁している。全国では｢学校単位｣の少年団が全体の約 8 割を占めるが､特に｢地域単位｣の団数がピーク時より半

減している｡ 

全国的な活動としては、全国大会、国際交流、指導者研修の実施や、全国植樹祭や全国育樹祭などに参加して

いる。また、都道府県別には、指導者連絡会や交流集会を実施しており、各団においては「体験学習」「奉仕」「レ

クリエーション」を三原則とした活動を行っている。 

 

神奈川県の「緑の少年団」 

神奈川県では当初から､永続的な活動となるように学校単位ではなく

地域単位での団結成が意図されてきた｡ 県内には、箱根、南足柄、中

山、相模原、秦野、かまくらの 6団がある。このうち相模原は団員数が

1 万人超と県内最大規模である。本年 11月には相模原、秦野、南足柄

の 3 団が参加しての交流集会が開催され、子供たちが伐採体験や独楽

作りを楽しんでいた様子について、かながわトラストみどり財団で担当

されている藤本さん(R2期)が説明された。 

 

交流集会（2021年 11月） 
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南足柄 緑の少年団 

1987 年（県内 2 番目）に発足し団員数は 15名。渡邉さんは当初

は副団長を務めていたが、5年ほどで団長となりその後 30年にわた

って活動されている。活動のモットーを「歩こう！体を使おう！体

で覚えよう！」として、森林環境学習から収集したプログラムを緑

の少年団の活動に組み入れている。具体的な内容として、夏のキャ

ンプでのナイトハイクや料理コンテスト、ムササビの巣箱づくりや

竹ランタンづくり、歩くスキーツアーなどについて説明された。 

 

 

奉仕活動としては、駅頭での緑の募金や、植樹祭・緑の祭典に参加している。奉仕活動の際に着用する制服に

はこだわっており、通常はベージュ色のところを直観的にもわかりやすい緑色の制服を着用している。2010年に

南足柄で開催された全国植樹祭では、渡邉さんのご子息が上皇后陛下の介添えを担ったそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題. 

少子化に加えて子どもの時間の使い方が習い事や競技スポーツ

など多様化し、知名度の低さも重なって団員数は減少傾向にあ

る。 

指導者については、地域単位の団では人材の更新が進んでおら

ず、学校単位の団では教師が片手間で活動しなければならない

状況にある。昨年度の学習指導要綱で森林に関する改訂がなさ

れたが、学校で学べないことに取り組む地域単位の団で活用で

きるかは未知数である。自然体験活動の重要性が叫ばれる一方

夏のキャンプ 

第 61回全国植樹祭（2010年 5月） 

緑の祭典 

歩くスキー ムササビ巣箱づくり 

緑の募金 
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で、学校単位の団ではやりづらい自然体験の機会が減っているのが実情である。 

このような状況においては、地域単位の団で「体験学習」「奉仕」「レクリエーション」の三原則を柱として、

上に挙げたような活動を行っていくことが肝要である。 

 

渡邉さんは緑の少年団の活動がきっかけで森林インストラクターの資格を取得された。そして神奈川会の自然

体験活動においても、緑の少年団で蓄積したプログラムを取り入れながら指導されてきた。かつての団員が親と

なりその子どもが緑の少年団に入団してくれることもあり、これまでの指導が間違いないことを確信されている。 

最後に、森林インストラクターの皆さんが子どもの頃の自然体験を現代の子どもたちに伝える指導者として活

躍できること、その活動を通じて地域の緑の少年団を結成しましょうと呼びかけられた。      （羽田記） 

 

 

■山こい倶楽部第七十四回「南高尾セブンサミッツ」 

日 時：11月 20日（土） 

場 所：南高尾セブンサミッツ（草戸山、榎窪山、泰光寺山、入沢山、中沢山、金毘羅山、大洞山） 

集 合：京王高尾山口駅 8:00 

コースの概略：〇内の数字は分単位の休憩時間 

高尾山口 8：15－8:30 四辻⑩－10:00 草戸山⑩－10：35 榎窪山⑤－11:00 泰光寺山⑤－西山峠－東山－11:30 入

沢山 12:00（昼食）－12:20中澤山⑩－12：45コンピラ山⑤－13:05大洞山⑤－13:30大垂水峠橋－13:45五差路

（7 号鉄塔）⑩－14:20一丁平⑩－14:45もみじ台⑤－（5号路）⑤－15:10木橋－（6号路）⑤－15:45琵琶滝⑤

－16:05 高尾山口 

（歩行 5時間 40分、休憩 2時間 10分、距離 15.8km） 

参加者：中澤(靖）(L)、久保(SL)、辻、境、梶浦、関、伊東  （以上 7名） 

 

ハート型を描くコース軌跡 
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山行経過 

高尾山口駅から国道 20号線を渡り、住宅街の脇にある登山道を登ると 15分程で四辻に出る。ここから南高尾

山稜の尾根歩きだ。コナラとクヌギの落葉を踏みしめ、細かなアップダウンを 1時間ほど繰返すと草戸峠。北西

の視界が開け高尾山が望める。山上を悠々と舞っているのはクマタカであろうか？高尾山らしいモミの大木も現

れる。ほどなく最初のピーク草戸山。2 番目のピーク榎窪山からは西に進路を取る。このあたりから、地元の有

志が作成したフクロウのトーテムポールや龍のベンチ、かわいいザック掛けなどが所々に設置され、可憐なリン

ドウの蕾とともに登山者を和ませてくれる。3番目のピーク泰光寺山は樹林帯の中。西山峠からは北西に向かい、

巻道を行かずに薄い踏み跡の急登を登ると 4 番目のピーク入沢山。高尾山を間近に眺めるベンチで昼食。5 番目

の中沢山、6 番目の金毘羅山と徐々に標高を上げ、南高尾最高峰の大洞山（536m）に到着。約 5 時間かけてセブ

ンサミット制覇だ！既に花は終わっているが、この辺りはシモバ

シラの群落が目立ち、時期になれば氷華の競演が期待できそうだ。

大垂水峠まで一旦下り高尾本山に登り返す。一丁平からもみじ台

にかけてはイロハモミジやオオモミジの紅葉・黄葉が美しい。キ

ジョランにはアサギマダラの幼虫が円い食痕を盛んに描いていた。

混雑の高尾山頂は避けて、6 号路の谷筋を一路高尾山口へ下山。

16:00に観光客でごった返すケーブル駅に到着し、ルート図に念

願のハート型の軌跡を描くことが出来た。 

 

参加者の感想 

（リーダー）：トレランの大会がこのコースで行われる予定と

いうことでか、静かな稜線歩きを楽しむ我々をひっきりなしにランナーが追

い抜いて行く。ほとんどのランナーは道を譲ると、「すみません」と挨拶し

て行くが、まれに迷惑そうな一瞥をくれて無言で追い抜いてゆく無礼な輩も

いる。困ったものだ。その他の点では、秋晴れに恵まれ申し分ない山行であ

った。 

（伊東）：近年の紅葉は色付きも良くなく遅いようです。高尾の紅葉も落

葉の景色には少し早い様で、山の紅葉の景色にも、寒暖の変化が必要のよう

です。この時期花も少なく、樹木の葉も枯れて、山こいの山行では立ち止ま

り観察もなく、歩き主体の尾根あるきでした。自分の趣味であるキノコの出

会いに期待もしたのですが、硬いサルノコシカケ類のキノコが 7種。登山道

にはモミの巨木も多く、アカモミタケの出会いを期待したのですが、1本の

みの出合いでした。尾根歩きの南高尾でしたが、登りの階段と下りは、長時

間、長距離、ほとんど観察の立ち止まり無しで、行き交う、トレイルランの

若者たちの中に高齢者がいることに驚きました。あの方たちの様に走りまわ

れなくとも、山こいの登山計画についていけるような体力を維持したいと思

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

龍のベンチ 

稜線の大モミ 

もみじ台の紅葉 

キジョランを円く食するアサギマダラの幼虫 
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■森こい倶楽部第二十九回  

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） 

日 時：11月 7日（日） 曇り 

参加者：梶浦、金子、鈴木（康）、花田、引田、皆川、山路、吉原、吉無田、会員外２、久野、広川、石川、小池 

以上 15名  

コース：大和駅（バス）～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 

 

概 要：大和市深見地区から横浜市瀬谷区の歴史の香る境川流域

を巡りました。まずは、深見城の裏鬼門にあたる八雲神社を経て、

中世に築城された深見城址へ。南北 100ｍ、東西 150mほどの規模

を持つ深見城は、境川沿いの台地に位置する天然の要害。うっそ

うとした樹林におおわれていますが、空堀の跡などから当時の様

相がうかがわれます。境川を渡って瀬谷区に入ると、「かながわ名

産百選」に選ばれたことのある「相模のウド」の栽培跡地。さら

に、広大な畑地が広がり、景色が一変します。妙光寺～善昌寺～

瀬谷神明社～日枝神社に至る道は、旧鎌倉街道上ノ道。イチョウ、

タブ、ケヤキなどの名木古木が。また、瀬谷銀行跡地や広大な屋

敷林、巨樹の連なるケヤキ並木に往時の隆盛がしのばれます。境

川と大文字川の合流点に整備された瀬谷本郷公園で遅めの昼食。

真赤なクロガネモチの実が目を楽しませてくれました。昼食後は、

川口製糸場跡を経て、樹齢 460年のカヤ、360年のタラヨウのあ

る徳善寺へ。再び境川を渡り、深見藩を収めた坂本家の菩提寺で、

坂本家の墓（板碑型の石碑）のある仏導寺へ。隣接する深見神社

は、平安時代には既に存在していたと思われる由緒ある延喜式内

社。境内には樹齢 500年と推定されるハルニレの巨木。この地域

には珍しいので、通称「なんじゃもんじゃの木」と呼ばれていた

そうです。往時の鎌倉古道の追体験と数々の名木古木との出会い

に圧倒された一日でした。             （小池記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

徳善寺の樹齢 460年のカヤ 

深見神社なんじゃもんじゃの木（ハルニレ）の前
で 

瀬谷本郷公園のクロガネモチの実 
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■お話サロン（鎌倉） 

日 時：11月 27日（土）14:00～15:30 

講 師：佐野仁子氏（全国森林インストラクター神奈川会） 

テーマ：「マチュピチュ インカ道を越え太陽の門へ」 

開催方法：オンライン（ZOOM）にて 

 

概 要： 

オンライン開催、2回目です。お話はペルーの首都リマから空路クスコへ、その後天空の都市マチュピチュへ。

インカ道と呼ばれるインカ帝国時代の古道をトレッキングで36ｋｍ踏破するツアーに参加された時の写真を中心

に説明をしてくださいました。 

リマからクスコへ空からの山岳地帯の姿、世界遺産クスコの各観光名所、3 日をかけて踏破した太陽の門への

山道。道中の数々のランを始めとする植物や、驚きの石造物、マチュピチュ以外にも多くの遺跡が保全されてい

て観ることが出来るようです。写真とお話で大変興味が湧きました。（ハチドリと花の写真を見ながらお話を聞

き、ふと考えました。あのクチバシと花の形、どちらが先に延びたのか？今もお互い進化し伸びているのか？） 

ツアーには多くのポーターが付き三日間の食料やテントなどを運び上げてくれるとのこと。ポーターの皆さん

と撮った集合写真はにこやかでいい写真でしたし、ご夫妻のスナップは微笑ましくとてもいい印象でした。この

コロナ禍、未だ難しい海外旅行、写真とお話で、とても楽しいひとときでした。       （花本孔史 記） 

 

 

 

 

ヤビツの森活動概略報告 
 

～ヤビツに残した足跡をたどる～ 
21年 吉井 勉   

場 所 ：神奈川県、丹沢の大山を仰ぐヤビツ峠近くのススキやササがしげっていた傾斜地。標高ほぼ 800m。 

     面積約 0.8ヘクタール。 

 

活動の概略経緯 

活動目的：皆伐後、植樹されないで放置されていたと考えられ 

     る山林に植樹を行い、水源林整備を行うこと。 

活動期間：かながわトラストみどり財団から山林整備の依頼を 

     受けて以来、2021 年までのおよそ 13年間。2019年 

     から土地の管理者が秦野市に変更されたため同市 

     から土地使用許諾を得て活動した。 

活動内容：最初の植樹は 2011年 3月に行われ、ブナ、コナラ、 

     ミズナラ、ヤマハンノキ、ヤマボウシ、ニシキウ 

     ツギ、ホオノキの 7種、260本が植えられた。 

       植樹活動のサイクルは、植樹前年の秋に植樹面積を 

       概算、植樹の位置決めをし植え位置に穴を掘り植樹 

     準備をして地拵えをする。厳冬期の 1月から植樹 

     の 2月までは冬休み。春の植樹後から秋にかけて下草刈りや、植樹の見回り(シカの食害点検)など 

     を行った。ただし、8月は休み。その後 2017年ころまでに、かながわトラストみどり財団の後援を 

     得て合計 810本植樹した。 

     この結果、草地に行った植樹が今では葉を茂らせ木陰を作り、水源涵養に寄与している。  

植栽後約 10年が経過し生育した樹木 

寄   稿 
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今月号のリレーエッセイは、お休みです。それに替えて 11月 28日(日)に開催された R2年入会会員による交流

会の様子を報告します。（編集担当） 

 

■R2 入会会員交流会 

日 時：11月 28日（日）10：00～15：00  

場 所：名瀬の里山 

幹 事：足立正一、仲手川、羽田、藤本 

参加者：11名（Ｒ２入会者：足立正一、足立千恵、鈴木、豊川、仲手川、羽田、藤本／角田、田中、中澤、福田） 

内 容： 

 交流会当日は、11月下旬の寒さはみられるものの、晴天に恵まれた。

参加者は 10時に名瀬谷戸の会の倉庫前に集合をした。参加者は、足立

幹事の司会のもと、自身の興味のある分野など簡単な自己紹介をした。 

 自己紹介後、アイスブレイクとして「わたしは誰でしょう」のネイ

チャーゲームを藤本幹事が進行。参加者は自分の背中に生き物（コウ

モリ、ダンゴムシ等）カードをつけられ、自身につけられた生物の正

体を当てるため、その生物がどんな生態をもっているのか質問をし、

生物への理解を深めていく。「ヘビ」をつけられた参加者は、「足がな

い」という特徴を導き出すまでに苦労をしていた。参加者からは、自身の質問とその回答を記憶・整理するのが

難しいとの声も上がった。 

 アイスブレイクで緊張がほぐれた参加者は、田中理事長の案内のもと、歴史ある久右衛門邸を見学したり、名

瀬谷戸の会で行ってきた保全活動の経歴や、それに伴う景観や生態の変化について話を聞いた。モウソウチクの

伐採後に、斜面から地下水が染み出すようになった変化や、ホオズキ等の貴重な植生が増加など、参加者は興味

深く写真やメモをとっていた。里山の散策中には、名瀬の里山で行う近隣の小学校の環境教育にも話が及んだ。 

 12時ごろ倉庫前に集い、カートンドックを昼食として準備した。カートンドックは参加者が持参したキャベツ

やソーセージをはさんだコッペパン（アルミホイル巻）を紙パックに包み、紙パックに火をつけて加熱した。こ

の時、風に吹かれ火が消えてしまったり、火が付きにくい紙パックがあり、加熱に時間を要した。昼食時には、

カートンドックのほか、バナナやおにぎり等思い思いの食材も温めて食した。 

 午後には里山の保全活動の体験のため、仲手川幹事の進行のもと、

鋸を身に着け、ピザ窯裏のモウソウチクの伐採を 1 時間半程度行っ

た。ロープを扱った経験のない人は、投げ縄結びや巻き結び、とっく

り結び等基本のロープワークを教わった。伐採では、タケにロープを

かけ、切り込みをいれ、ロープで引き倒し、倒したタケは枝を払いと

玉切りをしたのち集材した。伐採したタケは、小学生のタケ切り体験

に活用をすることとした。 

 最後に羽田幹事の進行で質疑応答をして交流会は終了となった。 

 R2の入会者は新規合格者歓迎会をオンラインで行っており、一堂に

集まることがなかったため、今回の企画を開催することとなったが、参加者からは楽しい 1日だったとのお声を

頂戴し、同期の絆を深める交流会となったと思う。 

 今後 R2 入会会員も活動に参加する機会が一層増えてまいりますので、引続きご指導ご鞭撻をお願い申し上げ

ます。                                           （藤本記） 

リレーエッセイ 
 

モウソウチクの伐採 

集合写真 



JFIK会報 2021年 12月号 

- 19 - 

No.13 南足柄市･足柄森林公園 丸太の森   （渡邉英夫） 

▶ 概要 

丸太の森は、箱根第二外輪山である明神ヶ岳山麓

の南足柄の民有林を市が借り受けて、昭和 54(1979)

年に森林公園として開設されました。「南足柄市の優

れた自然環境にある足柄林業地帯の森林を保護する

とともにその利用増進を図り、もって住民の保健、休

養及び教化に資する」ことを目的とし、開園当時はモ

デルとなる森林公園として林野庁を中心に全国でも

注目を浴びました。平成 22(2010)年に開催された第

61 回全国植樹祭での天皇皇后両陛下のお手植え会

場が隣接し、丸太の森も一般記念植樹地となりまし

た。 

24.1ha の森林空間は、足柄地域の山林(スギ、ヒノ

キの人工林とクヌギ、コナラの薪炭林の混交林)そのま

まです。入り口の管理棟の標高が約 250m、「見晴らし

広場」の上まで登ると最高標高の約 450m と案外に険

しい地形ですが、四季折々の野草や樹木、野鳥を楽

しむことができるように散策路が整備されています。年

間を通じて、「森あそび」や「まるたっこ」「万葉の草木染め」

など、様々なイベントを開催しています。 

園内には、夏のキャンプや年間を通してバーベキューを

楽しめるキャンプ場

があり、当会でも毎

年 8月に「ジュニア・

フォレスター教室」

のキャンプで利用しています。キャンプ

場の横を流れる「かずさ川」では、リバー

トレッキングや川遊びが人気です。また

地元の茅葺き屋根の古民家や、福沢諭

吉ゆかりの福沢小学校の木造旧校舎が

移築されており、かつての南足柄の生活を垣間見ることができます。さらには南

足柄市郷土資料館も敷地内にあることから、郷土の歴史や文化にも触れることが

できます。 

地元の「南足柄緑の少年団」や私のホーム･フィールドでもあり、管理事務所に

相談すれば、いろいろと対応してくれる、活用し易い森林公園です。 

▶ 森の空中あそび･パカブ/Parcabout 

2017 年には世界最大級、アジア初の森の空中アクティビティ「森の空中あそび

「パカブ」(http://parcabout.jp/)」もオープンし、足柄の森を 3D で(立体的に)楽し

める公園となりました。 

キャンプ場 

パカブ 

古民家 古民家の囲炉裏 

旧福沢小学校 

http://parcabout.jp/
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▶ 自然を学ぶコース、樹木ウォッチングコース 

クイズを楽しみながら、自然の動植物を学べるコースが設定されています。樹木ウォッチングコースは、地元の南足柄

緑の少年団と森林インストラクターが協力して作成し、樹木を同定する初級コース、樹木の知識を問う中級コース、そし

て樹木の蘊蓄(うんちく)に挑戦する上級コースを設定しています。(皆さんは、ぜひ上級コースにチャレンジ!!) 

▶ 園内に出没する野生動物 

10数年前からシカが侵入してくるようになり、運が良ければ(?)散策中に遭

遇できます。イノシシ、タヌキ、ハクビシンなどの野生動物もいます。10年ほど

前に緑の少年団が設置した巣箱にはムササビが暮らすようになり、ムササビ

観察会を毎月開催しています。 

▶ 昆虫・その他観察 

陸生のヒメホタルの乱舞は、一見の価値あり、です。ジャコウアゲハは言わずもがな、クロアゲハ、カラスアゲハ、オオ

ミズアオ、ヘビトンボ、など大型の昆虫もたくさん生息しています。また、チチタケ、ドクツルタケ、タマゴタケ、アカモミタ

ケやマゴシャクシなど、キノコも豊富に観察できます。 

 

 

▶ 休園日､開園時間 

休園日: 毎週月曜日､及び祝休日の翌日､ 12月 29日～1月 3日の年末年始 

 (注: 2021(令和 3)年は 12月 27日から 2022(令和 4)年 1月 3日まで休園) 

利用時間: 4月から 10月は 9時～17時まで､ 11月から 3月は 9時～16時まで 

▶ 入園料 

一般入園料: 大人(中学生以上) 440円､ 小学生 330円､ 3歳以上未就学児 110円､ 2歳以下 無料 

団体(20名以上)入園料: 大人 390円､中学生 350円､ 小学生 260円､ 未就学児 80円､ 2歳以下 無料 

▶ 昼食＆休憩 

古民家､無料休憩所､けやきの広場､キャンプ&BBQ場にはベンチがあります。 

園内､及び郷土資料館には食事処・コンビニはありません｡ 

隣接する「おんり～ゆ～」に、自然派レストラン｢悠瑠璃｣､カフェラウンジ｢守破離｣があります｡ 

おんり～ゆ～(http://only-you.sakura.ne.jp/wp/)で､温泉入浴できます｡ (丸太の森にて利用割引券入手可) 

▶ アクセス 

・バス：伊豆箱根鉄道大雄山線・大雄山駅前 関本バスターミナルから伊豆箱根バス･道了尊行きに乗車し 

｢丸太の森入り口｣（料金片道 280円）下車､徒歩 20分､又は 

｢おんり～ゆ～前｣（料金片道 260円）下車､徒歩 5分 

  ・おんり～ゆ～無料送迎車(要予約/0465-72-1126)： 伊豆箱根鉄道大雄山線･大雄山駅前､又は 

 小田急線開成駅西口から乗車し､おんり～ゆ～から徒歩 5分 

・徒歩：伊豆箱根鉄道大雄山線･大雄山駅から丸太の森まで徒歩 3.2km/50分 

・マイカー：東名高速道路 大井松田 IC→ 南足柄方面→ 大雄山駅前→ 大雄山最乗寺方面→ 丸太の森 

入り口手前の駐車場（無料） を利用 

▶ 管理事務所 

管理事務所所在地：〒250-0121 南足柄市広町 1544 

TEL 0465-74-4510  FAX 0465-74-4503  E-mail：maruta@k-mask.jp 

公式ホームページ： http://k-mask.jp/maruta/ 

指定管理者： 株式会社アグサ(旧社名 株式会社足柄グリーンサービス) 指定管理部 

アドバイス 

ムササビの巣箱 

http://only-you.sakura.ne.jp/wp/
http://k-mask.jp/maruta/
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「変形菌入門」 

著 者：解説―川上新一 

   ：写真―新井文彦、 高野 丈 

出版社：文一総合出版 

初 版：2018年 1月 30日 

価 格：1800円（＋税） 

内 容： 

胞子を飛ばして子孫を残す植物的な性質と、移動しながら微

生物などを捕食する動物的な性質を持つ変形菌。この不思議

な生き物は菌類ではなくアメーバーの仲間です。自由に体の

形を変化させて餌を食べる姿をテレビ番組で見て以来、気に

なっている生物です。変形菌には四感すなわち光の感知や触

覚、味覚、臭覚もあるようです。一昔前「変形菌は宇宙から

やってきた」という噂がアメリカで広まりましたが、これは

デマで、今までの研究から数億年前には地球上に誕生してい

たと考えられています。日本の変形菌研究の第一人者は南方

熊楠（みなかた くまぐす）。奇行癖で知られていますが、

彼の生涯を取り込んでしまった変形菌には、生命の起源を感

じさせる奥深い何かがあります。        （狛） 

  

月刊ブックレビュー 
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会員異動 

＜11月度の会員異動＞ 

11月26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：11月26日（金）19：00～20：15 

場 所：ZOOM 利用のリモートミーティング 

出席者：理事8名、監事1名、会員3名 計12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 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

掲 示 板 

またまた、変な変異株がでてきま

したね。いつまで続くのやら、き

っとこの状態がズーッと続くの

でしょうネ。マスク、手洗い、う

がいを忘れぬように（かじうら） 

あっという間に師走の年末

モード。年末年始、穏やかに

迎えられると良いですね！ 

(松山) 

編集後記 
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