
   

 

 

       NPO法人全国森林インストラクター神奈川会理事長    田中真次 
 

明けましておめでとうございます。令和４年の年頭にあたり、  

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。今年も、昨年 11 月に南   

アフリカで確認された新型コロナウイルスの新たな変異株である

「オミクロン株」の感染症患者が地球規模で急拡大する不安な、

予断を許さない新しい年を迎えることになりました。今年のJFIK

の事業活動もこの新たな変異株に対する感染症対策に追われなが

らの闘いになるかも知れませんが、会員の一人一人の皆さまが  

感染防止や拡大回避のための万全な対策を今一度確認して、森林

インストラクターとして思う存分その実力や腕前を発揮出来る 

ように、このコロナ禍を一緒に乗り越えて行きたいと思います。 
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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/ 

 

富士山 ＠ 百蔵山   （撮影：中澤 均） 

 

） 新年ご挨拶 
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令和 3年度は繰り返された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の中で、JFIKにとって今まで経験したことの

ない未曾有の変化の激しい１年でありましたが、令和 3 年の後半頃には会員の皆さまのご尽力によりインフラ  

業務を含めたすべての事業が様々な創意工夫の感染症対策により復活することが出来ました。このような異常   

な状況下で令和 3 年まで約 13 年間の保全活動を続けた「ヤビツの森整備事業」の中止や現在の JFIK の基礎を 

作り上げたベテラン会員の退会という寂しいニュースもありましたが、一方で文科省助成事業の｢子ども森林イン

ストラクター推進プロジェクト」や名瀬の里山での R2 入会会員の交流会の開催という新しいチャレンジもあり 

ました。 

 

令和 4年、新たな年が始まりました。世界的には地球温暖化、異常気象、二酸化炭素・温室効果ガス、大気汚染、

再生可能エネルギー、自然災害、森林破壊・砂漠化、海洋汚染、生物多様性の保全、外来種の侵入等々に関する

地球上の生き物の生命の危機に繋がる深刻なたくさんの環境問題を抱えておりますが、どれを取っても森林イン

ストラクターならではの活動や活躍の場が目の前にあると思います。新しい変異株に対する感染防止対策の激動

の新年において、会員の皆さまと一緒に様々な目標や課題を作り上げ、多方面のステークホルダーとも緊密な   

連携も取りながら、「森に行こう！森を知ろう！森と語ろう！」という JFIKのスローガンのもと、さらなる発展

を遂げられることを心より願い、マスクが外せる日常生活を一日も早く取り戻せることを祈るばかりです。 

 

 

合格おめでとうございます 

令和3年度森林インストラクター資格試験の合格者が発表されました。 

神奈川県在住の合格者は、次の12名の方々（50音順、敬称略）です。 

石原拓巳 岡村寛 小野茂 加納裕美 久次米久美子 藏田裕子  

佐藤隆 高田祐司 寺元美代 寺本良太 鳥越まり子 畑秀二 

 

以上の皆様には、全国森林リクリエーション協会様より情報をいただき、 

当会の新規合格者歓迎会案内と入会案内を送付させていただきました。  

1月15日（土）大和市泉の森にて開催の歓迎会への参加、並びに当会への入会を心よりお待ちしております。 

                                             （事務局） 

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■湘南の森 

湘南の森の 1月の定例活動は、1月 14日（金）、29日（土）に予定されています。 

また、令和 4年の年間スケジュールが HPに掲載されています。 

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) 

 

★■名瀬谷戸の会 

名瀬谷戸の会の 1月、2月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：1月 8日（土）、17日（月）、24日（月）、2 月 5日（土）、14日（月）、21日（月） 

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

Topics 

活動予定 

http://shonann-mori.sakura.ne.jp/index.html
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★■フォレスト21「さがみの森」 

さがみの森の定例作業は、1月8日（土）、23日（日）に予定されています。 

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                          (和田記) 

 

★■神奈川の身近な自然を訪ねて「鎌倉広町緑地から腰越の社寺を訪ねる」 

今回は山路さんが企画しています。 

日 時：1月 19日（水）、22日（土） 

集 合：湘南モノレール「大船駅」 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の

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。 

JFIK会員によるサポートスタッフの募集を行いますのでご協力をお願いいたします。        （大橋記） 

 

★■四季の森公園 

今月から四季の森公園「自然を訪ねて」観察会が再開されます。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。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：10：00～11：30 

      リーダー：日比野  サブリーダー：片山、金子                

                                          （四季の森担当記） 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

＊1月の室内勉強会は休会です。 2月のお知らせをいたします。 

 2月は第1金曜日ですのでご注意ください。 

日 時：2月4日(金) 19:00～21:00 

テーマ： 「感動を共有しよう！」 

講 師： 村山 智さん（13期） 

mailto:sagami@moridukuri.jp
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概 要：森林インストラクターとは、要するに自然と人がバラバラにならないように、つなぎの役割をする存在

であると私は思っています。例えば自然観察会で、インストラクターがその役割を果たすためには、どうすれば

良いか。そのためには、参加者とインストラクターが同じ目線で物を見る、共感して同じ感動を味わうことが重

要です。知識を押し付けても、上から目線で話しても、共感はできません。自分が自然の何に感動しているのか、

それを噛み砕き、紹介し、体験させ、参加者が同じ感動を味わうよう導くのが、インストラクターが果たすべき

使命ではないでしょうか。今回の勉強会では、感動を共有するための一種の心構えのようなものを、私の体験を

通じて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。 

※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  嶺 義則 📩：UGK58629@nifty.ne.jp      📱：090-3532-0479 

              佐藤 淳 📩：sato.forest2807@gmail.com 📱：080-1081-1034 

                                               （佐藤(淳)記） 

 

■山こい倶楽部企画第 76回「幕山・南郷山」 

令和 3年 1月に企画し、コロナ禍で中止になりました幕山・南郷山です。今回のリーダーは辻さん、サブリーダ

ーは久保さんです。 

幕山公園の北、大石が平で新崎川の源流を見て、幕山・南郷山に登った後、川沿いに海抜 0ｍ吉浜海岸まで歩き

ます。山歩きに川の源流から河口まで辿るコースです。一歩一歩、歩いた足元を太平洋の渚が迎えてくれます。

山あり、海ありの陽だまり欲張りハイキングです。（辻さん記） 

  

日 時：1月 10日（月・祝） 

集 合：湯河原駅 3番バス乗り場 8：55（9：00バス乗車） 

行 程：湯河原駅バス～幕山公園～大石が平～新崎川源流～幕山(625m）～南郷山(610ｍ)～五郎神社(新年参拝)

～吉浜海岸～湯河原駅 

歩行時間：約 5時間 

歩行距離：約 9㎞ 

持ち物：お弁当・飲物・雨具・防寒具・その他登山に必要な物 

リーダー：辻 眞澄さん（090‐2228‐8335）  サブリーダー：久保典子さん（090‐5311‐1281）  

 

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。 

*  反省会をやるかどうかは状況によって判断します。 

* 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１月７日（金）までに松井(ma1950koji@yahoo.co.jp)までメールでお申し込みください。 

                                         (事務局 松井記) 

 

mailto:UGK58629@nifty.ne.jp
mailto:sato.forest2807@gmail.com
mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp)まで
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■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 

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） 

 

■森こい倶楽部第三十二回 ご案内 

以下、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：溝の口から千年（ちとせ）、開析と丘の保存木（川崎市高津区） 

日 時：2月 6日（日） 

集 合：JR南武線 武蔵溝ノ口駅 改札外 10:00 

リーダー：小池 一臣（27年） 

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
tel:090-8280-1816
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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: 開析谷戸の湧水 

申し込み：ご参加の方は、2 月 4 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 

 

川崎市と横浜市の間に広がる下末吉台地は、約 14～12万年前、海底に堆積した地層だそうです。その後の変動を

経て関東ローム層（火山灰土中心）が重なり標高 50ｍ程の高台となりました。地形面は、流水により谷が樹枝状

に細切れになりました（開析）。高津区溝の口から南に連なる、久本山・千年・子母口地区は開発が進んだもの

の、谷間には緑地、丘陵には古刹・史跡などの保存木と、豊かな自然が点在します。縄文海進で海が迫り、約 7

千年前の縄文時代の子母口貝塚付近では貝殻を見つける事が出来、日本書紀に登場する大和武尊と后の弟橘媛の

神体を祀る橘樹神社、古代の川崎市役所といわれる橘樹郡衙跡地は古刹影向寺と共に、川崎市初の国指定史跡に

なりました。神秘性やミステリーの溢れた空間を体験できる地区です。ギッタンバッコンとアップダウンが続き

ますが（高度差はあまりありません）、都度新しい見所に出会えるコースです。 

 

コース概要： 

武蔵溝ノ口駅🚻→兎坂→馬坂→久本薬医門→久本神社→大蓮寺→フィオーレの森→久本ターザンの木→江戸見桜

→堂坂→増福寺🚻→明鏡寺→杉山神社→川崎市民プラザ🚻（昼食）→日本庭園→養福寺→蛇坂→薬師院→新作八

幡宮🚻→影向寺→野川明神社🚻→濃満寺→たちばなふれあいの森→麹屋坂→たちばな古代の丘緑地（橘樹郡衙跡）

→中原街道蟻山坂→富士見台古墳→橘樹神社→伊藤家長屋門→乗蓮寺→子母口貝塚→🚏子母口住宅前→🚍→🚏

溝の口駅南口（解散） 

 

歩 行：約 8㎞、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 

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） 

5月 8日（日）第二週ですのでご注意ください。高座丘陵境川崖線トラストの森（大和市） 

                                         （事務局 久野記） 

 

■鳥こい倶楽部 202２シーズン 第 2回「境川遊水地公園」（案内人：山路洋護） 

2020年シーズン第 1回企画(2019 年 12月)で訪れましたが、今回は逆コースで観察したいと思います。 

「境川遊水地公園」は横浜市泉区、戸塚区、藤沢市にまたがって位置する、神奈川県立の都市公園（総合公園）

です。境川の治水のため 1990 年度から工事に着手し、俣野遊水地、下飯田遊水地、今田遊水地を公園として整備

してきました。2007年に一部開園し、2019年に 30ha で全面開園しました。冬になると多くの水鳥たちが集まっ

てきます。近くの「天王森泉公園」の里山では小鳥たちの混群を観察できるかもしれません。境川に合流する    

和泉川に沿って、野鳥を探しながら下飯田駅を目指します。 

 

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
tel:090-8280-1816
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日 時：1月 26日（水） 9：30～15：00頃 

集 合：小田急・相鉄・横浜市営地下鉄湘南台駅（小田急改札外） 9：30 

解 散：横浜市営地下鉄下飯田駅 15：00頃 

コース：湘南台駅（集合）→境川遊水地公園→情報センター（昼食）→天王森泉公園→和泉川→下飯田駅（解散） 

参加費：500円（CONE保険・資料代含む） 

装備など：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、マスクなど 

参加対象：JFIK会員、会員の家族、友人、知人など（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：2日前までにメールで中澤均 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 JFIK－MLでお知らせします） 

その他：途中で参加、途中で離脱も可能です（参加費は同じ） 

 

★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。 

・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 3回 2月 17日(木) 酒匂川・狩川(角田さん)  

・第 4回 3月 8日(火)※ 鶴見川と新横浜公園（吉原さん）  ※日程変更しました 

・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：1月 22日（土）14:00～15:30 

講 師：米山朗氏（全国森林インストラクター神奈川会） 

テーマ：「ZIBATSUのススメ～林業は道づくりから～」 

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 

  

mailto:2日前までにメールで中澤均h-naka@k04.itscom.net
mailto:fuhchi@fsinet.or.jp
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■名瀬谷戸の会 

＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：12月 4日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 48名（JFIK：10名 地元・地域ボランティア：9名、横浜メダカの会：7名、こども里山体験班：

15 名、新規会員：4名、見学；3名） 

作業内容：●久右衛門邸上部：集積除草ゴミの囲い作成 ●ゾーン１の斜面中腹のテラス状のエリア：草刈り・

片付けは水平部 8割終了、西斜面の片付け、水平部下部西斜面は終了。北斜面は半分終わり、南斜面（アジ

サイの上）未施工 ●モウソウチク伐採マーキング作業：今シーズン分の間伐対象エリア全部のマーキング

を終了 ●こども里山体験班：午前は農機具見学、冬芽・葉痕探し・ドングリ観察、焼きマテバシイの味見 

午後はタケの枝取り、タケ柵作り ●横浜メダカの会：メダカ池と名瀬川の水生生物調査 

 

作業 2回目 

日 時：12月 13日（月）9:00～15:00 

参加者：合計 14名（JFIK：8 名 地元・地域ボランティア：6名） 

作業内容：●午前中は、名瀬小 4年生の工作用素材集めに全員で対応した。 ●久右衛門邸上部で垣根作りとそ

の材料作り ●ゾーン 1：西斜面；終了 南斜面；終了 北斜面；次回に 

 

活動報告 

作業班とこども班共同でタケ柵作り 集合写真 

久右衛門邸上部で垣根作りとその材料作り 名瀬小 4年生が集合 
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作業 3回目 

日 時：12月 20 日（月）10:00～15：00 

参加者：合計 15名（JFIK：7 名 地元・地域ボランティア：8名） 

作業内容：●久右衛門邸上部の集積除草ゴミの囲い作成作業（しがら柵作成）及び園路と民有地の境界柵作

り ●ゾーン１：フラット面と西・北・南斜面の草刈りと片付けは終了、フラット面より鉄塔への草刈りは

2 メートル幅で終了、フラット面よりホウノキへの坂道の草刈りは途中まで 

                                             (福田記) 

 

■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～ 

日 時：12月 18日（土）、22日（水） 10：00～15：00 

参加者：一般 45名（18日 20名、22日 25名） 

スタッフ：鈴置、大橋、花田、佐藤（淳）、菅原、久野、日比野、田川、坂間（計９名） 

コース：京浜急行線金沢八景駅→瀬戸神社→琵琶島神社→姫小島水門跡→龍華寺→洲崎神社→野島（旧伊藤博文 

    金沢別邸、昼食）→平潟湾プロムナード→金龍禅院→金沢八景駅 

 

新型コロナウイルス感染症の再拡大が心配される中、11月に続き、今回も実施することができました。 

今回は、京浜急行金沢八景駅集合・解散で、平潟湾を一周し、金沢八景の自然や史跡を訪ねました。 

 金沢八景という名称は、江戸時代中頃、中国から招かれた心越禅師が、能見堂から見た平潟湾の景観を八編

の漢詩に詠んだことが発端で付けられたとのことです。 

江戸時代中頃までの金沢八景は、小さな入江や岬が入り組む

リアス海岸で、干潟も広がる、とても美しい景観を見せていた

ようです。今回は、往事の面影を探しながらの散策です。 

午前中は、瀬戸神社、琵琶島神社、姫小島水門跡、龍華寺、

洲崎神社など見学。さらに野島に渡り、旧伊藤博文金沢別邸を

見学しました。 

平潟湾と内川入江を繋ぐ瀬戸（海峡）の近くに造営された瀬

戸神社では、横浜市の名木古木に指定されたカヤ、ビャクシ

ン、ナギ、サカキ、イヌマキなどを観察しました。また、1680

年に暴風で倒れたビャクシンの倒木を見ることができました。 

琵琶島神社では、平潟湾にまっすぐ突き出して造られた参道を

ゾーン 1で草刈り 久右衛門邸上部で境界柵作り 

瀬戸神社 
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歩き、小さな橋を渡り、円形の島に造られた社殿へ。参道には、クロマツやマテバシイが、また、社殿の       

脇にはソテツが植えられていました。琵琶島神社付近の平潟湾では、アマモ場再生の活動が行われているそう   

です。 

龍華寺は砂州の上に位置するお寺で、徳川家康も参詣したと伝えられています。神奈川県重要文化財に指定   

されている梵鐘などを見ることができました。春は金沢区の花「牡丹」の花が奇麗なお寺です。 

午前中の最後は、野島で旧伊藤博文金沢別邸の見学になりました。手指の消毒、検温を行って入館。庭からの

眺めは素晴らしく、夏島から八景島、小柴の海食崖、そして房総半島の君津の工業地帯までが奇麗に見えました。

旧伊藤博文金沢別邸見学後に昼食としました。 

野島では、海岸近くに設置された海苔ひびを見ることができました。また、アメリカデイゴやモミジバスズカ

ケなどの樹木、オオバンやキンクロハジロなどの水鳥を観察することができました。 

午後は、太平洋戦争末期に海軍が航空機格納のために建設した掩体壕、いろいろな樹木が植えられている平潟

湾プロムナード、東日本大震災後に横浜市が建設した津波避難施設、金龍禅院を回り、金沢八景駅で解散としま

した。 

平潟湾プロムナードでは、ヒメユズリハ、タブノキ、ブラシノキ、トベラ、シャリンバイ、クロガネモチ、      

センダン、ネズミモチ、ソテツなどを観察しました。

果実を付けている樹木も多く、それぞれの特徴を比較、

観察することができました。 

今回、最後に訪ねた金龍禅院境内は、赤や黄色に色

づいた葉を残した落葉広葉樹、赤い果実を付けたマン

リョウ、赤や黄色の果実を付けたセンリョウなど、色

取り取りで綺麗でした。また、台杉に仕立てられたス

ギを見ることができました。 

金沢八景の名を世に広めたのが、江戸時代後期に、

歌川（安藤）広重が金沢八景の景観を描いた浮世絵「武

州金沢八景」八連作と言われています。金龍禅院の九

覧亭には、江戸時代後期、浮世絵を見た多くの人が  

金沢八景の美しい景観を眺めに来たそうです。 

両日とも天気に恵まれ、冬晴れの金沢八景を散策することができました。           （大橋記） 

 

■室内勉強会「ZIBATSU のススメ～林業は道づくりから」 

日 時：12月 10日（金）19:00～21:00 

講 師：米山 朗（30年） 

会議方法：Web (Zoom) 利用のオンライン会議 

参加者：須山、菅原、瀬尾、田中（真）、和田（昇）、吉無田、梶浦、関、渡邉、滝澤、西岡、豊川、羽田、

福田、嶺、佐藤（淳） 計 16名 

 

メーリングリストで 12月の室内勉強会のテーマは「ZIBATSUのススメ」と知り、目が釘付けになった。5年

前に、とある勉強グループで自伐型林業のことを学び、実際に高知県まで赴いて今回の勉強会でも出てきた中

島健造さんの話を聞き、四万十町で実際に自伐型林業に取り組んでいる方たちにもじっくりお話を伺い、森と

作業道を見せてもらったことがあった。グループのメンバーのうち私を含めた何人かが、これはいい！と、か

なり前のめりになり、まずはチェーンソー講習とユンボの免許だと、色めきだったことを憶えている。私も山

を買って道を作って木を伐り出す生活を考えたが、今は無理と諦めた。 

平潟湾プロムナードのソテツ 
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さて、今回の講師の米山さんが自伐型林業に興味を持ったのは、エネルギー問題がきっかけだったそうだ。

仕事で東日本大震災後の福島県相馬市を訪れると、昼間しか人のいない、まさにゴーストタウンが広がってい

た。世界はエネルギーで争っていると言われるが、その集約が福島だと感じたという。その後、使い続けるこ

とのできるエネルギーがあるのだろうかと地域発電も見てこられ、ある日出会ったのがバイオマスから始める 

林業について書かれた本。その著者の中島健造氏に連絡を取って講演会に参加、日本の持つ資源は森林だと聞

いて、確かにそうかも、と新しい視点を得られた。さらに環境問題に関心が広がり、森林インストラクター資

格にも巡り合ったそうだ。 

  

 

自伐型林業とは、家族や仲間のような小規模の組織で、持続的に森を成長させていく林業である。特長は、

成長量を越えない程度の間伐を繰り返しながら太い木を残して育て、森の木材貯蔵量を増やすことと、壊れな

い細い作業道の敷設。間伐材は主に C材（バイオマスなど）に、大径木は A材と呼ばれる無垢の建材として出

荷でき、事業を黒字化できる。堅固で細い作業道造りは自伐の要で、米山さんの資料に詳しいので、興味のあ

る方は是非ご覧になってほしい。幅員 2.5m以下の作業道を造り、2割以下の間伐に抑えれば、樹冠が開きすぎ

ず、森林内の風・雨・光を適切に保って、地面が崩れるのを防ぐこともできる。森林の蓄積量を増加させなが

ら機能を最大限に活かす手法だ。密植・多間伐・長伐期施業である。北海道の富良野の天然林でも林分施業法

という広葉樹林でも自伐的な施業が行われているとのお話はとても興味深かった。自伐型林と同様に作業道も

敷設されているとのことだ。この北海道の天然林では、小規模伐採を定期的に繰り返すことで、木材蓄積量を

徐々に増やす方法がとられているそうだ。 

自伐型林業推進協会 HP より 
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一方、従来までの一般的な施業は、森林組合のような大きな組織が山主から依頼を受けて行うもの。大型機械

を使い、何十年に一度の皆伐や 5 割から 8 割程度の列状間伐など大規模な伐採を行う。50年生程度で伐採した木

材は中途半端に細く、B材(合板、集成材用)、C材が主体となって採算が合わず、補助金漬けから抜けられない。

さらに大型機械が入るので、作業道は自伐型に比べて広い上、皆伐・大規模間伐で山の斜面がむき出しにされ、

地面が乾燥や雨にさらされて崩れやすくなる。大雨災害のあった熊本県の球磨川も過間伐が原因の一つと明らか

になっているそうだ。私が訪ねた四万十町の四万十川もかつてうたわれた清流とは程遠く、流域の荒い施業のた

め濁りに濁っていたことを思い出した。 

 

そして、米山さんの原点でもあるエネルギー問題。注目は、島根県で開発中の炭を使った蓄電池「炭 EDLC」で

ある。発火の危険性がなく、マイナス 30度でも使え、水に濡れても海水に浸かっても大丈夫、蓄電量の劣化がな

い、充電が早いといいことづくめ。竹炭も OK。身近な材料でできているのがウリだ。ただし、現在は容積がリチ

ウムイオン電池の 50倍、ほぼ手作りのため非常に経費がかかり、地元の松江市の街灯や、埼玉県で作られている

電気アシスト自転車以外、ほとんど実用化されていないとのこと。だが、価格が下がれば、地域発電と組み合わ

せて中山間地域のスマートグリッドに利用できるだろうと開発者は期待している。EVやスマートフォンのような

グローバルな市場に出なくても、地産地消のエネルギーを支える技術として、すごくいいアイディアだ。すでに

製法特許を取り、商標登録もされているので、技術を売ることで全国に普及していってほしいと思った。 

 

自伐型と一般的な施業を比べると、森林大国であり災害大国でもある日本には、どちらがふさわしいか明らか

だと思う。ヨーロッパや北アメリカなどの林業地と比べて山の傾斜がきつい日本では、木の搬出方法が常に問題

になるが、作業道の取り方を工夫することでかなりカバーできる。急な斜面の多い四国でもできていることがそ

の証しだ。水害や土砂災害も、土木工事に頼る防災だけでなく、森林の持つ「自然のダム」機能が市民レベルで

もっと語られていいし、林業が果たせる役割を期待する世論がもっとあれば、土をむき出しにするような施業は

減っていくだろうと感じた。 

森林を収奪するような林業ではなく、木の成長に合わせることで森が育ち、生産された木材がこれまでにない

役割を果たしていく。森が育てば二酸化炭素吸収量も多くなり、温暖化対策にもなる。そして災害対策にもなっ

ていく。自伐型林業が森林の良さを見直す原点回帰のようなきっかけになっていくとよいと思った。 

 

（米山さんの資料は次の URL から入れます。https://ml.jfik.org/member/?p=1251 会員専用 ID、PWでご覧く

ださい。）                                        （豊川記） 

 

 

富良野の樹海 東京大学北海道演習林 

写真は一見手つかずの森のようだが、過

去 60年間に 6回の択伐を、10年から 15

年に一度、森林蓄積の 7～17％相当する

量が伐採されてきた。 

 

森林蓄積量の変化 

 1969年 301㎥/ha 

 2018年 417㎥/ha 

https://ml.jfik.org/member/?p=1251
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■山こい倶楽部企画第 75回「百蔵山」 

日 時：12月 26日（日） 快晴 

場 所：百蔵山と猿橋 

活動時間：6時間 22分 ・歩行距離：13.8km ・登り 1149m 降り 1149m 

コース：猿橋駅（9：10）→大同山分岐→百蔵山（11：35－12：30）→コタラ山→猿橋駅（15：26） 

参加者：中澤(靖）、中澤(均・夫妻）、田川(裕)、山路、梶浦、引田、田口、久保、辻、境 計 11名 

百蔵山登山は葛野川を渡って舗装道路の急登から始まる。斜面に建てられた民家の石垣にはこの辺では珍しいと

思われるサボテンが生育しており赤い実が下がっていた。下山後に調べたらサボテンの実は食用に出来るそうだ。

市営グラウンドを過ぎたところで水分補給を行い最後の舗装急登を登る。この辺りから純白の富士山が見え始め

る。途中有料トイレがあり登山中最後のトイレを済ます。トイレ前が広場になっていて「トトロのオブジェ」が

置いてあり、登山者が富士山をバックに記念写真を撮っていた。

しばらく歩くと樹林帯となりやっと山道が始まる。30 分も登

ると視界が開け赤松林の向こうにドーンと富士山が聳えて見え

る。そこからコナラやミズナラなど落葉広葉樹の中を登り大同

山の分岐に着く。さらに赤松林の中のゆったりとした登山道を

登れば百蔵山の頂上である。頂上では特製の「山こいオデン」

に舌鼓を打ち、日本一の富士山で目の保養を行った。下山路の

百蔵山直下の道は落ち葉の下に石がある急降下で緊張を強いら

れた。やが

て平坦とな

った尾根を歩くと宮谷分岐となり猿橋へ向けて下る。この登山

道は大量の落ち葉が積み重なり、歩くとカサカサ、カサカサと

音がしてとても心地よい。もみの木の樹林を最後に舗装道路の

下山となる。舗装道路に出ると青い小鳥のルリビタキが出現し、

その姿を目で追って楽しんだ。この舗装道路は甲州街道へつな

がる木材搬出用の道路と思われるが現在使われている様子はな

い。木材の切り出し、間伐などで生活ができる環境の整備が必

要なのだろう。宮谷の集落を過ぎ中央道のカルバートをくぐる

と猿橋に着いた。猿橋では橋の構造、歴史などを学び、富士山の大噴火による溶岩流の末端をみて当時の噴火の

凄さを感じることが出来た。                                 （境 記） 

 

  

トトロ 

富士を望む 

猿橋 百蔵山山頂 
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■鳥こい倶楽部 2022シーズン 第１回「昭和記念公園」 

日 時：12月 12日（日） 快晴 

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）→

花木園→立川ゲート（鳥合わせ）→あけぼの口（解散） 

参加者：(案内人)中澤(均)、鈴木(康浩)、*樋口(仁)、*樋口(浩)、梶浦、田川(裕)、山路、角田、白木、福田、

*中澤(美) 以上 11名  (順不同、敬称略、*:一般) 

 

集合場所の西立川駅の広場には青空が広がり、12月にしては穏やかな天候の中、観察会をスタートしまし

た。駅に隣接する西立川ゲートから入ると正面が「水鳥の池」です。まずはカモ達の賑わいで探鳥を始める予

定でしたが、水面は意外とがらんとして静か。よく探すと葦の根元に留鳥のカルガモのほか、冬鳥のマガモ、

ヨシガモ、キンクロハジロなどがぽつりぽつり。暖冬の影響なのか、冬のカモ達はまだ十分には揃っていない

ようでした。でもカワセミが 2羽一緒に現れてくれ、池の周りではやモズ、セキレイ達もやってきました。 

「水鳥の池」をあとに、「トンボの湿地」を目指します。途中、もみじ橋からクリークを覗くと、カシラダカ

やジョウビタキの姿を確認できました。渓流広場では高木の冬枯れの枝にとまるツグミやシメをスコープでし

っかり見る事ができました。 

いつも小鳥の多い「トンボの湿地」は、今日は静まり返っています。 

それから「こもれびの丘」や富士山展望所を経由して「日本庭園」へ。こ

こまで野鳥がやけに少ない様に感じられます。「日本庭園」内を一周（写

真：日本庭園の雪つり）。その後古民家が移築されている「こもれびの里」

を経由、その上にある休憩所付近の草地で昼食休憩としました。 

午後は一旦砂川ゲートに向かい「こもれびの池」を一周しましたが、ア

オサギを間近に見られただけでした。その後「みんなの広場」の東側の遊

歩道経由で「水鳥の池」に戻りました。ここでは、池に隣接する「花木

園」のアキニレに飛来するアトリやカワラヒワを観察できました。 

最後に「あけぼの口」に向かい、噴水のあるカナールで記念撮影（写

真：集合写真）、「立川ゲート」で本日観察できた鳥を確認する「鳥合わ

せ」を行いました。その後立川駅に向かう「あけぼの口」で解散としまし

た。                         （中澤(美)記） 

 

本日確認出来た野鳥：アオサギ、オオバン、カイツブリ、オカヨシガモ、

ヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、キンクロハジロ、オオタカ？、

キジバト、コゲラ、カワセミ、シジュウカラ、メジロ、エナガ、モズ、ウグ

イス、ヒヨドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ツグミ、ジョウビタキ、

スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カシラダカ、アオジ、

アトリ、カワラヒワ、シメ 以上 32種 番外 ガビチョウ、ドバト 

 

■森こい倶楽部第三十回記念 

日 時：12月 5日（日）晴 

集 合：JR根岸線 根岸駅 改札外 10:00 

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） 

プラス Oneテーマ水:千代崎川 暗渠 

参加者：梶浦、山路、佐野、鈴木（康）、引田、吉無田、高田、田川（裕）、白木、山内、皆川、岡部（桂）、篠田、吉原、

会員外 1、久野、小池、広川、石川、以上 19名 

集合写真 ＠ 立川口 

日本庭園 
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開催概要 

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） 

 

今回は、皆さんと横浜の中心に近い「本牧」「山手」「山下」を自然、

歴史、文化を通して観察・想像しながら歩きました。集合は根岸駅、

そこから 10分ぐらいバスで移動します。本牧原で下車、開会式後 2班

に分かれて出発です。「本牧」は、ご承知のように戦後米軍に接収され

た地域が多く、1982年に返還されるまでアメリカでありました。初め

に「本牧頂上公園」まで少し上ります。崖が多く入り組んでいる地域

です。ひと汗かいて頂上へ。ここには「ヨコハマヒザクラ」の原木が

ある公園です。残念ながら開花は先なので、皆であの鮮やかなピンク

を想像して愛でました。この他、ヤシャブシ、ツルソバ、とても大き

く成長したウバメガシなどを観察しました。次はお茶で名をはせた大

谷嘉兵衛の碑がある天徳寺へ。碑のみならず、多くの植物を観察でき

ます。さて、ここから「本牧十二天」を目指します。横浜にお住まい

でもご存じない方が多い場所です。こちらはペリー提督の海図に「マンダリンブラフ（赤い崖）」と記されていた場所で

す。少し裏手に回りますと今はコンクリートで固められた擁壁になっていますが、その当時は赤い崖がむき出しだった

のでしょう。ココで目を閉じるとペリー提督に会えるかもしれません。こちらから「山手」に向かいます。途中「ワシ

ン坂」を上ります。ほぼ海抜ゼロから 40mくらい上ります。ブラフ積みの石垣を左手に見ながら登ります。ガンバレ！

登り口に「湧水」が出ています。残念ながら飲用不可とありました。ワシン坂病院を過ぎた辺りから住宅地に入ります。

「山手」は幕末から 1899年まで外国人居留地でした。その流れなのでしょうか、とてもおしゃれなお住まいが多く見と

れてしまいます。海側が開ける場所があり、港を一望できます。下を見ると「崖」です。本牧からずっと崖が続いてい

るのです。ようやく港の見える丘公園です。バラ園の中で、まだ咲いていたバラを見ながら昼食をとりました。大きな

日時計があり見方がよくわからなかったのですが、白木さんが日時計の見方を分かりやすく説明して下さり、感謝しき

りです。ここから映画「コク

リコ坂から」に出てくる国際

旗旒信号を確認し高さ 18mの

ガンダムを一望して、フラン

ス山から「山下」に向かいま

す。ここまででは、カラスザ

ンショウ、ムクノキ、モミジ

バフウ、センノキ、などを観

察しました。 

本牧山頂公園 

トベラ果実 ハツユキツユクサ 
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山下公園近くは、横浜の地名の由来になった「横に伸びた長い浜」あった場所です。吉田新田や太田屋新田などの開発

を経て、海外との接点となった横浜は関内で外国人貿易商（今だとビジネスマン？）が闊歩し、港ヨコハマが大きく成

長した原動力となりました。象の鼻や赤レンガを見ながら明治を感じます。シルクで賑わった頃に出来た旧横浜生糸検

査所附属倉庫事務所や専用倉庫跡にザ・タワー横浜北仲の「無料展望台」に向かいます。地上 200m弱からの展望は素晴

らしく、森こいで訪れた場所がすべて確認できます。丹沢は勿論、富士山も手に取るように望めます。この景色で、今

日の疲れも吹っ飛びました。今後もヨコハマのみならずあちこち訪れて、五感を総動員し思いを巡らして観察の幅を広

げられればと思っています。ご参加ありがとうございました。                  （石川(雄一)記) 

 

 

■お話サロン（鎌倉） 

日 時：令和 3年 12月 18日（土）14:00～15:40 

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 

 

概 要： 

「愛川ふれあいの村」は神奈川県立の施設で年間 13 万人の県民を受け入れているとのこと。石川さんはここで

自然とのふれあいを実践し、活動されているそうです。自己紹介で、花、虫、鳥も、爬虫類も、生きているもの

は何でも好きで興味の対象であるとのこと。 

お話は「絶滅」の定義から、すでに絶滅した種のこと、人類との関係性、絶滅危惧種の保護の必要性等々へ。

絶滅を危惧される度合いで緊急性を分けていること。絶滅危惧種には入らないものも危惧に移行する可能性のあ

る種等々。石川さんが撮られた多くの写真は、植物、蝶、トンボ等の昆虫、タカ、アオバトなど鳥類、又カエル、

マムシなど等実に多数。 

「ある種が絶えるとそれを食べていた種に影響する。」地球上の生物は全て有機的に結びついており、互いに依

存し影響しあっている。その生物界全てを見つめる「人の心が大事」。その心が無ければ「風致も変わってしまう

のでは」そうならない事を祈ると締めくくられました。石川さんは分け隔ての無い本当の生き物の味方、今後と

も森林インストラクターとして大いに活躍して頂きたいものです。             （花本孔史 記） 

北仲タワーからのパノラマ 
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「ヤビツの森」は、2010年に神奈川県の「定着型ボランティア」として当会が登録され、水源林再生事業として活動を開

始しました。丹沢ヤビツ峠の西方に位置し、面積約 0.8haの傾斜地で、事業開始時は皆伐後の植樹が鹿の食害でススキ

原化した山地でした。2010年 7月の現地調査に始まり、2011年 3月に第 1回植樹祭を開催しました。その後毎年 3月、

第７回までの植樹祭で、予定地に約 860本の植樹を完了しました。更に下草刈り、シカ柵の補修など保全活動を継続、

足掛け 10年以上に渡り森林再生に取り組んでまいりました。その樹木達は順調に育って来ております。2021年 7月の

保全活動を最後に一旦事業完了としました。これまでの活動を年表と会報掲載の写真で振り返ります。 

「ヤビツの森」年表 （【 】内は会報掲載号を表わします。詳細は会報をご覧ください） 

年月日 【会報】 イベント・トピックス 

2010.7.26 【29】 ヤビツの森検討会開催（神奈川県・トラスト財団・他団体と現地調査・意見交換） 

2010.9.25 【31】 第１回現地踏査 

2011.2.26 【36】 第１回植樹祭現地準備作業（植樹予定地の刈払い、地ならしなど実施） 

2011.3. 5 【37】 第１回植樹祭 地元秦野市の小学生など招待客 60名、JFIK19名が参加 

ヤマハンノキ、ミズナラ、ブナなど 7樹種、計 240本を植樹 

2011.3.11 【37】 東日本大震災発生 

2012.3.11 【49】 第２回植樹祭 約 20cmの降雪あり。寄せ植え 19箇所と単植えで計 170本植樹 

進和学園からの 13人を含む合計 29人が参加。東日本大震災の発生時刻に合わせて黙祷実施 

2013. 3.17 【61】 第３回植樹祭 神奈川山林種苗組合からの根巻きの苗 50本、進和学園からの苗 50本 計 100本

植樹 

2014.3.23 【73】 第４回植樹祭 キハダ、ヒメシャラ、マユミ、ヤマザクラ、ヤマボウシ、イロハモミジ、ケヤマハンノキ、 

ミズナラ、ウリハダカエデ、アオダモ、モミ 11樹種、計 100本植樹 

2015.3.15 【85】 第５回植樹祭 キハダ、ヒメシャラ、マユミ、ヤマザクラ、ヤマボウシ、イロハモミジ、ウリハダカエデ、 

イタヤカエデ、シオジ、カツラ 10樹種、計 100本植樹 

2016.3.13 【97】 第６回植樹祭 イタヤカエデ、イロハモミジ、エゴノキ、ミヤマヤシャブシ、ヤマザクラ、ヤマボウシ（以 

上各 10本）、マメザクラ、コブシ（以上各 20本） 8樹種、計 100本植樹 

2017.3.18【109】 第７回植樹祭 イロハモミジ、ヤマザクラそれぞれ 25本 計 50本植樹 

2017.4.15【110】 

～ 

2021.7.17 

保全活動 トリカルネット外し、下草刈り、作業道保全、シカ柵の補修などを継続実施 

2019年 9月台風被害でアクセス林道が崩壊、作業小屋の広場まで車で入れなくなる。 

この間天候不順やコロナ禍などで度々中止に追い込まれ、2021.7.17の活動が最後になりました。 

 

  

第１回植樹祭 集合写真(2011.3.5) 

初めての植樹祭に 79名参加、7樹種・240本を植樹 

第２回植樹祭 集合写真(2012.3.11) 

約 20cmの積雪の中、29名参加、170本を植樹 
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第３回植樹祭 集合写真(2013.3.17) 

山林種苗組合、進和学園からの各 50本を植樹 

第４回植樹祭 植樹地(2014.3.23) 

モミを含む 11樹種、100本を植樹 

  

第５回植樹祭 植樹地(2015.3.15) 

キハダなど 10樹種、計 100本を植樹 

第６回植樹祭 集合写真(2016.3.13) 

イタヤカエデなど 8樹種、計 100本を植樹 

  

第７回植樹際 植樹作業指導の様子(2017.3.18) 

最後の植樹祭でイロハモミジ、ヤマザクラ各 25本を植樹 

ヤビツの森全体像 (2015.11.5) 

  

 今後は遠くから「ヤビツの森」の成長を見守っていきたいと思います。植樹地の保全活動は、秦野市への申請により再開

可能です。「ヤビツの森」で是非保全活動をやってみたい方が居られましたら、JFIK事務局に連絡下さい。(中澤（均）記) 
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シラカバ 

R2 水井 英茉  

横浜市内にある祖母の家の庭には、真っ白でとても立派なシラカバの木がある。小学生の頃、本来ならシラカ

バの木は長野県などの寒い地域に生えると知って、「私のおばあちゃん家は横浜にあるけど、長野県のシラカバの

木と同じくらい、真っ白なシラカバの木があるんだよ」と友達に自慢していたのを覚えている。 

祖母の家にあるシラカバの木は、その昔、祖父と母が植木市で買ってきて 4 本ほど庭に植えたのだそうだ。私

が物心つく頃にはシラカバの木があって、小さい頃はシラカバの木の皮をよく剥いで遊んでいた。祖母や木にと

っては迷惑だったのかもしれないが、小さい頃はどれだけきれいに、どれだけ長く木の皮を剥げるかに全力を注

いでいた。 

あるとき、庭にあるシラカバの木の本数が増えた。祖父と母が植えたシラカバの木によって、新しいシラカバ

の木の芽が出たのだ。それを知ったとき、「シラカバの子どもができるなんて」と家族全員で驚いた。それからし

ばらくすると、元々植わっていたシラカバの木は伐られてしまった。木の内

部が腐ったり、アリが巣食ったりして枯れてしまったためだ。今思えば、シラ

カバの生存戦略だったのかもしれない。現在はシラカバの木が伐られる前に

芽を出した、シラカバの若木が祖母の家の庭に生えている。 

伐られたシラカバの木を見たとき、ふと思った。なぜ、木の内部が腐ってし

まったのだろう。もし、病気だったのであれば、どうしたら防ぐことができた

のだろう、と。 

私が大学で森林について学びたいと思ったきっかけである。 

大学で森林について学んで、私は森林について何も知らなかったというこ

とを知った。例えば、大学で森林について学ぶまで、私は木を伐ることは悪いことだと思っていた。しかし、実

際はそんなことはなく、木を伐った後

に木を植えないことが問題だと教わっ

た。言われてみればその通りである。 

山登りが趣味の友人に連れられて丹

沢などの山に登ると、「林床が暗く、

下層植生が少ない」や「近年シカが増

えて食害も増えている」など、大学で

教わったことは本当のことなんだと実

感することが多い。 

大学で森林について学ぶにつれ、

「多くの人は私と同様に、森林につい

て知らないのではないだろうか」と思うようになった。多くの人に森林につい

て伝えるにはどうしたらいいのだろうかと考えていたところ、森林インストラ

クターという資格を知り、「これだ！」と思った。そしてこの度合格することが

できた。 

昨年はなかなか都合がつかず、JFIKの活動に参加することがかなわなかったので、今年こそは参加したい。 

リレーエッセイ 
 

伐られたシラカバの木の枝 

矢倉岳 

鍋割山のシカ 
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書 名：知るほど楽しい鎌倉時代 

著 者：多賀譲治 

挿 絵：中西立太 

発行所：理工図書株式会社 

初 版：2011年 1月 21日 

価 格：2600円（＋税） 

内 容 

本書は、著者のインターネットを利用した双方向学習「鎌倉時代を

勉強しよう」を元にしています。本サイトには小中高校生から多く

の質問が寄せられました。例えば「銭一文は今のいくら？」「庶民

は何を食べていた？」「離婚手続きはあった？」「女性の権利は？」

など多種多様でした。本書は 3 千を超える質問とその回答をベー

スに、小学 6年生から大人までを対象にして書き起こされました。

「幕府のできる過程・仕組み・滅亡の原因」という基本から、武士・

庶民・貴族の生活や宗教のこと、さらには交通のこと、経済のこと

など鎌倉時代を知るうえで必要な事柄が盛り込まれています。人々

の息づかいまで感じられ鎌倉時代を立体的に、より身近なものとして理解できます。 

また、挿絵担当の中西氏は緻密でしっかりした時代考証を積み上げる歴史情報画の第一人者です。オールカラー

の挿絵も見逃せません。 

JFIK 活動の場として欠かせない「鎌倉」をより楽しく、より深く理解するには絶好の書です。また、「鎌倉」は

今年の NHK大河ドラマ「鎌倉殿の 13人」の舞台でもあります。                    （狛） 

月刊ブックレビュー 

冬：青い空に白い枝がよく映える 夏：シラカバの若木 
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会員異動 

＜12月度の会員異動＞ 12月27日現在  会員数156名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

日 時：12月27日（月）19：00～21：00 

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7名 計18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。 

 

第 7 回（令和 4 年度）通常総会開催通知  

下記の通り通常総会を開催します。議題等詳細は、会報 2 月号、ML にてお知らせします。  

日 時：令和 4 年 2 月 19 日（土）18:00～19:00  

方 法：ZOOM 利用のオンラインミーティング 

 

会費納入のお願い 

令和 4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 4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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記事・写真等の無断転載を禁じます。 

掲 示 板 

あけましておめでとうございます

昨年は、皆様の多大なるご協力

を頂き無事に会報を発行するこ

とができました。今年もどうぞよ

ろしくお願いします（梶浦） 

編集後記 

今年も梶浦編集長のもと、より見

やすいレイアウトを心がけたいと

思います。どうぞよろしくお願い

いたします！ (松山)  

mailto:amelieamelie92@gmail.com
mailto:editorial@jfik.org
mailto:info@jfik.org
mailto:w-fukuda@mrj.biglobe.ne.jp

