
   

 

 

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 2月の定例活動は、2月 11日（金･祝）、26 日（土）に予定されていますが、コロナ対応により実施さ

れるか不明です。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 2月、3月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：2月 5日(土）、14日(月）、21日(月）、3月 5 日(土）、14日(月）、22 日(火） 

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

 

★■フォレスト21「さがみの森」 

さがみの森の定例作業は、2月12日(土)、27日(日）に予定されていますが、コロナ対応により実施されるか不明

です。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) 

 

 
     目 次 

 
   1P 活動予定 

   6P 活動報告 

  16P リレーエッセイ 

  18Ｐ 月刊ブックレビュー 

  19P 掲示板 

  19P 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/ 

 

雪をかぶるロウバイ ＠ 長津田   （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 2 月、3 月中止のお知らせ 

新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、一般参加者及びスタッフの安全を考え、「神奈川の身近な自然を訪ねて」

2月、3月の活動を中止いたします。 

尚、4月以降につきましては、実施出来る状況になりましたら、ホームページ等でお知らせいたします。（大橋記） 

 

★■四季の森公園「自然を訪ねて～冬の野鳥」 

 今年度最後の四季の森公園「自然を訪ねて」観察会が下記の通り実施されます。冬は木々の葉が落ちて、森の見

通しがよくなっています。また、冬にしか見られない鳥もまだ残っています。種類豊富で色とりどり、皆様どう

ぞご参加ください。下見だけの参加も歓迎します。下見は、まん延防止等重点措置期間中ですが、本番の中止決

定がない限り実施いたします。 

日 時：下見 2月 13日(日）10：00～12：00 

    本番 2月 20日(日）10：00～12：00（9：45より受付） 当日下見はありません。 

集 合：県立四季の森公園 北口管理事務所前 

参加申し込み：下見 資料用意の都合上、前日までにリーダーにご連絡をお願いします。  

       本番 公園に電話または直接管理事務所窓口へ 四季の森公園 TEL.045-931-7910  

          申し込み期間 2月 13日(日)～2 月 19日(土)…公園 HP等でご確認ください。 

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） 

 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年） 

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 77回「大丸山〜大平山」 

「瀬上市民の森～横浜自然観察の森～鎌倉天園ハイキングコース」 

コロナの感染拡大が続いていますが、野外での活動のため感染リスクは少ないと考えられますので山こいを提案

します。今後の状況によって中止もありますのでご了承ください。 

今回のリーダーは山路さん、サブリーダーは境さんです。 

 

mailto:UGK58629@nifty.ne.jp
mailto:sato.forest2807@gmail.com
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瀬上市民の森から、相模の国と武蔵の国の分水嶺でもある尾根道を経て、横浜市最高峰の大丸山（156ｍ）に登り、

横浜自然観察の森へ立ち寄り、天園（六国峠）に向かいます。ここで、鎌倉アルプスの名で親しまれている鎌倉

市街の背後を東西に走る尾根道に合流します。鎌倉市最高峰の大平山（158ｍ）はすぐです。覚園寺分岐で寄り道

をして、鎌倉一のやぐら群として知られている百八やぐらを覗きます。建長寺裏口の半増坊を左にやり過ごして、

尾根道を下り一山越すと、北鎌倉駅に至る車道に出ます。 

真っ白な富士山、伊豆、箱根、丹沢の山なみ、紺碧の相模の海の眺望を期待しましょう。      （山路記） 

 

日 時：2月 27日（日） 

集 合：JR大船駅北口（笠間口）改札外 

集合時間：8：30（8：45発のバスに乗車します） 

行 程：大船駅(バス)→山手学院入口～瀬上市民の森・池の下広場～道場丸広場～いっしんどう広場～大丸山～

横浜自然観察の森～天園～大平山～百八やぐら～十王岩～展望台～北鎌倉駅 

歩行時間：約 4時間 

持ち物：お弁当・飲み物・雨具・防寒具・その他登山に必要な物 

リーダー：山路洋護（090‐5446‐6269）   サブリーダー：境実（090−7812−9809）  

 

注意事項： 

*  発熱、濃厚接触者など、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ャルディスタンス

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２月２４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） 

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 

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
tel:090-8280-1816
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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🚻→能満寺→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） 

 

■森こい倶楽部第三十三回 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：弘明寺から「かなさわ道」の名木古木・史跡（横浜市南区・保土ヶ谷区）  

日 時：3月 6日（日） 

集 合：京浜急行 弘明寺駅 改札外 10:00 

リーダー：広川 一久（26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:旧河道を探る  

申し込み：ご参加の方は、3 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 

 

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
tel:090-8280-1816
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今回も NHK大河ドラマ「鎌倉殿の 13人」所縁の地も巡ります。東海道保土ヶ谷宿から「かなさわ道」、北向地

蔵でわかれる「くめう寺道」周辺を訪ねます（逆コース）。奈良時代に開創され、源頼朝から源将軍家累代の

祈願所となった弘明寺観音・その寺林であった弘明寺公園の深い樹叢と眺望、アカガシ・スダジイ・ケヤキ・

カヤなど横浜市名木古木が茂る古刹を巡ります。北条政子、所縁の井戸に思いも馳せます。縄文海進では古大

岡湾となった大岡川流域でもあり、開析谷の急峻な宅地と緑地の織り成す横浜市独特の情景も体感できます。

清水ヶ丘の丘に上がれば、東京湾から房総までの眺望が広がります。太田道灌の屋敷（南太田）吉良家の城

（蒔田）後北条忍者服部氏もいたという陣屋（永田）など、現存していませんが地名が現在でも残る地域で

す。近代になって埋められてしまった、六ッ川・永田川などの河道も探ります。井土ヶ谷事件・元芸者見番町

内会館・横浜商業高校（Y校）・首都高アーチ橋・近代水道獅子頭共用栓・人が通れる水道隧道など近世のイベ

ントも体験します。都会ならではの森こい、自然と歴史文化が織りなす道草をお楽しみください。 

コース概要： 

弘明寺駅🚻→弘明寺観音堂🚻→弘明寺公園🚻→糸縄神社→平戸桜木道路→定光寺→旧六ッ川河道→乗蓮寺→住

吉神社→旧六ッ川河道→井土ヶ谷町内会館→井戸ヶ谷事件の碑→大岡川→横浜商業ボート部→南区南センター

🚻・下の前公園（昼食）→大光寺→横浜水天宮→獅子頭共用栓（近代水道遺構）→首都高アーチ橋→大原隧道→

清水ヶ丘公園（ゆずの木）🚻→南太田四丁目公園→かなさわ道→北向地蔵→石難（いわな）坂→御所台の井戸（地

蔵尊）→庚申塔群→福聚寺→金沢横丁道標→旧東海道→高札場・問屋場・助郷会所場跡→保土ヶ谷駅🚻（解散） 

歩 行：約 7㎞、アップダウンが一部あります。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 

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） 

6月 5日（日）三浦一族・衣笠城址の森から花菖蒲園（横須賀市） 

                                         （事務局 久野記） 

 

 

■鳥こい倶楽部 2022シーズン第 3回「冬の酒匂川と河口」（案内人：角田昌司） 

小田急線富水駅を出発して、酒匂川、狩川をたどり、河口まで下ります。 

酒匂川は、富士山東麓と丹沢山地西南部を水源とする二級河川で、足柄平野を南下し、小田原市で相模湾へと注

ぎます。川沿いに群れる冬鳥たち、運が良ければミサゴ、チョウゲンボウ、オオタカなどのワシタカ類も見られ、

取水堰や河口付近ではカモ類、カモメ類も観察できます。往復で 10kmほど歩きますが、なだらかな舗装路です。

富士山と箱根山系を眺めながら、ゆっくりと歩きましょう。 

 

・日 時：2月 17日(木) 10：00～15：00頃 

・集 合：小田急線 富水駅（改札外）10：00 

・解 散：小田急線 蛍田駅 15：00頃 

・コース：富水駅（集合）→小田原アリーナ→酒匂川スポーツ広場（昼食）→酒匂川河口→酒匂川スポーツ広場

→狩川しらさぎ公園→蛍田駅（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 
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・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、前日夕方までに 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 4回 3月 8日(火) 鶴見川と新横浜公園（吉原さん） 

・第 5回 4月 10日(日) 葛西臨海公園（中澤(均)）  

・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） 

開催は、奇数月ですので 2月はありません。 

 

 

■令和 3年度新規合格者歓迎会 

日 時：1月15日(土) 10:00～15:00 

天 気：曇のち晴 

場 所：泉の森（大和市） 

幹 事：藤本、鈴木(淳)、豊川（R2年） 

参加者：29名（内、新規合格者：7名） 

  新規合格者：岡村寛、加納裕美、久次米久美子、蔵田裕子、高田裕司、寺本良太、鳥越まり子 

 

（１）オリエンテーション（10:00～12:00） 

参加者：20名（内、新規合格者：6名） 

活動報告 

file:///C:/Users/kajiura/Desktop/167号2月号/h-naka@k04.itscom.net
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冒頭に新型コロナ感染症への対策について注意喚起がなされ、藤本幹事の進行のもと、当会の組織や活動の詳

細について順次説明がなされた。アジェンダは以下の通り、それぞれ 5～10分枠で途中休憩をはさんで進められ

た。（以下、敬称略） 

1. 理事長挨拶（田中(真)） 

新規合格者への祝意と今後の活躍への期待を述べられまし

た。尚、神奈川県在住の令和 3年度新規合格者は 12名。 

2. JFIKについて（田中(真)） 

会員数の推移、NPO法人化の経緯など、JFIKの歴史、目的、

組織について説明。森林保全活動と森林環境教育を通じた

社会貢献を目的として、研修の場、活動の場、情報交換の場

を提供しています。 

3. 森林保全部会（和田） 

6つの支援事業（ヤビツの森、名瀬の里山、さがみの森、湘

南の森、鎌倉風致保存会、緑のダム北相模）について説明。丹沢で巨樹巨木調査も実施しています。 

4. 名瀬谷戸の会（田中(真)） 

会員約 130 名。里山の原風景がある。横浜市に認定されており小学校の授業で利用されることも。毎年の多

くの筍を駆除
、、

しています。 

5. 森林教育部会（久野） 

主催観察会（神奈川の身近な自然を訪ねて、身近な自然を学ぼう、四季の森公園の自然を訪ねて）、受託観察

会、シニア大学講師、かながわジュニアフォレスター教室、学校環境教育について説明。教育と教養を大切

にしましょう。 

6. 室内勉強会（嶺） 

一昨年からオンラインで開催。同じ興味や得意分野で会員同士つながりを持つことができます。積極的に参

加して活用してください。講師をやることでスキルアップできます。 

7. 他団体連携（田川） 

日本森林インストラクター協会について説明。昨年は子ども森林インストラクターを実施。今後も継続しま

す。 

8. 山こい倶楽部（松井代理 梶浦） 

月 1回の活動。毎回テーマを設定。山好きが多い。誰でも参加できるのでぜひ参加してください。 

9. 森こい倶楽部（久野） 

月 1回の活動。地理や歴史・文化も含めて都会に近い自然を観察します。気軽に参加してください。 

10. 鳥こい倶楽部（中澤） 

12月から 6月にかけて活動。趣味としてのバードウォッチング、野鳥保全活動への理解、自然観察会向けの

学習などに活用してください。 

11. 鎌倉風致保存会（山路） 

「お話サロン」を定期開催。人前で話をするよい機会になります。 

12. 事務グループ（福田） 

JFIKの運営、細則、会計、会員特典について説明。事務グループは、事務局、会員・通信、会計、会報、ホ

ームページの各担当で構成される。JFIKを支える大切な活動を担っています。 

13. ホームページ＆メールアドレス（中澤） 

ホームページに掲載された JFIKのトレードマークについても説明。補佐メンバーを募集しています。 

 

理事長挨拶 
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14. 会報（梶浦） 

例年、新会員にリレーエッセイに投稿いただいています。 

15. 安全（梶浦） 

安全第一。屋外での注意事項について説明。安全講習会の受講、保険の加入を推奨します。 

16. 自己紹介（新規合格者） 

6名の新規合格者が、森林インストラクターを目指した動機やこれまでの活動、興味ある分野などを交えて自

己紹介を行った。 

 

（２）自然観察会（13:00～15:00） 

参加者：27名（内、新規合格者：7名） 

こならの広場に集合。集合写真を撮影し、午後からの参加

者を含め改めて新規合格者の自己紹介を行った。その後、9

名ずつの 3 班（リーダー：藤本、鈴木(淳)、足立(正)）に分

かれ、班内での自己紹介ののち観察会を開始した。当日は午

後になって日差しが降り注ぎ風もなく格好の観察日和とな

った。 

 

泉の森は大和市の中央西寄りに位置し、面積約 42ha と市

内最大の緑地である。園内の「大和水源池」は引地川の水源

となっており、その流れは藤沢市を縦断し鷺沼海岸から相模

湾に届く。水源池を含む約 10haが水源涵養林として県下で

保全されている。また、園内には 4つの池があり、草柳とい

う地名が示す通り水場に恵まれたエリアが充実している。最

大の「しらかしの池」とその周囲は多様な生物の生息場所と

なっており、加えて豪雨時の調整池（最大 75,000t）として

の機能も有している。また、相模野台地の往時の植生を残す

「大和のシラカシ林」は県指定天然記念物となっている。 

 

今回の観察コースは次の通り。こならの広場→しらかしの

いえ（前庭）→展望デッキ→しらかし広場→中池周辺→八ツ橋デッキ→ホタルの小川（246高架下）→売店前（小

休止）→郷土民家園→こならの広場。ここで観察した生き物たちを分類せずに以下に記す。 

・しらかしのいえ～展望デッキ：クマザサ、メジロ、ムラサキシキブの裸芽、エノキ（こも巻き）、ヤエムグラ、

オオカマキリの卵、ヨコバイの幼虫、ドロバチの巣、クロモジの花芽、タマノカンアオイ（鉢植）、ムクロジの実、

ワカケホンセイインコ、ツグミ、シロハラ 

・展望デッキ～中池：カワセミ、カイツブリ、コサギ、ゴイサギ、色鮮やかなミズキの冬芽、コサギの飾り羽 

・中池～八ツ橋デッキ：シロダモ、カエデの実に集まるアオジ、メジロ、エナガ、シジュウカラ 

・八ツ橋デッキ～ホタルの小川：トウネズミモチ、フモトシダ、ナミテントウ、コガモのつがい、ハンノキ、ヒ

トツバハギ、キセキレイ、ジャコウアゲハの蛹、カメノコテントウ 

集合写真 

自己紹介 
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・ホタルの小川～郷土民家園：トウカエデ（龍のうろこ様）、イノデ、フユシャク（自販機に留まる）、ケヤキの

大木、ムラサキツバメ、ヒラタグモ 

・郷土民家園～こならの広場：サクラの花、シロヤマブキの

実、リョウメンシダ、ノキシノブ 

足立班は要所要所で鳥や虫やシダに詳しい諸先輩方に解

説いただきながらゆっくりと観察コースを巡っていたが、

そのうち時間が足りなくなってしまい最後は急ぎ足で集合

場所のこならの広場に戻った。 

 

観察会の終了後、新規合格者から、「プレッシャーもある

が楽しんで学んでいきたい」、「冬の観察でも知識を蓄えて

向上したい」、「植物や昆虫の知識を教えてもらえて楽しか

った」といった感想や抱負が述べられた。最後に一本締めで

歓迎会を締めくくった。 

1 年前は新型コロナ感染症の感染者数が急増していた状

況もあり、R2期の歓迎会はオリエンテーションのみのオン

ライン開催でしたが、今年は観察会をともなうリアルな場

での開催となり、参加された新規合格者の方々にとって何

よりの歓迎会になりました。          (羽田記) 

 

 

 

 

水場の観察 

林内の観察 

ムラサキツバメ ジャコウアゲハ（蛹） 

アオジ これは何でしょう？ 
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■名瀬谷戸の会 

＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：1月 8日(土）前日の雪のため中止 

 

作業 2回目 

日 時：1月 17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：●午前中は、全員で安全研修 ●久右衛門邸竹林の西側のマーキングされた 17 本のモウソウチクの

伐採 ●久右衛門邸上部の園路と民有地の境界柵作り 

作業 3回目 

日 時：1月 24 日(月）10:00～15：00 

参加者：合計 14名（JFIK：7 名 地元・地域ボランティア：7名） 

作業内容：●午前中、前回不参加の 4 人の安全研修 ●ピザ窯周辺のマーキングされた 14 本のモウソウチクの

伐採 ●久右衛門邸上部の園路と民有地の境界柵作り                      (福田記) 

 

■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～ 

日 時：1月 19日（水）、22日（土） 10：00～15：00 

参加者：一般 44名（19日 24名、22日 20名） 

スタッフ：鈴置、大橋、昆野、田口、廣川、佐藤（淳）、久野、田川（裕）、鳥越、山路（計 10名） 

モウソウチクの伐採 安全研修  

集合写真   モウソウチクの伐採 
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コース：湘南モノレール大船駅（モノレール）→西鎌倉駅→鎌倉広町緑地→小動神社→満福寺→龍口寺 

 

まん延防止等重点措置適用を目前にして、出来る限りの対策を心掛けて実施することにしました。2月、3月は

中止（延期）を決定し、参加者に伝えることにしました。両日で 12名の直前キャンセルがありましたが、それぞ

れ少人数の 5斑体制です。 

両日とも好天に恵まれて、絶好の観察会日和となりました。湘南モノレール大船駅に集合して、西鎌倉駅へ移

動、鎌倉広町緑地を目指します。道沿いの民家の垣根や崖地に生えている植物を観察しました。特に植物は寒い

冬をどう凌いでいるのかに注目してみました。 

マサキ、トベラ、モチノキ、カイズカイブキ、アケビ、カジイチゴ、オオイタビ、タブノキ、ケヤキ、キヅタ、

カナメモチ、ヤツデ、クコなどと出会いました。 

鎌倉広町緑地は市民や関係者の 30 年余りにわたる息の長い宅地開発阻止運動により、全面的に保全が実現し

た貴重な緑地で、2015 年に都市公園として開園していま

す。鎌倉を代表する三大緑地の一つでもあります。管理事

務所に立ち寄り小休止をしました。 

出発してすぐに目に付く昔のウルシ畑を覗き、残ってい

る何本かのウルシを観察しました。竹ケ谷の湿地にかかる

木道を経て外周路に合流、尾根道を七里ヶ浜出口に向かい

ます。 

 湘南の海辺の照葉樹林では、スダジイ、タブノキ、カク

レミノ、ヒサカキ、ヤブツバキ、マルバグミ、ツルマサキ

などを観察しました。ここでもナラ枯れのスダジイの大木

が目立ちました。展望台から相模湾を望み、逗子、葉山方

面の山並を眺望しました。シンボルツリーの一つであるキ

リを木立越しに観て、七里ヶ浜出口で鎌倉広町緑地を後にしました。 

紺碧の海に向かって下っていきます。街路樹にニオイシュロランとハマヒサカキが植えられていて、いかにも

湘南のイメージです。海には大島が浮かび、伊豆から箱根の山並が広がります。 

江ノ電の写真撮影スポットとなっている鎌倉高校前駅の踏切を渡り、

七里ヶ浜沿いの国道 134号線を小動岬に建つ小動神社に向かいました。

海食崖に広く張り付くオオイタビに興味が湧きます。小動神社で、頭上

を舞うトビを警戒しながら昼食をとりました。小動という名は、この岬

に立っていたマツの枝が風もないのに震えて、琴のような音色を奏でた

という説に由来するそうです。今はマツに変わってタブノキの自然林と

なっています。 

午後一番に満福寺を訪れました。平氏討伐を成し遂げた義経が鎌倉入

りを許されず、弁慶らとこの寺で滞留、怒る頼朝に釈明をしたためた世

に有名な腰越状が書かれたのがこの寺です。本殿に上がり、義経と静御

前の物語を鎌倉彫で表現した襖絵や、種々の鎌倉彫の工芸品を堪能し、

ウルシに思いを馳せました。 

三浦半島を経由して海路で房総半島に向かう古代の街道筋にあたり、

漁業の村として栄えてきたとされる腰越の街を通り、参拝した龍口寺は

日蓮宗大本山の一つで、日蓮上人の龍ノ口法難の舞台になった寺院で

す。ケヤキ造りの山門両脇に植えられているカイコウズとボダイジュを

鎌倉広町緑地・ウルシ畑 

龍口寺・五重塔 
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観察してから、やはりケヤキ造りの本殿と五重塔を経て、龍口山の高台に建つ、仏舎利塔を訪れました。ここか

らの眺めも素晴らしく、真っ白い富士山、箱根、丹沢の連山、茅ヶ崎海岸、眼下には境川の景観を楽しみました。 

龍口山を下り、最後に鐘楼堂で延寿の鐘をついて、参加者の無病息災を願い解散しました。    （山路記） 

 

■四季の森公園「自然を訪ねて～春を待つ生き物たち～」 

日 時：1月 16日（日）13:00～15:00  晴  

講師：坂間、鈴置、金子 

参加者：一般 19 名、JFIK(講師以外)2名     

概要：すべてが活動を止めてしまっているような森の中だが、よく見れば、生き物たちは、春に向けて様々な準

備を進めている。そんな様子を、冬晴れの中観察し、無事に終了した。 

内容：  

冒頭、参加者全員に対して講師紹介、続いて配布資料に基づ

き春を待つ樹木、春を待つ草花の順に、観察ポイントを説明

した。特に樹木については、芽鱗に包まれている鱗芽と、包

まれていない裸芽の区別、花芽と葉芽、一つの芽から花と葉

が両方出てくる混芽の区別について写真を使って説明した。 

観察でのトピック： 

① ミズキやハナイカダを例にとり、長枝と短枝の意味合い

について考えた 

② ナミテントウが集団越冬生活する様子を観察した。背中

の星の数が様々であることが見て取れ、種内の多様性の

ふしぎさを感じた。 

③ エゴノキが予備芽を持っていることを観察し、「心配性」な木だということを共有した。 

④ ヤマボウシの花芽と葉芽を参加者に見つけてもらった 

⑤ シナサワグルミの維管束跡が顔に見え、確かに葉とつながっていたのだなということを観察できた。 

⑥ オオシマザクラの冬芽を例にとって「休眠打破」について説明し、冬の低温が必要であることを理解しても

らった。 

⑦ オオイヌノフグリ、ホトケノザ、ヒメウズが既に開花しており、「春を待つ」草花としては想定外であった 

⑧ ヒガンバナとヤツデを例にとり、「春を待たない」生きものもいることを知ってもらった。 

⑨ シラカシがカシノナガキクイムシの被害で枯死しているのを観察し、「春を迎えられない」生きものもいる

ことに思いを馳せた。 

幸田文さんはその著作「木」の中で、「見守る目」で見るのが芽吹き、「見遣
や

る

目」で見るのが新緑と、文学者の目で使い分けている。生きものたちの四季おり

おりの姿を楽しみたいものだ。 

観察した主な生き物は以下： 

樹木：アジサイ、コブシ、ミズキ、ヤブツバキ、カンツバキ、サンシュユ、エゴ

ノキ、ヤマボウシ、オオシマザクラ、ニワトコ、シラカシ、ムラサキシキ

ブなど 

草花：アメリカフウロ、セリ、ヒメオドリコソウ、カラスノエンドウ、ノアザ

ミ、ヒガンバナなど  

昆虫：ナミテントウなど                    （坂間記） 

 

全体説明の様子 

ニワトコの冬芽と芽吹き 
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■山こい倶楽部企画第 76回「幕山・南郷山」 

日 時：1月 10日（月・祝） 

場 所：幕山・南郷山（神奈川県湯河原町） 

活動時間：約 5時 30分 

コース：幕山公園（9：40）→幕山（11：05）→南郷山（12：00－12：40）→吉浜海岸（13：45－14：00）→湯河

原駅（14：15） オプション城願寺 

参加者：和田、加納、中澤(靖）、田川(裕)、山路、梶浦、久保、辻、境、伊東、三樹 

 

少し重めの曇天の下、湯河原駅に集合。ウメの見ごろには早い

はずなのに、幕山公園駅行きのバスは満席！今回は森林インスト

ラクター合格ほやほや、JFIK 加入予定の加納さんも参加し、合計

11人で幕山公園を出発。すでにウメはほころんでいる。 

山道に入り、フユイチゴやシダ類、キノコ類の解説を受けつつ

進む。「ショウチュウイッパイグビー」のセンダイムシクイの声も

聞こえ、飲んべえとしては親近感湧くなあ。コゲラ、エナガなど

も確認しつつ幕山山頂へ。眼下の真鶴半島が海へと伸び、さなが

ら「オオサンショウウオのよう」とは言い得て妙。さらに南郷山

へと進む途中で源頼朝に縁の「自鑑水」なる池を通る。湯河原は

鎌倉時代の湯河原の武将、土肥実平の居館があった地。源頼朝伝説も各所に残り、今年の大河「鎌倉殿の 13人」

第 1 回放送が終わったタイミングとあって、頼朝・大河話で盛り上がる。 

南郷山で各々昼食、そしてここで全員にお汁粉がふるまわれたのだが、このお汁粉、ただのお汁粉ではナイ。

なんと久保さんがもち米から作り、昨日搗いたというお餅入りなのだ！！本当に美味しく温まりました。ありが

とうございました。 

ここからはひたすら海岸へ向かって下っていく。ゴルフ場を横目に

途中から傾斜の厳しい舗装道となり、登山靴を履いた足にはちょっと

きつい。ようやく途中ポイントの五郎神社が見えてほっ。この神社は

クスノキの大木が立ち並んでいて素晴らしい。歴史を見つめた静かな

生き証人からパワーをいただく。 

この先は新埼川の流れに沿って進むのだが、子どもの冒険のような

裏道・脇道が楽しい。川沿いに鳥の種類も増えてテンションもアップ！

ゴール地吉浜海岸まで、キ・セグロ・ハクのセキレイ三兄弟や、コ・

アオ・ダイのサギ三兄弟、カワガラス、イソシギ、イソヒヨドリ等々、

たくさん楽しんで山こい終了。 

一度駅で解散後、有志で天然記念物のビャクシンを見に城願寺へ。この城願寺も土肥実平の縁だとか。雰囲気

の良い境内の階段を上ると、ドドーンと、その捻じれも美しい立派なビャクシンが鎮座。ここでも巨木のパワー

をいただきつつ、湯河原駅へと戻りました。                         （三樹記） 

 

■森こい倶楽部第三十一回  

日 時：1月 9日（日）晴 

テーマ：坂東平氏の里、村岡の自然と眺望（藤沢市・鎌倉市） 

プラス Oneテーマ水: 柏尾川（古大船湾） 

｢オオサンショウウオ｣のような真鶴半島 

幕山山頂 



JFIK会報 2022年 2月号 

- 14 - 

参加者：梶浦、山路、鈴木（康）、引田、吉無田、高田、田川（裕）、田川（勝）、足立、坂間、戸田、皆川、会員

外 2、久野、小池、広川、石川、以上１8名。 

コース概要：  

藤沢駅🚏→🚍→🚏柄沢神社→宮下公園→慈眼寺→本在寺公園（壷井三社大権現）→日枝神社→二伝寺（砦）→

村岡城址（高谷砦）→天嶽院→法善寺→弥勒寺→宮前御霊神社→鎌倉古道上道→兜松・八ッ嶋→柏尾川→上町

屋天満宮→泣き塔・洲崎古戦場→湘南モノレール湘南深沢駅→🚟→大船駅（解散） 

開催概要 

今年の NHK大河ドラマは「鎌倉殿の十三人」ですか、所縁の地区

でもある村岡を巡りました。古都鎌倉、東海道藤沢宿、大船フラワ

ーセンターをご存知の皆様は多いと思います。その間に位置する、

藤沢市村岡地区には鎌倉武士関連などの歴史が詰まっていまし

た。10万年以上前の下末吉海進時代のナウマンゾウ発掘地、6千

年前の縄文海進時代に海だった古大船湾の痕跡を発見するなど

古代の歴史に触れました。そして武家社会の創成期、源義朝・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）も踏みました。子孫にして鎌倉氏を名乗った鎌倉権五郎

景政所縁の宮前御霊神社、源頼義・義家の旗立山、鎌倉古道上

道も訪ねました。鎌倉北条泰時・時宗所縁の法善寺・弥勒寺、時代を経て、小田原北条氏の玉縄城の支城砦とな

ったところや、北条早雲が開創し江戸時代徳川光圀が山門を建立したという天嶽院も訪ねました。徳川家康が巡

回した高台本在寺公園からの大島・伊豆半島・箱根・富士・丹沢の快晴パノラマ眺望に、新年の弥栄を祈念しま

した。歴史深い寺社では、タブノキ・モチノキ・スダジイ 8本の混生樹（寄り木）・相生樹（夫婦松）・藤沢市

保存木などの珍樹、樹叢も見ることができました。温暖な地域であり、タブノキ・モチノキ・スダジイなどの照

葉樹林が広がっていました。変わったところでは、ルビーロウカイガラムシを身近に見ることができ、その生態

についても学ぶことが出来ました。昔は暴れ川で、五頭龍の伝説も聞こえる柏尾川を渡り、縄文海進などで古大

船湾となった広大な平原に出ました。鎌倉幕府滅亡のきっかけとなった洲崎古戦場まで足を延ばし、泣き塔（宝

篋印塔）に祈りを捧げました。夕焼けの深沢の空に富士山のシルエットがくっきりと映え、朝とは異なる秀麗富

士の姿を見ることも出来ました。開発が進み広大な緑地帯が変貌したとはいえ、古代から平安・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、一年の幸先良いスタートを切ることができたようです。 

                                             （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） 

日 時：1月 26日（水）曇時々晴 

場 所：境川遊水地公園 

参加者：<案内人>山路、<幹事>中澤(均)、中澤(美)*、足立(正)、梶浦、田川(裕)、田川(勝)、田川(順)*、久野、

中島(典)、吉原、坂間、三樹、関、田口、<報告>鳥越、菅原、篠田 以上 18名(*一般 2名) 

深沢からの夕焼けの富士パノラマ（前の山は旗立山） 

集合写真＠本在寺公園 

（逆光で山並見えません） 
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 ９時半に湘南台駅を出発。天気はあいにくの曇りで風が冷たい出だしになってしまいましたが、お昼から晴れ

間が出るという天気予報を信じ、湘南台駅から今田遊水池へ。 

 今田管理センターを見学し、今田遊水池から境川遊水池情報セン

ターまでの葦原ではオオジュリンやセッカ、川の中や岸ではダイサ

ギ、コサギ、ナポレオンハットが印象的なヨシガモ、ちょっと地味

なオカヨシガモのつがいのお昼寝姿、シャモジ嘴のハシビロガモ、

白い嘴のオオバン、オオバンは弁足（それぞれの脚の指から葉のよ

うに広がる弁膜があります）を望遠鏡で観察できました。また、じ

っと動かず川面を見つめる石像のようなアオサギを発見、冠羽や胸

や背の飾り羽まで高倍率望遠鏡で見せていただきその美しさに感動

しました。手を温める暇がないほど次から次へと鳥が見られました。 

 その後も川沿いでチョウゲンボウの飛翔姿、モズ、イカルチドリ、イソシギ、エメラルドグリーンの美しい虹

彩のカワウ、可愛らしいカイツブリ、キジの夫婦、特にセキレイ科はハクセキレイ、キセキレイ、タヒバリ、セ

グロセキレイと 4種類を観察できました。また、マガモのメスの脚はピンクがかった橙色ですが、ヨシガモのメ

スの脚は黒いということも初めて教えていただきました。 

 境川遊水池情報センターを見学し、ソーシャルディスタンスを確保しながら近くで昼食。このあたりから天気

予報通り少し日差しが差してきてくれました。太陽の暖かさを感じます。鳥はこの寒い中、ずっと外にいるのだ

と思うとその強さを思い知らされます。 

 くわくわ森（クワガタが沢山見られるかららしいです）というクヌギ・コナラなどの雑木林では目的の混群の

観察はできませんでしたが、メジロや植物のヤブニッケイ、シロダモ、ニッケイを観察。 

 天王森泉公園では野草園があり、ミツマタはつぼみをつけ、カンアヤメやロウバイの花が咲き、センリョウ、

マンリョウは実をつけていました。また、鳥ではシロハラが落ち葉をくちばしで掻き分けながら何やら虫を探し

ている可愛らしい姿を観察できました。 

 その後、和泉川沿いを下飯田駅へと向かい、途中、オオイタビ、イタビカズラの見分け方、オオイタビコバチ

との説明をしていただきました。その後、下

飯田駅で解散となりました。 

今回は沢山の種類の野鳥を観察させてい

ただき、自分 1 人で観察したらとてもこん

なに多くの種類は見つけられなかったと思

います。詳しい方の目や知識が沢山あわさ

るとより素晴らしい観察会になるのだなと

思いました。ありがとうございました。 

             (鳥越記) 

 

本日確認できた野鳥 

キジ、オカヨシガモ、ヨシガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、コガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、

アオサギ、ダイサギ、コサギ、クイナ、バン、オオバン、イカルチドリ、イソシギ、タシギ、トビ、カワセミ、

コゲラ、チョウゲンボウ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、エナガ、メジロ、セッカ、

ムクドリ、シロハラ、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、タヒバリ、

アオジ、オオジュリン、ヒヨドリ 以上 42種 番外ドバト、マルガモ（マガモとカルガモの交雑種） 

 

 

今田遊水地で水鳥観察 

和泉川にて集合写真 
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■お話サロン（鎌倉） 

日 時：令和 4年 1月 22日（土）14:00～16:10 

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 

概 要： 

自伐型林業とは林業家が山林の維持管理を他者に任せず、自ら伐採、搬出し素材生産を行う林業経営のことだ

そうで、この業態は国内で 6,600 件ほどあり、日本の素材生産の約 1割を生産しているとのこと。日本の林業

の問題点の 1つは急斜面の多い現場で林道の敷設と伐採搬出にあるようです。自伐型林業は、約 2.5ｍ巾の狭い

ながらも強固な林道を作り、小回りの利く作業車や 2tトラックにて伐採、搬出を行い従来に比べ費用を抑える

との事です。 

それに 200年の森を考えた場合、大規模な皆伐や切捨て間伐ではなく、小規模な利用間伐による方が災害に強

く、環境の維持に適し且つ経営として成り立つのだそうです。 

私ごとですが、以前高知県の中土佐町から四万十町へ山中の古道、そえみみず道を歩いたことがあります。名

のとおりみみずの這うような細道の急斜面で斜面全ての杉を伐採していました。そこだけ一気に空が開け、「こ

れではこの古道も、斜面も次の大雨で流れてしまうのでは」と感じたことを思い出します。 

米山さんの関心は、福島第一原発事故の悲惨な光景を見てエネルギー問題へ向かい、その後、日本の森林へと

進んだそうです。現在は自伐型林業推進協会の支援をされていて、熱く語られました。是非これからも日本の

林業の為にご助力をお願い致します。                         （花本孔史記） 

 

 

 

秘めやかに、密やかに 

R2 荒井 優紀子  

暦も 2月、 

梅が咲き始まり、桃→桜→木瓜→藤 と春のフラワーマーチが続く。 

それぞれの花が重なるように咲き誇り、「花の宝石箱」のような風景がいたるところで見られる。 

一方、このような世の中の動きとは関係なく、自分らしく密やかに、秘めやかに花を咲かせる樹木もある。 

 

① ゲッケイジュ（月桂樹） 

 葉は「ローリエ（フランス語）」「ローレル（英語）」とい

われ、煮込み料理に使われ、結構身近なハーブ、 

 葉を折るとゆったりとした甘さが漂う。不思議なことに、

花にはその香りはないが、薪にすると切り口からは 

 その香りが立ち上がってくる。ただ、燃えるときは残念な

がら、その香りは消え普通に燃えてしまう。 

 ４月の上旬に小さな黄色味がかった白い花を咲かせる。 

               

リレーエッセイ 
 

花びらが可愛いゲッケイジュの花 
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② クヌギ（椚、櫟、橡） 

 クヌギにはいろいろな漢字がある。椚、櫟、橡、同じ木なのに、この違いができた背景を考えると想像が膨ら 

 む。それだけ、多くの場所でいろいろな役割を果たしてきたにちがいない。 

 

4 月中旬ぐらい、若芽を守っていた乳母のような古葉がようやく落葉

する時期、一斉に明るい黄緑色の若葉が空に向かって広がり始める。 

クヌギの芽吹き、数日前までの茶々けていた木はウソのように明るい

緑になった。 

その時、クヌギの花はあっという間に咲き、すぐに消えた。花が咲い

ているのを教えてくれたのは花ではなく「虫こぶ」薄いピンク色の美

味しそうな丸い物が枝についていた。 

クヌギの春団子？なんてあるはずもないのだが、世の中、私の知らな

いことはたくさんあるので、微かに期待をしながら、調べてみると「虫

こぶ」 その虫こぶの側にあったのが「花」だった 

 

 

この木には騙された。 

落葉広葉樹として有名だったので、調べもせず、深く考えること

もなく新しいドングリを公園で拾い、次の春の発芽目指して 

小さなポットに埋めた。運のよいことに、その冬には雪があり 

そのポットの上に僅かながら積もった。 

雪の冷たさがよかったのか、期待通り発芽し、ズンズン成長、庭

に植え替えた。 

秋となり、その時初めて気が付いた。 

このクヌギ、落葉しない。 

秋が深まっても葉は茶色になるだけ、枝から離れない、 

 

何年か経ち、その木にドングリが実を付けた。何本もクヌギはいらないのでしっかり拾い集めた、つもりだ

ったのに、クヌギの根元でしっかり発芽している二代目がいる。自然界だったら多分成長は覚束ないのだろ

うが、庭の中なので何一つ遮るものはなく、これも順調に成長している。 

運の良さに免じて暫く様子を見ることにした。きっとあと 5 年後にはカブトムシを呼んでくれるだろう。 

 

③ カキ（柿） 

 鳥に見向きもされない渋柿、 

 お正月目指して干し柿にしてみても、最後の渋さを抜け切ることは

できなった。 

 私が植えたわけではなく、多分、鳥からのプレゼント 

 5月上旬に花が咲き、柿が成るのは 10月中旬から 11月、 

 半年間、何をしているのか、聞いてみたいような気がする。 

それにしても、花の時からヘタが用意されている、なんて計画的な植

物なんだろう。 

花こぶをピンセットで開いてみたら 

イチゴミルク味？ 

花に比べてヘタの大きさが 

印象的、花を守っている 
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 北海道で原生林の生態を研究したあと、鳥取に来てびっくりしたの

は、森はあるけれどあまりにも人間の影響を強く受けているというこ

とである。すなわち中国地方の森林はほとんどが二次林である。大山

の標高 1000 m以上のブナ二次林の中にも古い炭焼き窯の跡や木地師

の集落跡が残っている。それまで歴史にあまり興味はなかったが、中

国地方で森の成立を知るには人間との関係を知ることが重要であるこ

とを悟った。その中でも火入れとたたら製鉄および木地師の影響が大

きいということが分かった。 

 木地師は主にろくろを使って食器などを作る技術者で、岐阜県から

全国に広まったとされる。山の７合目あるいは８合目から上の森林は

自由に使うことができ、使う木が無くなれば他の地域に移動するとい

う集団生活をしていた。この本の著者が調査した宮崎県高千穂郷でも

木地師を連想させる地名や屋号が残っていたり、小椋家に文書やろく

ろで作った木製の食器が残っているが、全国を移動しながら生活するというスタイルの木地師自身の資料はそれ

ほど残っていない。しかし著者が参加して調査した古文書の中に「村方御合証文」という木地屋文書を見つけた

件には引き込まれる。曰く、年の初めに森の木を守るための山火事防止を申し合わせた証文であり、村人全員の

署名があるが、木地屋二人の署名が筆頭にあるのはなぜか。村人の焼畑や火入れの延焼による出火よりも、森に

住んで活動していた木地師の影響の方が大きかったということかも知れない。 

本書の後半は、ツキノワグマとニホンオオカミの生息の記録であり、宮崎県と大分県の県境にある祖母傾山系

を主な生息域にしていたらしい。両種とも人間によって絶滅させられた動物であり、生息の記録と伝承は貴重な

資料で一読の価値がある。 

 本書は研究書ではなく一般向けに書かれた本であり、活字が比較的大きいのも読みやすい。鳥取県の木地師の

記載もあり、宮崎空港内の本屋さんで郷土本の一冊として置かれていたこの本に巡り会えたことは何かの因縁か

も知れない。 

JS 

  

月刊ブックレビュー 
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会員異動 

＜1月度の会員異動＞ 

1月28日現在  会員数160名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

日 時：1月28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、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。 

 

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、ML にてお知らせします。  

日 時：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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掲 示 板 

オミクロン株が猛威を振るって

います。なんせ一般の社会より元

気な高齢者の多い中で活動を続

けていますのでなお一層の注意

が必要ですネ。（梶浦） 

編集後記 

年末にペンタックスのカメラを

購入しました。散歩のお供にして

いますが、今年は天の川撮影にも

挑戦してみたいです。 (松山) 
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