
   

 

 

 

NPO 法人全国森林インストラクター神奈川会第 7回通常総会が令和 4年 2月 19 日 18 時からリモート会議（ZOOM

利用）で開催されました。出席者は、120名（うち委任状出席者数 87名）でした。 

議事では、 

第 1 号議案 第 7期事業報告及び決算 

第 2 号議案 役員改選 

第 3 号議案 第 8期事業計画及び予算 

の 3 件について審議され 3件とも、全員異議なく満場一致で承認されました。 

 

第 2 号議案にしたがい新しい理事長に 20年の角田昌司さんが就任され、ご挨拶を頂きました。 

(編集担当記) 
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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/ 

 

ウメ ＠ 名瀬の里山   （撮影：福田 渉） 
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       NPO法人全国森林インストラクター神奈川会理事長    角田昌司 
 

 この度理事長に就任しました、角田昌司（かくたまさし）と申します。フィールド

ネームは「カクさん」です。コロナ禍もあり、まだお会いしたことの無い方もいらっ

しゃると思いますが、どうかよろしくお願いいたします。 

今年も昨年に続きリモート総会となってしまい、パンデミックの恐ろしさは想像以

上のものだと今更ながらに感じております。しかしながら、リモート会議に慣れた今、

今後もこれを使わない手はないなとも思っています。新型コロナの状況に応じて、     

あるいは終息したとしても、リモートと実際の会議をうまくバランスを取りながら     

開催できれば、効率よく会の運営が進むものと考えます。リモート会議に慣れていな

い会員の方々にも、参加しやすい方法やタイミングを整えていきますので、ぜひとも会の活動に参加していただ

きたいと思います。 

今回就任の挨拶にあたり、皆様、特にインストラクターになりたての皆様にお伝えしたいことがあります。私

も最初の年は何をやって良いか分からず訳の分からない状態でしたが、既に会員になっている方々が同期の会を

作ることを促してくれたおかげで横のつながりがすぐに作られました。20 期をもじって「20 樹会」の名が付き

ました。優秀且つ積極的なコアメンバーが動いてくれたことで、私の場合「誘い、誘われ」ならぬ「誘われ、誘

われ」のおかげで、初年度はたくさんのイベントに参加することができました。今思うと、これが大変重要なこ

とだったのです。たくさんの貴重な体験と知識豊富な先輩方との交流を持つことができたことで、大切な人生の

財産ができました。誘いを受けたら、あまり深く考えず（私がそうだったので）都合さえつけばとりあえず参加

しましょう。私のように訳分からずとも何とかなるものです。そして、誘われただけ、誘いましょう。気が付い

たらためらわず、ほかの仲間にも声をかけましょう。メールだけでなくアナログな声掛けがさらに会を盛り上げ

てくれるものと信じています。 

 

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 3月の定例活動は、3月 11日（金）、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://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html                             (和田記) 

 

★■名瀬谷戸の会 

名瀬谷戸の会の 3月、4月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：3月 5日(土）、14日(月）、22日(火）、4月 2 日(土）、11日(月）、18 日(月） 

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、3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) 

 

活動予定 

理事長就任 ご挨拶 

http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
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★■神奈川の身近な自然を訪ねて 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」

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  

3月は、JFIKが関わる観察会はありません。4月の観察会の日程は未定ですが、「自然を訪ねて～樹の花・草の花」

と 3 回の「特定植物観察会」（サクラの仲間・スミレの仲間・ユリ・ランの仲間）が実施される予定です。日程が

決まり次第、リーダー、サブリーダーの募集および参加のご案内をいたしますので、ご応募、ご参加くださいま

すようお願いいたします。                                （日比野記） 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

3月の室内勉強会は 12期の和田さんから里山での安全管理のお話です。 

野外活動でのリスク管理はご自分の身の安全確保だけでなく、JFIKが関わる野外活動では参加者の安全確保も

必要不可欠になります。新規会員の方々も積極的にご参加下さい。 

 

日 時：3月11日(金) 19:00～21:00 

テーマ： 「安全講習会：里山保全活動の安全」 

講 師： 和田 昇（12年） 

概 要： 参加者にけがをさせない事故に合わせないのは、インストラクターにとって必要なことです。野外活

動である森づくり活動や環境教育の安全を確保するのは難しい点が多々にあります。名瀬の里山では竹林の間伐

手入れなどの作業方法をしっかり身に着け、道具類の使用にも慣れてもらい少しでも事故やけがを減らそうとし

ています。その取り組みの一端を写真とともにご紹介します。                  （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「屏風岩山」 

3月の山こいは昨年コロナ感染拡大のため中止となった屏風岩山です。 

リーダーは久保さん、サブリーダーは中澤(靖)さんです。 

   

今回の山こいは西丹沢、畦ヶ丸（1292ｍ）の南に位置する屏風岩山（1051ｍ）へ行きます。 

屏風岩山西側の大又沢の地蔵平では、1906年には炭焼きや木を伐る等山仕事をする人たちの集落ができていまし

た。1918年地蔵平に三保小学校の分校が開校しました。本校へは二本杉峠(849m)を越え、片道約 1時間半程かけ

て運動会などの行事に参加していたそうです。二本杉峠は、ほんの 60年程前まで人々の暮らしがあり、賑わって

いたのでした。 

 ミツマタが見頃を迎えていることでしょう。ミツマタの栽培は明治時代に盛んで、白い皮を乾燥させ和紙の原

料として出荷し、貴重な現金収入のひとつでした。近年、野生化したミツマタが多く見られます。 

mailto:UGK58629@nifty.ne.jp
mailto:sato.forest2807@gmail.com
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 また沢筋では可憐なハナ🐱ネコノメに出会えることを期待して、企画しました。 

 

日 時：3月 19日（土）なお、中止の場合、前日の 20時までにメールでお知らせします。 

集 合：8:15 新松田駅バス停  8:25発西丹沢ビジターセンター行きのバスに乗ります。 

行 程：大滝橋～一軒屋避難小屋～大滝峠上～屏風岩山～二本杉峠～細川橋 

標高差：約 700m 

歩行時間：約 5時間 

持ち物：弁当、飲み物、雨具、防寒着、その他登山に必要な物 

リーダー：久保典子（090-5311-1281） サブリーダー：中澤 靖彦（090-2544-5506）      （久保記） 

 

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 3月 17日（木）までに、松井へメールでお申し込みください。 

松井 公治  Mail:ma1950koji@yahoo.co.jp              (山こい倶楽部事務局 松井記) 

 

■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 

 

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

mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
tel:090-8280-1816
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（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） 

 

■森こい倶楽部第三十四回 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：大山街道長津田宿十景、里地と史跡の緑地と展望（横浜市緑区）  

日 時：2022年 4月 3日（日） 

集 合：JR横浜線 長津田駅 改札外 10:00（東急田園都市線ではありません、ご注意ください） 

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:谷戸の住宅化  

申し込み：ご参加の方は、4 月 1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 

 

長津田は江戸時代、矢倉沢往還（大山道・厚木街道・青山街道）の宿で大山詣で賑わい、明治時代に入って

も、鉄道の開通で養蚕業が発展した。現在は、JR横浜線と東急田園都市線が交わる交通の要所で住宅開発が進

んでいるが、大山街道沿いの丘には、都市近郊にもかかわらず予想以上の里地・里山が広がり、雑木林が残っ

ている。点在する寺社には名木古木も多く、山桜も期待できる季節。山野の花々、新緑など春の息吹を感じな

がら、正岡子規の句にもある「故郷やどちらを見ても山笑ふ」里地・里山の風情をご期待ください。 

コース概要：JR長津田駅🚻→乾繭倉庫跡→御野立所・金毘羅社→長津田宿市民の森（NEW）→鎌倉古道→長津田

地区センター🚻→大石神社→上宿常夜燈→旧大山街道→長坂→旧道跡→R246 →二十三夜燈→林地蔵→林谷戸伯

楽の山桜→馬の背の雑木林→🚏境橋→虚空蔵様（紅林塾）→第六天社→長月橋（東名高速）→台・草木の雑木

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
tel:090-8280-1816
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林→玄海田大橋（東名高速）→玄海田公園（昼食）🚻（比企尼谷戸・御嶽社跡）→石仏群→日島橋（岩川）

→🚏天王様下→天王社の尾根道→福泉寺🚻→🚏王子神社→王子神社→殿様屋敷跡（長津田幼稚園）・陣屋跡→

福寿（お七）稲荷→大林寺→旧長津田宿→隋流院→長津田駅🚻、 

歩行：約 9㎞、ゆるいアップダウンがあります。少し長めですが、エスケープ🚏もありますので気軽にご参加

ください。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 

5月 8日（日）第二週ですのでご注意ください。 

       執権北条氏所縁、外鎌倉にもある切通と古刹の緑道（鎌倉市・横浜市栄区） 

6月 5日（日）三浦一族・衣笠城址の森から横須賀花菖蒲園（横須賀市） 

7月 3日（日）多摩川の自然堤防の森と小杉御殿・二ヶ領用水の保存木（川崎市中原区） 

                                         （事務局 久野記） 

 

■鳥こい倶楽部 2022シーズン 第４回「鶴見川～新横浜公園、冬の野鳥」（案内人：吉原秀敏） 

JR 鴨居駅から出発、鶴見川沿いと新横浜公園で野鳥を観察します。 

鶴見川は、東京都町田市上小山田町の泉を源流として神奈川県横浜市鶴見区の河口から東京湾に注ぐ一級河川で

す。水辺には、カモ類、イソシギ、セキレイの仲間、川沿いの繁みや樹木には、アオジ、ホオジロ、モズ、カワ

ラヒワ、ジョウビタキなどが見られます。また、新横浜公園は、横浜市内で最大の運動公園で、公園の北側には

大池があり、オカヨシガモやハシビロガモなどのカモ類、カワセミ、運が良ければミコアイサも見られます。上

空にはチョウゲンボウ、オオタカなどの猛禽類も見られます。 

新横浜公園で昼食・観察後、時間に余裕があれば、小机城址も訪ねたいと思います。（行程約 6km） 

 

・日 時：3月 9日(水) 10：00～15：00頃 

・集 合：JR横浜線鴨居駅（改札外）10：00 

・解 散：JR横浜線小机駅 15：00頃 

・コース：鴨居駅（集合）→鶴見川河川敷・遊歩道→新横浜公園（昼食）→（小机城址）→小机駅（解散） 

    （進行状況に因り、小机城址は省略します） 

・参加費：500円（CONE保険・資料代含む） 

・装 備：冬のハイキングの服装（雨具・防寒具含む）、トレッキングシューズ（足場が悪いところもあります）、 

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。  

mailto:h-naka@k04.itscom.net
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・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 5回 4月 10日(日) 葛西臨海公園（千葉会：樋口さん・上江洲さん）  

・第 6回 5月 25日(水) 森戸川林道と二子山（中澤(均)）  

・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：3 月 26 日（土）10：00～11：30 

講 師：佐野淳之氏（全国森林インストラクター神奈川会） 

テーマ：「鳥取県における天然記念物の森と樹木」 

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:fuhchi@fsinet.or.jp
https://www.taka.co.jp/tada/detail.php?id=1249&cid=4&cid2=10
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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■名瀬谷戸の会 

＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：2月 5日(土）10：00～15：00 

参加者：合計 49名（JFIK：7 名 地元・地域ボランティア：31名 横浜メダカの会：11 名） 

作業内容：●久右衛門邸上部の園路と民有地の境界柵（竹穂作り）作り ●ピザ窯周辺及び作業道具小屋上

部のマーキングされたモウソウチクを伐採、それらを境界柵作りに利用 ●子供班：午前中は「昆虫等の冬

過ごし観察」、午後はお子様向けの安全管理研修 ●横浜メダカの会：メダカ池が凍結のため生物調査は中

止して、名瀬池水路の整備及び名瀬川の生物調査 

作業 2回目 

日 時：2月 14日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 13名（JFIK：7 名 地元・地域ボランティア：6名） 

作業内容：前回に引き続き久右衛門邸上部の園路と民有地の約 30m の境界柵（竹穂垣作り）と約 9m の竹穂垣作

り、それらの資材であるマーキングされた 14本のモウソウチクを伐採 

 

作業 3回目 

日 時：2月 21 日(月）10:00～15：00 

参加者：合計 18名（JFIK：10名 地元・地域ボランティア：7名 見学者：1名） 

活動報告 

モウソウチクの伐採 

集合写真  子供班の昆虫観察  

竹穂垣作り 
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作業内容：●園路沿いの竹柵の危険箇所除去、片付け及びしがら柵作り ●マーキングされた私有地竹林、ゾー

ン１のモウソウチク伐採 ●久右衛門邸竹林の根株の切り戻し作業 ●新しい作業道具小屋の建設 

 

                                             (福田記) 

 

■神奈川の身近な自然を訪ねて 

新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、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 月の活動は中止いたしました。                               （大橋記） 

 

■四季の森公園「自然を訪ねて～冬の野鳥」 

日 時：2月 20日（日）10：00～12：00 曇 

場 所：県立四季の森公園 はす池・あし原湿原周辺、不動の滝、ちびっこ広場、紅葉の森 

参加者：一般参加者 14名（内子供 2名）、公園職員 1 名 

JFIKスタッフ：片山、金子、日比野、福田 

 

 前夜からの冷たい雨が朝まで続いていましたが、9 時過ぎには止み、定刻に観察会がスタートしました。参加

申込者は 19名ということでしたが、天候のせいか、オリンピックのせいか当日キャンセルがあって 14 名の参加

となりました。北口事務所前で野鳥観察のポイント等配布資料の簡単な説明を行った後、北口広場に出て、カル

ガモとシジュウカラを観察しました。シジュウカラはアキニレの木にとどまってくれていたのでスコープで観察

することができました。裸眼の方用の「感染防止スコープアダプター（プリンカップの底の中央を抜いたもの）」

の使い勝手もまずまずのようです。ここで二班に分かれ、1班ははす池の西側に、2班は東側にコースをとりまし

た。2班は子供用の高さにセットしたスコープも携えています。 

1 班では、出発時から右側の森の奥や頭上の樹々から常にシジュウカラなどの声が聞こえており、姿も観察す

ることができました。シジュウカラは早くも「さえずり」を聞かせていました。あし原湿原にさしかかる手前で

ヒヨドリ、あしはら湿原ではキセキレイ、シジュウカラ、アオジ、シロハラを観察できました。あし原湿原を過

ぎた森の中では地面を歩くシロハラ、頭上の樹々を飛び交うエナガ、メジロなどの混群に遭遇しました。不動の

滝、ちびっこ広場でははっきりと姿が確認できた鳥は少なく、ハシブトガラスやキジバトが見られたほか、ウグ

イスの地鳴きが聞こえたくらいでした。紅葉の森を通過して一休みし、カワセミの「お立ち台」を過ぎた所で、

望遠レンズで何やら雑木林の高いところを狙っているカメラマンに出会いました。尋ねたところノスリが木にと

まっていたとのこと。目を凝らしてもなかなか見つけられませんでしたが、最後に飛び去るところを見ることが

できました。参加者の一人は木にとまっているノスリの姿を見事にカメラに捉えていました。「密」は気になりま

作業道具小屋の建設 モウソウチクの伐採 
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したが、皆で画像を見させていただきました。その後里山花壇で 3 つほど開花していたセツブンソウを観察し、

北口に戻りました。 

 2 班は、1班と逆コースをたどりましたが、ノスリが見られずカワセミが見られたほかは、1班とほぼ同じ鳥に

出会えたとのことでした。ただ、昼近くに里山花壇に着いた 1班と違い、10時台前半の里山花壇では、セツブン

ソウがまだ 1つしか開花していなかったそうです。 

 今回確認できた鳥は以下の通りです。二つの班を合わせたもので、鳴き声のみの種も含みます。カルガモ、カ

ワセミ、キセキレイ、シジュウカラ、ヤマガラ、アオジ、メジロ、エナガ、コゲラ、アオゲラ、シロハラ、ヒヨ

ドリ、ウグイス、キジバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ノスリ。            （日比野記） 

 

 

 

■室内勉強会「感動を共有しよう！」 

日時：2 月 4 日（金）19:00～21:00 

講師：村山 智（13 年） 

会議方法：Web (Zoom) 利用のオンライン会議 

参加者：足立（正）、池田（倫）、梶浦、加納、久保、坂間、佐野（仁）、菅原、鈴置、瀬尾、田中（真）、

辻、寺元、西岡、羽田、松井、皆川、山路、山本（明）、吉無田、渡邉（英）、福田、嶺、佐藤

（淳） 計 24名 

概要：「観察会ですべきは感動を共有すること、感動を共有できなければ観察会は失敗」と初代理事長の吉田

さんがよく伝えていた。村山さんも「感動を共有」を心がけてきた。 

「感動を共有するためには、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。」という趣旨でこの学習会は行われた。 

3つのケースの場面を設定し、参加者からの質問に答えていくという形式で、バーチャル観察会を行い、良か

った点、課題点とどう改善すべきかを話し合った。インストラクター役がベテランだったこともあり、いずれ

もリズムよく観察会は進んだ。 

a)設定：横浜近辺の里山、春の木の芽吹く頃  

チゴユリ→クヌギ・コナラ→里山とは?→改造せず自然のままがいいのでは 

北口広場でシジュウカラを観察 
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b)初夏、少農薬で、自然の豊かな広い田んぼ 

  白サギは親子？→特徴を確認しダイサギとコサギと判明→無農薬米はどこで買える？ 

c)高尾山、温かい春のなだらかな谷筋 

   知りたい事を確認：スミレ→タチツボスミレ、キスミレ→生存戦略は:アリが種を運ぶ。 

今回のバーチャル観察会では講師を含め以下のような意見が出た。 

・①単純にきれいだという思い、自然や森林の新しい発見などへの「感動」、②里山の自然を守ることの意義

等の「伝えたいこと」、③「伝える」ための相手の気持・興味を汲み取る技術や伝える技術という３つが組み

合わさって、初めて感動を生み感動を共有できる。 

・つい詳しい話をしたくなるが、知識を一方的に押し付けるのはだめ。  

・質問した個人だけでなく、全員に、全体を考えての答えをする必要がある。 

・黙っている人も興味を持ってくれていることを忘れないように。 

・知識や興味の異なる複数の参加者の対応でも、関心をさぐり相手に合わせた話題を入れていくことが必要。 

 私の意見ですが、バーチャルな観察会形式の研修は、なれていないインストラクターには難易度が高いため、

今後はリアルでの実施を希望します。単独のリアルの研修会の実施、森こいの中でコーナーを設け実施などが考

えられます。                                                             （西岡記) 

 

■山こい倶楽部企画第 77回「大丸山・大平山」 

日 時：2月 27日（日） 快晴 

場 所：横浜市栄区～鎌倉市 

活動時間：9：00～16：00 

コース：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→JＲ

北鎌倉駅 

参加者：梶浦、金子（正）、坂間、篠田、関、田川（裕）、田中

（文）、中澤（均・夫妻）、引田、吉原、久保、辻、 

    境、山路 計 15名 

 

JR 鎌倉駅に集合、バスで山手学院入口へ移動しました。陽射しも暖かく、春が近いことを実感させます。瀬上

市民の森は再開発工事中であちこちが柵で仕切られています。株立ちしたケンポナシの大木の下で、「横浜市民の

森」と「横浜自然観察の森」の説明をしました。 

「池の下広場」から「道場丸広場」を経由して尾根道に登ります。途中、タイワンリスの食痕が残る多くのツ

バキやタブノキに興味が湧きます。少し進むと右手に視界が開けて、今日歩く「いたち川」源流域の森の全貌が

確認できます。しかし残念ながら期待していた富士山は春霞の中でした。円海山はその頂上近くにある、峯の灸

で知られる円海山護念寺の山号で、いつの間にか横浜から見える一番高い山の名になったそうです。「いつしんど

う広場」手前でトイレ休憩をしました。そこからはランドマークタワーなどの横浜市街が見下ろせ、遠くにぼん

やりとスカイツリーも浮かんでいます。道端に植栽されたキンギョツバキがありました。 

相模の国と武蔵の国の分水嶺でもある尾根道を歩きます。風が強く吹き抜けるときがあり、樹々の擦れる不気

味な音もします。まだ果実を残したままのキッコウハグマがありました。いつも見惚れる抱っこしてるように見

えるエノキの大木は元気でした。横浜市最高峰の大丸山（157ｍ）の頂上は展望が良くて、東京湾と房総半島が

真正面に見えます。近くには八景島シーパラダイス、野島、猿島が目印になり、対岸には鋸山と富山がぼんやり

と浮かんでいました。 

大丸山頂上 
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春の強い陽ざしに汗ばんで、「横浜自然観察の森」へ入ると、

ほどなく「ヘイケボタルの湿地」があり、ヤマアカガエルの卵

塊を見つけました。「自然観察センター」前の広場で昼食をと

りましたが、何故かそこだけは風も無く絶好のお昼休みとなり

ました。 

午後、出発してすぐ「モンキチョウの広場」で 3 羽のアオ

ジに出会えました。すぐ近くで可愛いしぐさを見せてくれまし

た。再び尾根道に合流、横浜市と鎌倉市の「市境広場」では視

界が広がります。その頃になると運よく春霞が薄くなって富士

山をはじめ、箱根、丹沢の山々、遠くは武甲山、雲取山なども

確認できるようになりました。おまけに頭上ではミサゴが旋回

してくれました。 

「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するところが「天園」です。国土地理院

地図では「天園」のところが鎌倉市最高峰の大平山（159ｍ）

となっていますが、現地ではその先のゴルフ場脇の露岩の頂上

に表示があり、どちらが正しいのでしょうか。そこからは三浦

半島最高峰の大楠山（242ｍ）、二子山などが望めます。 

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」を覗きました。祀られている殆どの石仏

は頭部をもぎ取られています。ばくち打ちが持って行ったとい

う話もありましたが、如何でしょうか。 

弘法大師の石像が鎮座する鷲峰山（じゅぶせん：覚園寺の山

号）や十王岩に登り、眼下の鎌倉市街とその先に拡がる海に浮かぶ伊豆大島の眺望を楽しみました。 

展望台で富士山に別れを告げ、建長寺裏口の半増坊を左にやり過ごして尾根道を下り、更に一山超して車道に

出ました。明月院の門前を通り JR北鎌倉駅へ、そこで全員無事元気で解散しました。      （山路記） 

 

■森こい倶楽部第三十二回  

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） 晴 

参加者：足立（正）、岡部（桂）、梶浦、金子、坂間、篠田、白木、高田、田川（裕）、戸田、中島、日比野、引田、

皆川、山路、吉無田、久野、広川、小池 以上 19名  

コース：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（バス）～溝の口駅・武蔵小杉駅（解散） 

 

 

 

 

 

大平山頂上 

市境広場 



JFIK会報 2022年 3月号 

- 13 - 

概 要： 

川崎市のほぼ中央部、高

津区から中原区に至る下末

吉台地を巡りました。およ

そ 6000 年前の縄文海進で海

だった地域と開析が進んだ

下末吉台地が織りなす起伏

の多い地区です。 

まずは、映画「赤ひげ」

のモデルとなった岡家（黒

塀や母屋）の跡地「久本薬医門公園」を経て、すり鉢状の地形を生かした複合商業施設「フィオーレの森」

へ。早くも複雑な地形のアップダウンを体現し、高台に登れ

ば、開発から免れたスダジイの大木「ターザンの木（市の保存

樹木）」や、大山詣の旅人が目印にしたと言われる「江戸見桜

（市・まちの樹 50選－3代目）」が。ここから江戸が見えると

言われた地で、新宿から武蔵小杉に至る一大パノラマが展開し

ます。 

 増福寺の桜の木に寄生するヤドリギ、杉山神社の御神木のス

ダジイの古木（市・まちの樹 50選）などを観察後、川崎市の

総合文化施設「川崎市民プラザ」で昼食。起伏を生かした日本

庭園には、ちょっと珍しいヤツデの群落が。梶浦さんからは、

シダの解説を頂きました。 

 さらに、いくつかのアップダウンを繰り返し、天平 12

（740）年、聖武天皇の命で行基が開山したと伝えられる「影

向寺（ようごうじ）」

へ。なお、川崎市唯一の

国指定史跡「橘樹郡衙遺

跡群」は、この「影向

寺」と後述の「橘樹郡衙跡」によって構成されています。国指定重要文化

財の「木造薬師如来両脇侍像」、三重塔の心礎と言われる影向石の他、樹

齢 600年と言われる大イチ

ョウ（神奈川の名木 100

選、市・まちの樹 50選）やサルスベリの古木（市・まちの樹 50

選）など歴史の重みが感じられる場所でした。地元在住の日比

野さんに解説を頂きました。 

 ヤブツバキが咲き始めた「高津区市民健康の森」を抜けると

「たちばな古代の丘緑地（橘樹郡衙跡）」。施設の痕跡は確認

できませんが、復元想定図により、その壮大な規模に思いをは

せました。弟橘媛に因む富士見台古墳を経て橘樹神社へ。岡部

さんの指摘で確認できたタチバナの木の小さな実を味見。終点

は、多摩丘陵の中で最も古い貝塚と言われる「子母口貝塚」。 

川崎市民プラザ日本庭園のヤツデの群落 

たちばな古代の丘緑地での解説 

影向寺の樹齢 600年のイチョウの木の前で 

 

橘樹神社－タチバナと川崎まちの木 

50選のイチョウ 
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 アップダウンが続く変化にとんだ地形と多くの歴史遺産、名木や保存樹木の数々と盛り沢山のコース。ちょ

っとハードなコースでしたが、充実した一日を過ごせていただけたのではないかと思います。  （小池記） 

 

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

日 時：2月 17日（木）快晴 

場 所：富水駅（集合）→小田原アリーナ→扇町しらさぎ広場（昼食）→スポーツ広場→酒匂川河口→東高校前

バス停（バス）小田原駅（解散） 

参加者：<案内人>角田、<幹事>中澤(均)、中澤(美)*、足立(正)、嶺、鳥越、<報告>加納、田川(裕)、伊東、篠田、

中島(典)、山路、関、久野、梶浦、久保、吉原 以上 17名(内*一般 1名) 

 

小田急富水駅 10時集合。晴天。空気は冷たく澄んでいたた

め、丹沢山地、箱根山地は、山頂付近は雪が積もっているのが

見えてとてもきれいでした。 

駅からスタートし、住宅地を抜けると、農業用水路脇を歩き

酒匂川を目指しました。田んぼや用水路に目を凝らしながら、

続々と先輩たちは鳥を見つけていきます。まだ私には、タヒバ

リとヒバリの区別がつかず、「慣れてきたら、顔つきが全然違

うよ」という先輩の言葉にさすがだなあーと感心してしまいま

した。 

酒匂川沿いを歩くと、丹沢山をバックにオオタカが飛んでい

るのを見て、カッコよかったです！ヒメアマツバメやタダツバメも越冬つ

ばめだと教えていただき、この季節にツバメいるんだ！と感心。遠くにい

るカワアイサや繁殖羽のカワウも初めてで、スコープで見せていただき、

感動しました。 

行程時間が予定よりオーバーしてしまい、それでも海は見たいよね！と

いうことになり、海を目指しました。10kmは歩いたようです。伊豆大島が

とても近く感じられました。 

ひとりでも野鳥を見に行きますが、見つけられるのは本当に限られた数で、

今回先輩たちからたくさんの教えをいただき、本当にありがとうございました。       （加納記） 

 

＜本日確認できた野鳥＞ 

カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、オオバン、カイツブ

リ、カンムリカイツブリ、イソシギ、ユリカモメ、セグロカ

モメ、オオセグロカモメ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、マガ

モ、カルガモ、ハシビロガモ、オナガガモ、コガモ、ハヤブ

サ、トビ、オオタカ、ミサゴ、キジバト、コゲラ、カワセミ、

シジュウカラ、メジロ、モズ、ウグイス、ヒヨドリ、ムクド

リ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ツグミ、ジョウビタ

キ、イソヒヨドリ、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、ホオジロ、アオジ、ヒバリ、カワ

ラヒワ、カワアイサ、ヒメアマツバメ、ツバメ 以上 48種 

番外 ドバト 

スコープで酒匂川の野鳥を観察 

酒匂川のカワアイサ 

酒匂川河口で相模湾を望む 



JFIK会報 2022年 3月号 

- 15 - 

 

書 名：「男読み 源氏物語」（おとこよみ げんじものがたり） 

著 者：高木 和子 

発行所：朝日新聞出版 

発行日：平成 22年 11月 30日 

価 格：新書版（1,500円） 電子版（550円） 

内 容 

コロナ禍、自宅時間が増えていますが、こんな時こそ普段は手にしない古典名作に浸ってみてはいかがですか。

といっても源氏物語は長編過ぎる、あるいは男女のどろどろした生きざまが怪しげなど、とっつきにくいのはた

しかです。関東育ちの私には京都への偏見もありました。むかし京都新聞のアンケートで京都人の嫌いな性格の

上位に「竹を割ったような性格」がありました。なんだこの人たちはと思いました。私は鎌倉の外れに住み着き

鎌倉をこよなく愛していますが、最近、京都の人々の生き方を紹介するテレビ番組や京都を舞台にしたドラマを

見るたびに、その奥深さにはかなわないと思わざるを得ません。一見なよなよしているようで、しぶとく賢い、

そして新しいものをどんどん取り入れてきた京都人のすごさが分かってきました。 

「男読み 源氏物語」は源氏物語に秘められた骨太な論理性を掘り起こしたユニークな紹介書です。これに導か

れて源氏物語 54帖の世界へ。原書は少しハードルが高いので、おすすめは瀬戸内寂聴訳の「源氏物語」（講談社 

全 10巻）です。また、源氏物語絵巻を合わせて鑑賞するとイメージがわきます。「絵巻で楽しむ源氏物語 54帖」

（週刊朝日百科）など多くの出版物があります。 

源氏物語が読み継がれてきたのも日本人の心に深く刻み込まれている京都の DNAのせいかもしれません。 

皆さん、ゆったりと源氏物語の世界をさ迷ってみませんか。                      （狛） 

  

月刊ブックレビュー 
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No.14 横浜自然観察の森   （山路洋護） 

▶ 概要 

多摩丘陵から三浦半島に続く多摩・

三浦丘陵群の半ばあたり、横浜市のほ

ぼ南端に位置し、周辺の市民の森など

の緑地と共に、横浜市内最大の大規模

緑地「円海山緑地」の一部を構成して

います。 

昭和 59（1984）年、自然保護教育の

推進のために環境庁が行っていた、大

都市圏で身近な自然とのふれあいを促

進する拠点のモデル整備事業、「自然

観察の森事業」に選定され、環境庁、

神奈川県、横浜市の３者による 45.3ha

のエリアの施設整備を経て、昭和 61（1986）年に開園しました。「自然観察の森」は、全国に 10 か所設置されています

が、日本で初めての「自然観察の森」として開園しています。 

「横浜自然観察の森」では「いきもののにぎわいのある森」を

目標に、生きものとその生息環境を調べる「環境調査」、生きも

のとそのすみかを整える「環境管理」、生きもののことを伝え、森

を守る仲間を増やす「環境教育」の 3 つの事業を、横浜市、指

定管理者「日本野鳥の会」、「横浜自然観察の森友の会」の３者

が協働して、相互に関連させあいながら実施しています。 

いたち川源流域の森で、いたち川は柏尾川に合流し、さらに

境川に合流し、江ノ島のわきで相模湾にそそいでいます。大き

な緑地の一角であることと、川、池、湿地という水辺から、草地、林縁、林といろいろな環境がととのっているので、いろ

いろな生きものが関わりをもってくらしています。 

（写真上：ゲンジボタルの谷 いたち川源流の一つである） 

日本全国の生態系の基礎情報を集め変動を監視する環境

省の長期調査である「モニタリングサイト 1000」に、2008 年か

ら、里地・里山の植物相、植生、チョウ、カエル類、中・大型哺

乳類を対象とした調査に参加しています。 

▶ 私とのかかわり 

開園当初から「日本野鳥の会」が横浜市から委託を受け、レ

ンジャーを配置し、現在も指定管理者として運営されていること

に関心をもっています。 

妻が「横浜自然観察の森友の会」のプロジェクトのひとつに、

ボランティアとして参加しており、その縁で、私も森林インストラクターを目指していた頃、自然観察の勉強に訪れた森で

もあり、現在 JFIKの環境教育 でも年に数回利用させていただいています。 

（写真右：ミズキの谷の観察小屋 カワセミなど多くの野鳥が観察できる） 
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▶ おすすめコース 

・園内には４つのネイチャート

レイルが設置されています。

そのうちのひとつ「ミズキの

道」（写真左）は湿地、川、

林、池など変化のあるコース

（1時間半、約 1.6km）でこの

森の自然観察に最適で、50

種の樹木ウォッチングも楽しめます。前述の JFIKの環境教育では小学生を対象に、「アキアカネの丘」（写真右）を集

合場所として、「ミズキの道」を観察しながら回ります。「ノギクの広場」などでクイズ、ビンゴゲーム、ネイチャーゲームな

どで遊びます。 

・「円海山緑地」から「鎌倉天園」に至るハイキングコースの絶好の中間点休憩所として、利用させていただいています。

そのときは「自然観察センター」を覗いてみましょう。「日本野

鳥の会」のレンジャーコーナーがあり、自然に関する質問や

相談などに親切に応対してくれます。このコースは相模の国

と武蔵の国の分水嶺でもある尾根道で、横浜市最高峰の大

丸山（157ｍ）があり、頂上からは東京湾の眺望が楽しめま

す。（写真左：自然観察センター） 

・徒歩で直接園内へ行くときは、長倉町バス停からの道がお

すすめです。入り口傍にトイレがあり、そこはすでに「ミズキの

道」で、静かな森が迎えてくれるでしょう。 

・知人に聞いた話ですが、横浜市域で、ヤマアカガエルの生息地は十数か所しかなく、そのうち最も生息数が多かった

のがこの森だったそうです。春先の雨の夜、ヤマアカガエルが「ヘイケボタルの湿地」へ一斉に産卵に来ます。運が良

ければ、それを待ち構えているノスリを観ることができるそうです。 

 

▶ 昼食＆休憩 

「上郷・森の家」にレストランがありますが、昼食は弁当を持参してピクニック感覚で楽しんでください。各所の広場

にはテーブル付のベンチもあります。園内や周辺にコンビニなどはありません。 

▶ アクセス 

・バス：ＪＲ大船駅北改札（笠間口）から徒歩 4分の東口バスターミナルから、 

神奈川中央交通バス「金沢八景駅」行き約 25分、「横浜霊園前」下車徒歩約７分 

    京浜急行金沢八景駅から徒歩約 2分の国道 16号線沿いバス停から、 

神奈川中央交通バス「大船駅」、「上郷ネオポリス」、「庄戸」行き約 15分、「横浜霊園前」下車徒歩約７分 

・マイカー：「上郷・森の家」の駐車場が利用できます。（有料 約 100台） 

▶ 自然観察センター（入館無料） 

〒247-0013 神奈川県横浜市栄区上郷町 1562-1 

開館時間 9：00～16：30、月曜日休館（祝日の場合は翌日）及び年末年始 

TEL 045-894-7474  FAX  045-894-8892 

公式ホームページ https://sancyokohama.sakura.ne.jp/ 

指定管理者 公益財団法人日本野鳥の会 

＊自然観察の森には常時入園できます。 

アドバイス 
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会員異動 

＜1月度の会員異動＞ 

2月25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：2月25日（金）19：00～20：20 

場 所：ZOOM 利用のリモートミーティング 

出席者：理事15名、監事1名、会員3名 計19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）通常総会が開催されました  

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  

■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 

総会が開催されまして新し

い理事が選出されました。会

報の担当は、とりあえず前の

ままで続けます。皆様よろし

くお願いします。（梶浦） 

編集後記 

例年、２月下旬に開花していた

我が家の梅が、ようやく開花！

今年は特に遅かったです。  

(松山) 
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