
   

 

 

 

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 4月の定例活動は、4月 8日（金）、23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 4月、5月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：4月 2日(土）、11日(月）、18日(月）、5月 7 日(土）、16日(月）、23 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4月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：4月9日(土)、24日(日） 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 

  8P 活動報告 

  14P リレーエッセイ 

  15P おすすめマイ・フィールド 

  17P 月刊ブックレビュー 

  18P 掲示板 

  18P 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/ 

 

キブシ ＠ 新治市民の森   （撮影：福田 渉） 

 

） 活動予定 

http://shonan-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 

今回は大橋が企画しています。 

タイトル：～野毛山、伊勢山、掃部山の自然と歴史を訪ねる～ 

日 時：4月 16日（土）、20日（水） 

集 合：JR桜木町駅 南改札外 10：00 注：新南口改札ではありません。 

募集定員：各回 50 名 

コースの概要：JR桜木町駅（集合）→掃部山公園→伊勢山皇大神宮→横浜別院延命院→ 野毛山公園(昼食/休憩)→

東福寺→子神社→京浜急行線 日ノ出町駅（14時 30分～15時頃に解散予定） 歩行距離は約 5㎞ 

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 3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。 

JFIK 会員によるサポートスタッフの募集を行っています。ご協力いただける方は、鈴置まで、ご連絡ください。 

 （大橋記） 

 

★■四季の森公園  

4 月、5 月の四季の森公園観察会を以下の通り開催します。是非ご参加ください。 
 

「特定植物観察会～サクラの仲間」  

本 番：4月 2日（土） 13：00～14：30  

下 見：3月 26日（土） 10：00～11：30 当日下見：4月 2日（土）10：30～12：00 

スタッフ：佐野仁子、日比野、福田 
 

「特定植物観察会～スミレの仲間」 

本 番：4月 9日（土）13：00～14：30  

下 見：4月 3日（日）10：00～11：30 当日下見：4月 9日（土）10：30～12：00 

スタッフ：角田、金子、佐藤淳、日比野 
 

「自然を訪ねて～樹の花・草の花」 

春爛漫の里山。日々刻々緑を濃くしていく新緑の雑木林、林内も林床も林縁も、ふくらんでいくつぼみと、今

や盛りの花と、散っていく花で大賑わいです。春の午後、花を愛でてひと時を過ごしましょう。 

本 番：4月 17日（日）13：00～15：00  

下 見：4月 10日（日）10：00～12：00 当日下見：4月 17日（日）10：00～12：00 

スタッフ：佐藤淳、日比野、他 
 

「特定植物観察会～ユリ・ランの仲間」 

 ランは、綺麗なだけじゃなく、したたかなのです。種子は小さくラン菌と仲良しで、シランは蜜も出さずに虫

を呼ぶ。今咲いているユリっぽい花は、白くて小さめでみんな下を向いています。 

本 番：4月 24日（日）13：00～15：00  

下 見：4月 17日（日）10：00～12：00 当日下見：4月 24日（日）10：00～12：00 

スタッフ：金子、鳥越、広川、他 
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「特定植物観察会～キンポウゲの仲間」 

本 番：5月 7日（土）13：00～14：30 下見日程、スタッフは後日連絡。 
 

「自然を訪ねて～花の不思議（仮タイトル）」 

本 番：5月 15日（日）13：00～15：00 下見日程、スタッフは後日連絡。 
 

本番に参加するには、公園への予約が必要です。公園窓口か電話（045-931-7910）で（メール不可）、申し込ん

で下さい。四季の森公園の観察会は、会員の皆様の研修の場でもあります。したがって、事前・当日問わず、下

見のみの参加も大歓迎です。メーリングリストで実施の案内が届きましたら、遠慮なくリーダーに申し込んで下

さい。資料が送られてくるはずです。また、適度な距離を保ちながら本番観察会を見学することも可能です。皆

様のご参加を心よりお待ちしております。                         （日比野記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

4 月の室内勉強会は菅原啓之さんの自然と日本文化の深い関わりのお話しです。これまで室内・野外を問わず、

幾度となく講師をされてきた菅原さんのお話しは、自然へのガイド役である我々JFIKメンバーにとって貴重な知

見を得る絶好の機会です。一人でも多く方々のご参加をお待ちしています。 

 

日 時：4月8日(金) 19:00～21:00 

テーマ：日本文化の根源は「山」、育んだのは「花鳥風月」 

講 師：菅原 啓之さん（18年） 

概 要：日本は海国にして山国、古代住人の多くは山の民であり、自然と共生共存し山の恵みを頂いて暮らして

きました。さらに山と里との交流により育まれた「花鳥風月」への志向が日本文化の基底になったとも言われて

います。山の名前の由来、神の依代の松、世界に誇る漆器、和紙、日本絵画などについてお話しさせていただき

ます。日本は四季に恵まれ、動植物の種類も驚くほど恵まれている稀有な国です。古来より日本人の感性を培っ

てきた自然の素晴らしさ大切さを再認識し、さらに多くの人々を魅了し続けてきた日本文化が、自然とともに失

われつつある背景を考えるきっかけになっていただければ幸いです。              （講師記） 

 

参加方法等：日が近づいてきましたら、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。 

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  (嶺記) 

 

 

 

 本番

サクラ 3/26 10:00～11:30 4/2 10:30～12:00 13:00～14:30

スミレ 4/3 10:00～11:30 4/9 10:30～12:00 13:00～14:30

樹･草の花 4/10 10:00～12:00 4/17 10:00～12:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13:00～15:00

ユリ･ラン 4/17 10:00～12:00 4/24 10:00～12:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13:00～15:00

キンポウゲ ＊ ＊ 5/7 ＊ 13:00～14:30

花の不思議 ＊ ＊ 5/15 ＊ 13:00～15:00

    ＊：未定

事前下見 当日下見

mailto:UGK58629@nifty.ne.jp
mailto:sato.forest2807@gmail.com
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■山こい倶楽部からのお知らせ 

山こい倶楽部の 2022年度の山行計画を立てましたのでお知らせします。 

JFIKの皆様の年間計画に是非組み込んでいただき、奮って参加いただきたいと思います。 

なお、これは現時点での予定であり、場所や日時については、天候やコロナ等の社会情勢、あるいは会の他の行

事との兼ね合いなどにより変更となることがありますので、あらかじめご承知おきください。 

都度の山行のご案内については、これまで通り松井さんから皆様へメーリングリストによりお知らせします。 

                                            (中澤(靖)) 

 

 

■森こい倶楽部の活動予定 

4月で 5年目に入る節目を迎えるにあたり、森こい倶楽部の今後の活動予定をお知らせします。 

・横浜森こい倶楽部からスタートし、活動領域を広げ内容を拡充してきました。（33回実施） 

・森こい倶楽部のコンセプトは、知好楽の自然と生活・歴史・文化の多次元探検倶楽部です。 

・倶楽部として、好きに気軽に楽しく参加できることを第一としています。 

・自然と生活歴史文化を深く広く観察し自然の素晴らしさ・大切さを伝える一助にしましょう。 

・コース設定は安全第一に考え、ガイド資料など理解しやすいサービスを提供していきます。 

・だれでも、これ何・なぜだろう・こうじゃないの、と双方向の対話を気軽にしてください。 

・ハンデイ・制約など声なき声に耳を傾ける努力をしますので、だれでも、安心して参加できます。 

2022年度　山こい俱楽部活動計画（案）

月日 山名 見どころ 難易度※1 体力度※2 CL コースの概要

4月29日

(金･祝)
生藤山

ヤエザクラ,ミツ

バツツジ,スミレ

類、ニリンソウ

初級 一般 中澤

藤野駅8:08＝神奈中バス＝8:20鎌沢入口－

佐野川峠－三国山－生藤山－茅丸－連行峰

－山の神－和田＝バス＝藤野駅

5月14日

（土）
滝子山 新緑・富士山 初級 一般 境 笹子→滝子山→初狩

6月26日

（日）
三頭山 初夏の花々 初級 一般 辻 武蔵五日市からバス

7月24日

（日）
三ツ峠山 富士山、河口湖 初級 一般 久保 三ツ峠登山口→開運岳→天上山→河口湖

8月20日

（土）
御岳山（奥多摩） レンゲショウマ 初級 一般 中澤 JR御岳駅、ケーブルカー利用

9月10日

（土）
陣馬山 富士山 初級 一般 境 藤野→陣馬山→相模湖

10月下旬 檜岳（丹沢） 秋の草花 初級 一般 辻 新松田からバス

11月13日

（日）
十国峠（白金山） 富士山、石仏 初級 一般 久保

熱海→伊豆山神社→岩戸山→十国峠→笹の

広場→熱海

12月3日

（土）
鐘ヶ岳（丹沢） 紅葉 初級 一般 中澤 厚木からバス

1月8日

（日）
御前山～菊花山(山梨県東部) 富士山 初級 一般 境 猿橋→御前山→菊花山→大月

2月11日

（土）
高麗山～湘南平 モクレイシ 初級 一般 辻 大磯から歩き

3月18日

（土）
ミツバ岳～権現山（丹沢） ミツマタ 初級 一般 久保

滝壺橋→ミツバ岳→権現山→二本杉峠→細

川橋

※1難易度：初級　鎖場・梯子ほぼなし、中級　鎖場・梯子あり、上級　加えて岩稜通過などロープ使う危険箇所あり

※2体力度：軽　歩行4時間以内、　一般　6時間以内、　やや健脚　8時間以内、　健脚　8時間以上
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・内容は、下記 4次元的視点を重点に織り込んでいきます。 

1次元＝あまり訪れてないであろうユニーク・ニッチなコースを設定していきます。 

2次元＝名木古木・保存木を重点に、あらゆる生き物に焦点をあて気軽に観察しましょう。 

3次元＝立体的に地球の活動痕跡、地形・地層・流域、などの物理的自然観察もしましょう。 

4次元＝時間軸、特に自然と生活歴史文化は一体なものと捉えて想像力を駆使して観察しましょう。 

 

令和４年度からの活動ポイント 

大河ドラマ「鎌倉殿の 13人」所縁の自然たっぷりコースを特集として織り込みます。 

現事務局 4名に加え金子正美さん（30年）に参加いただき事務局の活動拡充を図ります。 

  

今後のコース予定 

4月 3日・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） 

5月 8日・北条執権所縁、外鎌倉にもある切通と古刹の緑道と古木（鎌倉市・横浜市栄区） 

6月 5日・三浦一族・衣笠城址・寺社の森から浦賀古道を花菖蒲園へ（横須賀市） 

7月 3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） 

9月 4日・海老名目久尻川沿いの自然緑地保全地域の樹木と史跡（海老名市） 

10 月 2日・大磯町天然記念物の樹木と明治記念庭園（大磯町） 

11 月 6日・鎌倉寺社の名木古木と歴史文化１（北鎌倉～六浦道）（鎌倉市） 

12 月 4日・小坪住吉城址から逗子の海岸緑地の眺望（鎌倉市・逗子市） 

1月 8日・能見堂から瀬上へ・たたら国境の道の樹林（横浜市金沢・栄・港南区） 

2月 5日・茅ヶ崎の樹叢・名木古木と鎌倉殿所縁の地（茅ヶ崎市） 

3月 5日・鎌倉寺社の名木古木と歴史文化２（小町大路～古東海道）（鎌倉市） 

4月 2日・葛葉緑地から秦氏・景教の昔路と湧水・保存木（秦野市） 

5月 7日・大仏切通から北条常盤邸跡・常盤山緑地から台峰緑地（鎌倉市） 

事情により変更になる場合もありますが、毎月都度詳細予定をご案内します。 

基本は第一日曜日 10:00～（8月を除く）、5月・1月は第二日曜日。 

事務局：久野正樹（25年）・石川雄一（25年）・広川一久（26年）・小池一臣（27年） 

 

■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 

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

 

■森こい倶楽部第三十五回 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：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） 

開催日：2022年 5月 8日（日）（第二週ですのでご注意ください） 

集 合：JR横須賀線 北鎌倉駅西口改札外 信号渡った交番脇 10:00 

リーダー：久野（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:切通のしぼり水  

申し込み：ご参加の方は、5 月 6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 

 

森こい倶楽部も 5 年目に入り、大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」所縁の自然たっぷりコースを今後特集として織込

んでいきます。 

鎌倉は外周を山で囲まれており「七切通」を通って入りました。「いざ鎌倉」と鎌倉道が各地からつながってい

ました。「七切通」以外にも、切通が人知れず静かに残っています。北鎌倉の裏道から六国見山麓の切通をぬけ、

甘糟氏の里から、大船常楽寺へ新緑の道が続きます。松竹大船撮影所跡地の緑地で昼食後、後北条綱成が創建、

徳川家康が崇敬した大長寺の広大な寺林からの眺望を楽しみます。鎌倉ハム富岡商会本社工場を覗き、笠間鎌倉

道「山内新道」周辺の寺社・史跡の緑地を巡り大船駅がゴールです。 

mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
tel:090-8280-1816
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鎌倉殿所縁：常楽寺は鎌倉三代執権北条泰時あるいは、北条政子の開基と伝わります。その裏山には、頼朝・政

子の娘大姫と木曽義仲の子義高の悲恋の塚があります。後に北条時頼が宋から蘭渓道隆を招き最初に常楽寺の住

持となり、後に建長寺の開山となりました（常楽は建長の根本也）。笠間には泰時が「鎌倉中の道」の新道「山

内道路」を造りました。 

コース概要：JR北鎌倉駅西口🚻（集合）→（午前昼食まで🚻無）北鎌倉裏道（山中稲荷・おちゃぶき様）→（光

照寺）→鎌倉踏切→八雲神社（円覚寺別当雲頂庵）→元料理屋のトンネル→六国見山麓→長窪切通→甘糟家長屋

門→高野切通→熊野神社・多門院（🚻）→常楽寺→姫宮の墓・木曽塚→松竹大船撮影所跡地（鎌倉芸術館・イト

ーヨーカドー🚻（昼食）・鎌倉女子大）→鎌倉街道→大長寺→鎌倉ハム富岡商会本社工場見学🚻→（🚏鎌倉女子

大前）→鎌倉道山内新道→法安寺→笠間中央公園（遺跡）→青木神社→🚏大船駅（解散） 

歩行：約 8㎞、アップダウンが若干あります。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 迄に JFIKメールで連絡します。 

以降の予定 

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） 

9月 4日（日）海老名目久尻川沿いの自然緑地保全地域の樹木と史跡（海老名市）  （事務局 久野 記） 

 

■鳥こい倶楽部 2022 第 5回「葛西臨海公園」（案内人：千葉会 樋口多聞さん、上江洲三男さん） 

葛西臨海公園は、埋め立て等により本来の自然な海岸が殆ど無くなった東京湾に、少しでも自然を復活させよう

として整備されました。平成元年の開設から 30年経ち、埋め立てからスタートしたとは思えないほど豊かに自然

が回復しています。海浜では海鳥、園内の池では内水の鳥、後背の森では山野の鳥が季節毎に見られます。なお、

少しだけ砂浜を歩きますので、足拵えは確りしたものをお勧めします。 

 

日 時：4月 10日(日) 10：00～15：00頃 

集 合：JR京葉線葛西臨海公園駅 駅前噴水広場 10：00 

解 散：同上 15：00頃 

コース：噴水広場(集合)→芝生広場→芦が池→汐風の広場→西なぎさ往復(昼食)→鳥類園一周→観察舎(鳥合わ 

    せ)→葛西臨海公園駅(解散) 

参加費：500円(CONE保険・資料代含む) 

装備等：ハイキングの服装(雨具含む)、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 

    （中止や万一の場合、会員から迅速に連絡可能な方に限ります） 

参加申込：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） 
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★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 6回の日程を変更しました） 

・第 6回 5月 23日(月) 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) 

 

 

 

■名瀬谷戸の会 

＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：3月 5日(土）10：00～15：00 

参加者：合計 55名（JFIK：12名 地元・地域ボランティア：36名 横浜メダカの会：5名 見学者：2名） 

作業内容：●ゾーン 6：マダケ及びモウソウチク伐採、モウソウチク 25本伐採、しがら柵作りと林内清掃 ●久

右衛門邸上部の尾根道・園路と民有地の境界柵作り ●久右衛門邸周辺のモウソウチク根株切り戻し作業 ●新

しい作業道具小屋の建設（途中） ●横浜メダカの会：名瀬池の環境整備、水生生物・水質調査 ●子供班：

コナラとクヌギの違いを学習、コナラの枝を使って名札づくり、午後は大人班サポートで竹の枝落とし 

作業 2回目 

日 時：3月 14日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 20名（JFIK：11名 地元・地域ボランティア：9名） 

作業内容：ゾーン 1：マーキングされたモウソウチク 20本伐採、尾根道沿いの竹穂垣ベースを 7柵作成、竹穂垣

活動報告 

集合写真  子供班の名札づくり  
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の枝挿し 3柵 ●久右衛門邸周辺のモウソウチク根株切り戻し 29本 ●新しい作業道具小屋の建設（ほぼ完了） 

作業 3回目 

日 時：3月 22 日(火）雨天のため中止                            (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」 

3 月の活動は中止いたしました。                               （大橋記） 

 

■四季の森公園 

3月は、JFIKが関わる観察会はございませんでした。                     (日比野記) 

 

■室内勉強会 安全講習会「名瀬の里山安全取り組み」 

日 時：3月 11日（金）19:00～21:00 

講 師：和田 昇（12年） 

会議方法：Web (Zoom) 利用のオンライン会議 

参加者：角田、久保、篠田、瀬尾、田中（真）、辻、寺元、当麻、西岡、羽田、福田、嶺、佐藤（淳）計 13名 

 

事故は「不安全な環境」と「不安全な行動」が重なると発生します。里山での作業は地面の穴や木の根、濡

れ落ち葉、頭上の枯れ枝など「不安全な環境」の中で行われるため、安全の確保には「行動を変える」すなわ

ち安全のための基本動作を体に浸み込ませることが何よりも重要であることを繰り返し教えていただきまし

た。 

まず道具です。名瀬の里山での作業では全員がヘルメットと皮手袋を使用します。道具は定期点検し安全の

確認されているものを貸与します。リーダーが当日の必要数を用意し、回収時にも数を確認します。また、

「横浜市森づくりハンドブック」を活用し基本を学習しています。

この本にはイラストで服装、道具の使い方が丁寧に解説され、スト

レッチのやり方、保険加入、救急用品など有益な情報が満載です。 

作業では基本の習得に力を入れています。現場では「上手な人に

頼むからイイや！」では困ります。不充分なロープワークは転倒事

故などに繋がり危険ですので、全員が合格するまで練習します。引

っ張り作業に欠かせない「わな結び」や竹材の運搬に活躍する「巻

き結び」をご紹介いただきました。カマやナタの扱いも重要です。

集合写真（新しい小屋とリヤカー） 竹穂垣作り 

基本習熟（ロープワーク） 
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自分の足を傷付けない注意が必要です。「木元竹末（きもとたけすえ）」と言われ木は元口から、竹は末口か

らナタを入れます。現場でも作業前に基本動作の復習が欠かせません。きちんと全員ができるまで作業を始め

ません。 

チェンソーや刈り払い機の作業は講習を受け習熟している方が行っています。講習会参加費用の補助もして

います。伐木の作業時には樹高の 2倍以上離れること、根株の切り戻し作業をしている場合はその下を通行し

ないこと、刈り払い機の使用時には 5m以内は接近禁止など安全のために注意しています。 

活動は定例日を定めて行っていますが、雨の日も有効活用しています。「作業の安全」と同じくらい大事な

「場所の安全」を確認します。雨水が集中する場所を見つけておき、土砂流出を防ぐ目的で草刈りの際に元か

ら刈らず高刈りにし、風の強い日には木のゆれを観て弱っている木を探します。健康な木は揺れの戻りが速い

のですが、弱っている木は戻りが遅くなります。また室内でロープワークの練習や、斜面ごとの植生をより良

いものにするための計画の打ち合わせに充てたりしています。 

次世代の管理者養成の観点から、子供たちのための講習も実施し

ています。危険生物の対処方法では服装、応急処置、連絡など、教

えるだけでなく一緒に考えることを大事にしています。 

また、名瀬で活動されている当麻さんから「ヒヤリハット調査」の

ご紹介がありました。300 回のヒヤリハットがあると 29 の事故と一

つの重大事故が起こるという法則があるそうです。現在集計中で今後

活動の中で紹介し事故防止に役立てていきます。最後に安全確保に絶

対の方法はなく、日々基本を繰り返すことの重要性を確認して終了し

ました。                     （佐藤(淳)記) 

 

■山こい倶楽部企画第 78回「畦ヶ丸」 

日 時:3月 19日(土) 

場 所:畦ヶ丸(神奈川県丹沢) 

活動時間:約 6時間 45分  

コース: 大滝橋～一軒屋避難小屋～大滝峠上～畦ヶ丸～六善のタワ～西丹沢ビジターセンター 

参加者: 久保、中澤(靖)、金子、辻、境、田口、加納、篠田 

新松田駅集合。西丹沢ビジターセンター行きのバスに乗り、大滝橋で下車。そこから、大滝峠上を越えて、畦ヶ

丸を目指します。前日は１日中雨が降り、当日はなんとか雨は止みましたが、朝は雲が多く、少し晴れ間が見え

ましたが、とても肌寒い１日でした。 

畦ヶ丸周辺（山北町世づく地区）は炭焼きや木を切る仕事で賑わっていた時代があり、今日の目玉に一つである

ミツマタの群落も和紙の原料として現金化していた歴史があったことをオリエンテーションで教えていただきま

した。 

一軒屋避難小屋手前の沢で、早くもメインのハナネコノメを発見。蕾のものも多くありましたが、とても小さく

可憐な小花が密集しているところがあり、本当にかわいい姿に写真をたくさん撮りました。ハナネコノメを発見

するたびにたくさん撮りました。ミツマタの群落あたりで濃霧が立ち込めてきて幻想的な雰囲気に包まれました

が、私は雨が降るのではないかとひやひやしてしまいました。濃霧の中、山頂を目指します。足場が濡れて、滑

りそうな箇所も出てきました。先輩たちは、さすが、歩みを止めず、突き進みます。大滝峠で昼食をとり、畦ヶ

丸避難小屋へ到着。避難小屋はとても綺麗で、そこへ泊まる登山客もおりました。パラパラとした雨に変わり、

下りのせいかとても寒く感じました。木製の急な階段も転ばないように気をつけながら、17時台のバスを目指し

てどんどん下ります。本棚の迫力あるダイナミックな滝も見られて、ケガもなく無事下山することができました。 

翌日の筋肉痛を覚悟し、先輩たちの山慣れした歩きに感激しました。私のヤマップの記録によると昼食時間も含

 安全学習（危険生物・安全動作） 
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めて、6時間 45分でした。                                (加納記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■森こい倶楽部第三十三回 

テーマ：弘明寺から「かなさわ道」の名木古木・史跡 

日 時：3月 6日（日） 

参加者：梶浦、山路、引田、吉無田、高田、田川（裕）、皆川、戸田、岡部（桂）、篠田、金子（正）、田川（勝）、

鈴木（康）、鳥越、会員外 2、小池、 

久野、広川、以上 19名 

コース：京急弘明寺駅～弘明寺～弘明寺公園～定光寺～旧六ツ川河道～乗蓮寺～住吉神社～井土ヶ谷事件の碑～

大岡川桜並木～横浜商業高校ボート部～南区南センター・下の前公園（昼食）～大光寺～横浜水天宮～

大原隧道～清水ヶ丘公園～南太田四丁目公園～かなさわ道～北向地蔵～御所台の井戸～庚申塔群～福聚

寺～金沢横町道標～旧東海道～JR保土ヶ谷駅（解散） 

概要：今回は、奈良時代に開創され、源氏将軍家累代の祈願所にもなった横浜最古の寺・弘明寺（ぐみょうじ）

から、北条政子所縁の寺などを巡り、鎌倉時代に開かれた「かなさわ道」に沿って、旧東海道程ヶ谷宿（現 JR 保

土ヶ谷駅周辺）に至るコースです。縄文海進の開析谷が造り出した住宅地と緑地が織りなす急峻な地形を体感す

畦ヶ丸山頂にて ハナネコノメ観察中 

 

ハナネコノメ 

 

弘明寺公園展望台から富士山、丹沢 
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ることが出来る、横浜らしいコースでもあります。 

弘明寺は古墳時代から仏教信仰のパワースポットになり、奈良時代、行基によりケヤキの一本造り鉈彫の十一

面観音像が安置されました。かつて弘明寺の寺林だった弘明寺公園の丘の上の展望台からは、身近に富士山や丹

沢の眺望を楽しむことができ、神奈川県民の有り難さを感じました。事務局の小池一臣さん撮影のパノラマ写真

をご覧下さい。横浜から京急線で 10分の丘の上からの眺望です。 

その後、弘明寺北方にある定光寺裏山の樹齢 600年といわれるアカガシの古木に息をのんだ後、北条政子創建

と云われ、政子お手植えの樹齢 800年のカヤの古木や、政子が化粧のために使った井戸がある乗蓮寺を訪ねまし

た。政子は化粧水にこだわったようで、今日のコース終盤にも政子の

化粧水井戸がありました。また、この辺りの「井土ヶ谷」という地名

はこの井戸に由来します。 

 

やがて、大岡川の河岸に出て、市立横浜商業高校（Y 高）ボート部

が艇を大岡川に入れる入り口を見学。大岡川が有効活用されていまし

た。大岡川河岸は、明治時代からの桜並木。戦後再植栽されたソメイ

ヨシノが衰え始め、小柄で、てんぐ巣病などに強いジンダイアケボノ

などへの世代交代が始まっています。 

 

下の前公園でお弁当を食べた後、横浜国立大学移転跡地の清水ヶ丘

公園に向う途中、大原隧道を通過。高さ 3.6ｍ、幅 2.4ｍ、全長 254ｍの歩行者専用トンネルで、昭和 3 年に西谷

浄水場から磯子方面への水道本管用隧道として造られました。狭い隧道の先に小さな出口の明かりが見え、実際

の全長より長く感じます。丘の上の清水ヶ丘公園からは、縄文時代は古大岡湾だった低地や、“対岸の海岸段丘”

を見渡すことができ、今回のコース一番の眺望。 

 

清水ヶ丘公園から急峻な開析谷を下りて登って、横浜の地形

に息を切らしながら、再び「かなさわ道」に沿って旧程ヶ谷宿

を目指します。やがて、「是より左の方かなさわ道」と刻まれ

た角柱のある北向地蔵を過ぎ、「御所台の井戸」へ。この井戸

も北条政子が化粧に使った井戸だとか。近くには貞享3年（1683）

と刻まれた庚申供養塔。かなり古い。 

JR の踏切を渡り「かなさわ道」が旧東海道に到達する金沢

横町に。江戸時代、江戸から旧東海道を歩いてきた旅人は「程

ヶ谷宿」に一泊した後、この金沢横町を左折して「かなさわ道」

を通り、金沢八景、鎌倉、江の島へと向ったそうです。 

今日は、歴史と文化、横浜独特な地形と眺望、多くの古木、

そして満開の梅の花を楽しむことができた一日でした。ああ楽

しかった。                 （広川 記） 

  

清水ヶ丘公園 「ゆずの木」の前で 

シキミ 初春の花に会えました 
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■鳥こい倶楽部 2022 第 4回「鶴見川～新横浜公園、冬の野鳥」（案内人：吉原秀敏） 

日 時：3月 9日(水) 晴れ 

場 所：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) 

参加者：<案内人>吉原、中澤(均)、*中澤(美)、寺元、*前田、鳥越、山路、久野、田口、岡部(桂)、三樹、広川、

瀬尾、山本(明)、関、藏田 以上 16名(内*一般 2名) 

 風はありつつもポカポカ陽気で前日が雨の日でしたので、今

日でよかったと参加の皆さんがおっしゃっていました。 

鴨居駅を出発、自己紹介をしてから鶴見川河川敷へ。河川敷

へ出るとすぐオオバンとカモたちに遭遇。鳥が全く分からない

私にもわかるように、先輩方が双眼鏡を覗きながら柄や特徴を

詳しく教えてくれます。 

カワセミのキラッと輝く飛行姿も見ることができました。 

思っていたよりたくさんの鳥を見ることができ、新横浜に着

いたのは予定より１時間遅れ。 

昼食時には、事件現場を想像させる、散乱したハトの羽を目

撃。 

その後、新横浜公園の遊水地でオオバンやコガモ、オカヨシガモに混ざっ

て 1 羽だけのメスのミコアイサ雌。渡りに置いて行かれたのか？後から渡っ

てくる仲間と合流するのか？と“ミコちゃん”に先輩方は興味津々。 

新横浜公園から小机城址へ。小机城址市民の森で歴史に思いを馳せながら、

竹林を散策。帰り道にフキノトウを見つけるなど、春の発見がありました。 

植物観察と違って、動く鳥たちは望遠鏡にもおとなしく収まってくれませ

ん。ウグイスやコゲラなど、声はすれども姿が見えない鳥も 3種類ほど。 

今まで気にしたことがなかった鳥たち、今日一日で聞いたこ

とのない名前をたくさん聞きましたので、野鳥図鑑を見てみよ

うと思いました。養成講習がオンラインだったため、同期との

交流ができていませんでしたが、こうして参加することで顔が

見える関係が築けることを嬉しく思いました。 

                      （寺元記） 

＜本日確認できた野鳥＞ 

カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、バン、オオバン、カイ

ツブリ、イソシギ、タシギ、セグロカモメ、オカヨシガモ、ヒ

ドリガモ、カルガモ、ハシビロガモ、コガモ、キンクロハジロ、

ミコアイサ、トビ、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、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ツグミ、スズ

メ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ホオジロ、アオジ 以上 36種 番外 ドバト 

  

鶴見川で水鳥観察 

ミコアイサ雌 

新横浜公園にて集合写真 
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森林インストラクターになって思ったこと 

R3 鳥越まり子 

エッセイと言われても何を書いたらいいのかわからない。何を書い

たら良いのだろう。 

しょうがないので、なんとなく自己分析からしてみる。私は植物が

とても好き、鳥もとても好き、動物も好き、昆虫も爬虫類も毒は怖い

がほとんど大丈夫。（うじゃうじゃしたものは苦手） 

自然全般が好きなのだと思う。まあだから森林インストラクターに

なりたいと思ったのだが・・ 

けれど世の中にはいろいろな思いの人がいる。毛虫が苦手なのは理

解できるが、私は綺麗だと思うチョウも羽の粉がイヤーという人、鳥

の足が爬虫類のようで怖いという人もいればモモヒキを履いたような

鳥足も鳥の香りも大好きという私みたいな鳥好きもいる。猫好きな人、犬好きな人。樹木の落ち葉はロマンチッ

クでとてもいいという人もいれば、道路の落ち葉は掃除が大変という人もいる。 

私は森林インストラクターの目標としては、皆さんにどんな自然も現象も好きになってもらいたいと思うし、

より自然と人とが仲良く共生していけるように、少しでもお役に立てたら嬉しいと考えている。 

それにはどうしたら良い？ 

それは言葉で説得して好きになってもらえるものではないというのは、なんとなく理解できる。沢山の人に自

然に触れてもらう機会を多く作りたい。 

そして自然の全てを好きになってもらわなくても良いので、自然の中のものを１つでも好きになってもらいた

い。一つ興味を持つことができれば、他のものも理解することも可能なような気がするからだ。 

それに、最近はみんながそれぞれ独自に自然の中での楽しみや好きを探し始めているような感じさえする。 

ただ問題は、今の人は昔に比べて豊かな自然がなかなか生活や経済活動と直接結びつかなくなったため、自分

の中での自然に対する重要度がどうしても 3番手 4番手になってきてしまっていることのようにも思う。 

話は少し変わるが、最近、近所の山を散歩していて、フユノハナワラビとい

うシダが沢山生えていたので観察していたところ、ハイキング中の方に「何か

ありますか？」と聞かれた。「フユノハナワラビというシダです。」と答えると

「それは食べられますか？」との質問が。「うーん。あんまり食べるという話

は聞きませんが、見ているだけで・・」と答え、お互いに笑って失礼した。（あ

とで調べたところ、山菜図鑑には載っていないが、胞子葉の葉柄は茹でて食べ

ることができ、漢方では陰地蕨
い ん ちけ つ

という腹痛や下痢の薬になるそう） 

だが、なんとなくわかる。自分で採った山菜が食卓にあると嬉しいものだ。

もし、葉柄が食べられます。と答えていたらもう少し話が発展したかな。でも、

今はあまり公共の山で山菜がりしてはダメなのかな、少しジレンマも感じた。 

理想はあるが、まだまだ、インストラクターになったばかりの私には満足な

回答もできない。 

鳥足のうろこの手入れ 

オオハナワラビ 

リレーエッセイ 
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No.15 新横浜公園・鶴見川・小机城址  （吉原秀敏） 

▶ 概要 

自宅に近い鶴見川の鴨居付近から新横浜公園

が、私のウォーキング・ジョギングコースであ

り、また新横浜公園からほど近い小机城址にも

立ち寄って、四季折々の自然を楽しんでいます

ので、紹介させていただきます。 

▶ 新横浜公園 

隣接する鶴見川の多目的遊水地を兼ねて整備

され、1998年 3月 1日に開園しました。面積は、

約 50ha、横浜市内で最大の運動公園であり、約

72,000 人を収容できる横浜国際総合競技場（日

産スタジアム）のほか、野球場、テニスコート、

スケボー広場、ランニングコースなど様々な運

動施設があります。 

公園には、コブシ、サクラ、ヤナギ、ハンノ

キ、アキニレなど多くの樹木や季節ごとに花を咲か

せる草花が植栽・自生しています。公園の北側には、

鶴見川に沿って公園の東端から西端まで伸びる大池

があります。緑や水辺が豊かで、さまざまな昆虫、

水生生物、野鳥を観察できます。 

（写真左：大池越しに横浜国際総合競技場「日産

スタジアム」を望む） 

 

大池では、カワセミが１年中見られ、冬には、マ

ガモ、オナガガモ、ハシビロガモなどの水鳥が多く

やってきます。特に人気の高いミコアイサは、大池

対岸のヨシやガマのある場所や、東側突堤先の島の

あたりで見ることができます。また、チョウゲンボウなどの猛禽類が上空を旋回したり、街灯などの高い場所

に止まっている姿が見られます。 

 

遊水地としては、特に令和元年（2019年）10月に台風

19 号の大雨で鶴見川が増水した際、水位が一定のレベル

に達して自動的に公園に水が流入、遊水地として機能しま

した。テニスコートやスケボー広場などは浸水しましたが、

翌日、ラグビーワールドカップ 2019の試合が、高床式の

横浜国際総合競技場で開催できたことは大きな話題になり

ました。 

（写真右：大池でたたずむミコアイサ雌雄） 
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▶ 鶴見川 

鶴見川の遊歩道には、新横浜公園の大池西端の通路から出

ることができ、鴨居駅方向まで川沿いに散策することができます。

河川敷にはオニグルミなどの樹木、ヨシやササなどが生え、モズ、

アオジ、ジョウビタキなどの野鳥や水辺にはヒドリガモ、コガモな

どいろいろな水鳥が観察できます。鴨居駅付近の右岸には、約

1km にわたりソメイヨシノなどの桜が植えられ春は花見を楽しむ

ことができます。また、遊歩道のところどころで富士山を眺望でき

ます。 

（写真左：鶴見川の桜並木） 

▶ 小机城址 

新横浜公園から西方約 700ｍの台地（周辺からの高さ約 20ｍ）にある城跡です。 

城は永享年間（15世紀前半）頃に関東管領上杉氏によって築城されたといわれています。その後、廃城となるものの、

北条氏綱の手により修復されました。1590 年（天正 18 年）の豊臣秀

吉による小田原征伐の際には、無傷のまま落城し、徳川家康の関東

入府にともなって再び廃城となりました。 

激しい戦乱の世にあった小机城は廃城になった後も「城山」と地

域の人に呼ばれ、親しまれてきたそうです。 

現在、面積 4.6 ヘクタールの広大な土地は管理する横浜市が整

備をし、中世の城郭を利用した市民の森として憩いの場となってい

ます。廃城から約 430 年後の現在も中世の城郭がほぼ原型で残さ

れ、空堀・土塁などは当時の姿を想起させます。斜面には美しく手

入れされた竹林が広がっています。（写真右：小机城址に残る空堀の跡） 

 

▶新横浜公園 アクセス 

JR横浜線 小机駅から徒歩約 7分 

JR横浜線・市営地下鉄 新横浜駅から徒歩約 12～14分 

駐車場   第 1～3駐車場 料金 2時間 400円（超過 30分まで毎に 100円） 遊水地の為、夜間閉鎖 

▶ 昼食＆休憩 

日産スタジアム内にレストランとフードコートがありますが、現在は休業中で再開は未定だそうです。 

第３レストハウス前にキッチンカーがでますが、不定期です。 

小机駅の南口にコンビニや牛丼店があります。公園内にはベンチが多数あるので休憩、昼食ができます。 

▶その他 

新横浜公園の HP に、「公園の生き物図鑑」が載っており、またスタッフのブログから季節の情報が見ら

れます。施設利用の詳細についてもこちらで確認できます。 

新横浜公園－Shin-yokohama Park ⇒ https://www.nissan-stadium.jp/shinyoko-park/ 

▶ 管理事務所 

新横浜公園（日産スタジアム） 

運営者    横浜市 

指定管理者 横浜市スポーツ協会・管理 JV共同事業体 

〒222-0036 横浜市港北区小机町 3300   Tel：045-477-5000  

アドバイス 
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書 名：草と木が語る日本の中世 

著 者：盛本昌広 

発行所：（株）岩波書店 

第１刷発行：2012年 1月 26 日 

定 価：3,200円＋税 

 

内 容： 

（夫）久しぶりに学術書を読んだ。 

（妻）おやおや、どうされたんですか。 

（夫）ただ読むんじゃない。時には疑問を投げかけながら読む。これがな 

   かなか面白い。 

（妻）ちゃちゃを入れるということでしょう。 

（夫）まあそうともいうかな。とにかく著者は文学博士なので日記や訴 

   訟関係文書等を丹念に調べ、当時の人々の生活を自然・植物の観 

   点から解き明かそうとしている。意欲的な研究であることは確か 

   だ。 

（妻）そりゃそうですよ。ちゃちゃを入れたくなるのは年寄りの証拠。 

（夫）まあ不遜なことは承知、聞いておくれ。 

（その 1）『材木座（鎌倉）には木曽のような遠隔地の材木も流通していたと考えられる』 

    ちょっと待って。鎌倉の材木の産地は伊豆や相模といわれている。材木のような重量物は地産地消。当 

    時船で海を渡って鎌倉に運ぶことなど経済的にも技術的にも無理でしょう。 

（その 2）『（楊梅〈ヤマモモ〉等）甘みのある食品は当時としては貴重なもので、天皇のような上位者が主とし 

    て享受』 

    ちょっと待って。ヤマモモの実は五畿内（大和、山城、和泉、河内、摂津）から天皇に献上されたそう 

    だが、朝摘んだものが昼にはダメになると言われるほど日持ちがしない。食するのではなく初穂として 

    奉げられるのが目的だったのではないか。とくにモモには霊力があると言われている。古事記にある、 

    イザナミノミコトが黄泉の国から逃れるとき雷神に投げつけた桃の実はヤマモモの実だという説がある。 

    ではヤマモモの実の主な用途は何か。私は染料（赤ないしは紫）ではなかったかと考える。とくに当時 

    貴族が盛んにやり取りした「消息（しょうそこ。手紙）」の紙の染色に。なかでも表が赤、裏が淡紫の薄 

    紙は恋文に最適な紙だったそうな。ヤマモモの皮はすでに染色（茶色）に使われていたので、その実を 

    使うことは自然の流れだと思う。 

（妻）あなたの話はいつも長い。それで、あなたのご高説はサスペンス流にいえば裏は取れているの。 

（夫）まあ単なる仮説、いや妄想かな。 

（妻）あなたのボケ防止にはなるかもしれませんね。                       （狛） 

  

月刊ブックレビュー 
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会員異動 

＜3月度の会員異動＞ 

3月25日現在  会員数159名 

 

月例会がweb会議で開催されました 

日 時：3月25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11名（欠席理事4名）、監事1名、会員3名 計15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 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 

だいぶ春めいてきました。サ

クラが見ごろです。歳を重ね

て元気のないソメイヨシノ

をあちこちで見かけます。な

んか可哀そうです。（梶浦） 

編集後記 

編集担当の特権!?で、今号も編集

しながら、発行前の記事を楽しく

読ませていただきましたー！ 

 (松山) 

mailto:amelieamelie92@gmail.com
mailto:editorial@jfik.org
mailto:info@jfik.org
mailto:h-naka@k04.itscom.net

