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/
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エビネとホウチャクソウ 名瀬谷戸にて （撮影：福田 渉）
）

活動予定

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 5 月の定例活動は、5 月 13 日（金）
、28 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 5 月の定例作業予定は、次のとおりです。
日

時： 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5月の定例作業予定は、次のとおりです。
日

時：5月14日(土)、22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)
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★■神奈川の身近な自然を訪ねて
神奈川の身近な自然を訪ねて〜鎌倉御家人縁の古刹と生田緑地を訪ねる〜のお知らせです。
本企画の詳細については、JFIK のホームページ（イベント情報）をご覧ください。

＜下見＞
・日時：2022 年 5 月 14 日(土)

［雨天実施／荒天中止］

・集合：小田急線向ヶ丘遊園駅南口 改札外 10 時 00 分
・持ち物：お弁当、雨具、レジャーシートなど

・歩行距離：約 4ｋｍ（階段・坂多い）

＜本番＞
・日時：2022 年 5 月 21 日（土）/5 月 25 日（水）
・集合：同上 9 時 10 分（詳細は別途連絡）

下見、あるいは本番サポートスタッフとして参加していただける方は、鈴置メールアドレスまで連絡をお願い
いたします。
鈴置アドレス being.55-45in-rurow@sage.ocn.ne.jp

〇備考
・下見だけの参加の場合は、他の野外研修会等と同様に参加費 500 円をいただきます。
・本番にも参加の場合は、参加費及び保険料の負担はありません。ただしサポートスタッフ（SS）として
参加者の誘導や安全確保等のお手伝いをお願いいたします。
・サポートスタッフは『神奈川の身近な自然を訪ねて』スタッフへの第一歩、新会員の参加をお待ちしてます。
・下見では CONE 保険を適応いたしません。各個人で保険対応をお願いします。
・参加される方には後日資料をお送りします。
<お願い> 新型コロナウィルスの感染を防止するため、マスク着用や十分な手洗い、また観察会での密状態の
回避をお願いします。
『神奈川の身近な自然を訪ねて』事務局（鈴置）
★■四季の森公園
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～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）
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■室内勉強会（延期）
5 月に予定していました下記の室内勉強会は講師池田倫子さんのご都合により延期とさせて頂きます。
日

時：5 月 13 日（金）19:00～21:00

テーマ：虫のいい話
講

師：池田倫子さん（20 年）

池田さんのお話しを楽しみにされていた方々には大変恐縮ですが、池田さんのご都合の良い時期に再度企画
させて頂きますので、よろしくお願い致します。

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
■山こい倶楽部企画 第 80 回「滝子山」
生命が溢れる季節がやってきました。５月の山こいは山頂からの景色が素晴らしい山梨県の滝子山です。
リーダーは境さん、サブリーダーは中澤（靖）さんです。奮ってご参加ください。
滝子山（1610ｍ）は大月市の秀麗富嶽 12 景の 4 番山頂に選定されており、頂上は周囲に高い木立がなく南南西
に富士山が大きく聳え立ち、北西には八ヶ岳や奥秩父連峰、南大菩薩連峰、北東には雁ヶ腹摺り山などが
見渡せます。山名は滝が多い滝子沢の源流にあることからと言われています。
5 月は山全体が若葉に包まれ時期が合えばニリンソウ、ヒトリシズカ、トウゴクミツバツツジ、イワカガミなど
の花々が見られます。
薫風吹き渡る新緑の滝子山を楽しみましょう。
期

日：5 月 14 日（土）

集

合：JR 中央線笹子駅改札前 9:00 集合

ルート：笹子駅→道証地蔵→曲沢峠分岐→大谷ヶ丸分岐→滝子山→檜平→林道終点→初狩駅
歩行時間：約 6 時間半
標高差：約 1000ｍ
難易度：一般向け登山、しかし歩行時間は少し長い。
持ち物：弁当、水、雨具、その他春山登山（防寒着など）に必要な持ち物。
担

当：リーダー境、サブリーダー中澤（靖）

（境

実記）

注意事項：
*

発熱など、コロナウィルスに感染の疑いのある場合は参加をご遠慮ください。

*

コロナウィ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 5 月 11 日
（水）
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
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■森こい倶楽部

特別企画のご案内

5 月 8 日の定例森こい倶楽部に加え、下記を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：番外特別企画 「整備完了の横山・台峰緑地の自然観察会」
（鎌倉市）

開催日：開催日：2022 年 5 月 16 日（月）
集

合：湘南モノレール湘南町屋駅 改札 10:00

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。
申し込み：ご参加の方は、5 月 14 日（土）迄に下記久野宛連絡ください。
メールアドレス：masakihisano77@yahoo.co.jp TEL:090-8280-1816
初参加の方は携帯電話番号もお願いします。

鎌倉三大緑地（他は、広町・常盤山）の一つで、トラスト運動の地でもある山崎・台峰緑地は整備が進み、
南管理事務所に引き続き 2022 年 3 月北管理事務所が完成した。両事務所共に軒下休憩設備・トイレ・サイン MAP
が完備された。一方、山崎の魯山人旧居門扉は撤去され周遊公園として 6 月開園予定。
「神奈川の美しい広葉樹林 50 選」にも選定され、今まさに旬、緑の宝庫である山崎・台峰緑地（鎌倉中央公園・
台の住宅地の小径を含む）の自然観察会を特別企画します。

行程：湘南町屋駅→鎌倉中央公園正門→上池→管理事務所
台峰西尾根→谷原入口→清水谷戸入口→北事務所

→休憩舎

→下池→農家風休憩所

→梶原口→

（昼食予定）→谷戸の池・榛の木林→日当入口→南事務所

→山ノ内配水池入口→台峰東尾根→稲荷社→山崎小入口→神明神社→台の小径→三孫稲荷小路→光照寺→
藤源治町路地→山中稲荷社→瓜ヶ谷小路→馬道（牛馬道）→北鎌倉駅

15:00 頃解散

行程約 6 ㎞ 若干のアップダウン、ぬかるみがありますので、トレッキングシューズ等で参加ください。

■森こい倶楽部第三十六回

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：三浦一族・衣笠城址の森から横須賀しょうぶ園（横須賀市）
プラス One テーマ水:城の水源確保
開催日：2022 年 6 月 5 日（日）
集

合：京浜急行 北久里浜駅 改札

10:00

リーダー：広川（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。
申し込み：ご参加の方は、6 月 3 日（金）迄に下記久野宛連絡ください。
メールアドレス：masakihisano77@yahoo.co.jp TEL:090-8280-1816
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初参加の方は携帯電話番号もお願いします。
「鎌倉殿の 13 人」の一族三浦氏の本拠地であった衣笠地区、三浦氏代々の墓がある寺院、源頼朝（鎌倉
殿）・和田義盛・畠山重忠など所縁の地、三浦義明が最期を遂げた衣笠城などの樹林・古木を巡ります。旧浦
賀道の快適な尾根道の照葉樹林、道端の草花を観察しながら横須賀しょうぶ園へ向かいます。横須賀しょうぶ
園では 3.8ha の公園に約 400 種の花菖蒲 14 万本が見頃を迎え、紫陽花の散策路と合わせて楽しめます。
コース概要：京急北久里浜駅

→

→ 岩戸→満願寺

→腹切松公園→清雲寺→駒繋石→薬王寺旧跡→満

昌寺

→つくんど橋→矢取不動→慈眼寺旧跡→衣笠城追手口遺跡→川中地蔵→咳地蔵→旗立岩→不動滝→大

善寺

→衣笠城址（物見岩・経塚）→衣笠城搦手口→浦賀古道尾根道→妙昭寺→横須賀しょうぶ園

（平作城址） →

→ JR 衣笠駅

（解散）

歩行：約 8 ㎞、アップダウンが若干あります。
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。
予定
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）
10 月 2 日（日）大磯町天然記念物の樹木と明治記念庭園（大磯町）
（事務局

久野

記）

■鳥こい倶楽部 2022 第 6 回「森戸川林道と二子山」（案内人：中澤均さん）
森戸川林道（正式名称：三浦大山林道）は、逗子市から葉山町に流れる森戸川の上流に沿って付けられた林道
で、一般車の侵入は禁止されています。初夏に林道に沿って歩いていくと、月日星（ツキヒホシ）ホイホイホイ
と鳴くサンコウチョウ（写真）やオオルリなどの多くの夏鳥のさえずりが聞こえてきます。運が良ければ、それ
らの美しい姿も確認できます。林道終点で昼食の後、野鳥を観察しながら二子山まで登ります。
一部沢の中も歩きますので、足元はしっかりと。
ロープ場もあるのでスコープ持参の方も両手をあけられるように。
森戸川林道から先昼食時も含め南郷上ノ山公園までトイレがありませんので、ご了解ください。

サンコウチョウ（オス）

サンコウチョウ（オス）
・日

時：5 月 23 日(月)

9：00～15：00 頃

・集 合：川久保バス停 9:10
（JR 逗子駅 9:00 発または京浜急行逗子線逗子・葉山駅 9:02 発「南郷中学校行き」バス乗車）
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・解 散：南郷中学校バス停 14：50 頃 (15:00 発逗子駅行バス乗車予定)
・コース：川久保バス停(集合)→森戸川林道入口→林道終点(昼食)→二子山→南郷上ノ山公園→
南郷中学校バス停(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)、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
（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、お名前と参加日の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。
（中澤 記）
■鳥こい倶楽部 2022 第 7 回「照ヶ崎と湘南平」（案内人：金子正美）
春から秋にかけて丹沢山地で子育てをするアオバトは、大磯町照ヶ崎海岸の岩上に飛来して海水を飲みます。
緑色をした美しいアオバトを身近に見ることができます。この時期のアオバトの主な食物はサクラやミズキ、
ヤマブドウなどの果実で、カリウムが多く含まれています。体内の栄養素のバランスを保つためにはナトリウム
が必要で海水を飲みに来るのではないかと考えられています。
アオバトが最も多く飛来するのは午前７時台から８時台かけてで、10 時を過ぎると飛来数は極端に少なくなり
ます。そのため、集合場所は観察場所の照ヶ崎海岸とし、集合時刻が通常よりも早くなっていますのでご注意く
ださい。
アオバト観察後は、森の中の野鳥を観察しながら湘南平で昼食をとります。
・日

時：6 月 1 日(水)

8：30～15：00 頃

・集 合：照ヶ崎海岸(大磯町)

8：30

(8:00 頃から現地で観察していますので、9：00 頃までにお越し下さい。)
電車：JR 大磯駅から徒歩約 10 分
マイカー：大磯港駐車場隣接（310 円/時間、1 日上限 1,040 円）
・解 散：大磯駅 15：00 頃
・コース：照ヶ崎海岸(集合)→高田公園→湘南平(昼食)→浅間山→ヤブラン平→楊谷寺谷戸→大磯駅(解散)
・参加費：500 円(CONE 保険・資料代含む)
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・装備等：ハイキングの服装(雨具含む)、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
（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、お名前と参加日の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。
（金子 記）

活動報告
■名瀬谷戸の会
【１】定例活動の報告
1 回目
・日 時：4 月 2 日（土）10:00～15:00
・参加者：合計 73 名
(JFIK：11 名 地元・地域：16 名 ファミリー：29 名 横浜メダカの会：10 名 見学者：7 名)
・作業内容：●ゾーン 6：モウソウチクの伐採

マーク有り：8 本 皆伐エリア：46 本 ●根株切り戻し作

業結果：ゾーン 1：18 本 ゾーン 6：52 本 ●ヤマユリストリート上部を刈払機で笹狩り、後片付け・
●タケノコ選別用竹櫛を 250 本作製 ●先週の強風と老朽化のため傾いたピザ窯あずま屋を解体 ●昔の
農機具の運搬 ●子供班 「名瀬の里山春ワクワクマップ」作成、AED のトレーニングセット（人形）を
使い体験研修を実施 ●横浜メダカの会：名瀬池の菖蒲等の除草、除草を埋めて橋づくり、水田に繋がる
パイプの止水、水生生物・水質調査を実施
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子供班の活動

集合写真

2 回目
・日 時：4 月 11 日（月）10:00～15:00
・参加者：合計 22 名(JFIK：12 名 地元・地域：10 名)
・作業内容：●ゾーン 6：親竹用タケノコに竹串マーキング 21 本、タケノコ駆除 60 本 ゾーン 3：タケノコ駆
除 20 本 ●久右衛門邸上部：親竹マーキング 81 本 タケノコ駆除

タケノコ駆除の結果

集合写真
3 回目
・日 時：4 月 18 日（月）10:00～15:00（環境教育は 8:45 集合）
・参加者：合計 18 名(JFIK：9 名 地元・地域：9 名)

・作業内容：●作業としては午前にタケノコ駆除、午後に久右衛門邸庭石運搬を行った。 ●午前に名瀬小
4 年生の里山環境教育として、自然観察とタケノコ駆除体験を実施した。

名瀬小学校の環境教育

庭石の運搬
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【２】定例作業とは別にファミリー向けのタケノコ駆除を実施
4 月 17 日（日）10:00～15:00 参加者 46 名（JFIK3 名 地元・地域ボランティア 43 名）
4 月 24 日（日）10:00～12:00 参加者 39 名（JFIK5 名 地元・地域ボランティア 34 名）

【３】5 月と 6 月の定例作業予定
5 月：7 日（土）
、16 日（月）
、23 日（月）
6 月：4 日（土）
、13 日（月）
、20 日（月）
時間：10:00～15:00

■神奈川の身近な自然を訪ねて
日

（福田記）

～野毛山、伊勢山、掃部山の自然と歴史を訪ねる～

時：4 月 16 日（土）
、20 日（水） 10：00～14:30

参加者：一般 58 名（16 日 32 名、20 日 26 名）
スタッフ：鈴置、昆野、田口、廣川、田川（裕）
、菅原、花田、山路、坂間、杉山、大橋（計 11 名）
コース：JR 桜木町駅→旧横濱鉄道歴史展示→岩亀稲荷→掃部山公園→伊勢山皇大神宮→野毛山公園→東福寺→
子神社→京急日ノ出町駅
集合場所の JR 桜木町駅では、1872 年（明治 5）の鉄道創
業を記念するモニュメントや創業当時の横浜駅長室の位置
を示すプレートなどを見学しました。また、ハナミズキや
クスノキ、鉄道敷設を指揮するために招かれたモレルの生
誕 170 年を記念して植樹されたヨコハマヒザクラ（横浜緋
桜）などの樹木を観察しました。
鉄道開業当時の蒸気機関車が展示されている旧横ギャラ
リー、日本ガス事業発祥の地記念碑などを経て掃部山公園
下の海食崖から流れ出る湧き水に向かいました。台地と低
地が入り組む横浜では、崖から流れ出る湧き水が各所に見

掃部山公園で八重桜の観察

られます。入江を埋め立てて作られた横浜市街は、井戸水
や河川の水が使えず、人々は水道が整うまで、このような、崖から流れ出る湧き水を飲料などの生活用水に利用
していました。また、蒸気機関車にも、このような湧き水を給水していたようです。
岩亀稲荷を見学した後、横浜開港に貢献した大老の井伊直弼の像が建つ掃部山公園を訪ねました。小さな漁
村であった横浜は日米修好通商条約締結により開港場となり、大きく変わりました。井伊直弼の像は、ランドマ
ークを始め、多くのビルが建ち並ぶみなとみらい地区の方向を向いています。井伊直弼さんは、小さな漁村から
大きく変貌した現在の横浜を見て、何を思っているでしょうか。
公園では、カラスビシャク、ハルジオン、シャガヤブジラミ、キランソウ、八重桜のギョイコウやカンザンな
どを観察しました。
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掃部山公園で小休止後、伊勢山皇大神宮を見学しました。伊勢山皇大神宮の本殿は、平成 25 年の秋まで
伊勢神宮内宮・皇大神宮の西宝殿として用いられ、
「第六十二回神宮式年遷宮」の後、伊勢山皇大神宮に譲渡
されたものです。ここでは、メグスリノキ、ハナカイドウ、
スダジイなどを観察しました。
昼食は 16 日（土）は野毛山公園で、20 日（水）は野毛山動
物園内で取りました。昼食後、展望台に上がり景観の観察を
行いました。北鎌倉の六国見山、円海山、三浦半島と続く
山地、上大岡付近に広がる丘陵、根岸から山手に続く台地、
大岡川低地と地形の違いがよく分かりました。
公園では、フウ、タブノキ、ヤマモモ、スダジイなどの樹
木を観察しました。百段坂と呼ばれる長い階段を慎重に下り、
東福寺に向かいました。東福寺は鎌倉時代中期の開山と伝わ

伊勢山皇大神宮でメグスリノキの観察

る、朱塗りの山門や閻魔大王の像で知られているお寺です。
朱塗りの山門は町名（赤門町）の由来となっています。
最後に子神社（ねのじんじゃ）を訪ねました。ここは黄金町一帯の鎮守で古い歴史を持つといわれている神社
です。ここではクスノキ、イヌマキ、サカキ、スダジイ、ノキシノブなどの樹木を観察しました。
近くの京急日ノ出町駅で解散としました。
16 日（土）は散策日和の好天に恵まれましたが、20 日（水）は雨を心配しながらの散策となりました。天気
の違いはありましたが、お陰様で、両日とも、無事、予定通りに終わることができました。
（大橋記）
■四季の森公園
「特定植物観察会～サクラの仲間」
日

時：4 月 2 日（土）13：00～14：30

晴

場

所：県立四季の森公園 北口～さくらの谷

スタッフ：日比野、佐野仁子、福田
一般参加者：17 名(うち JFIK 会員 0 名)、公園職員：1 名
四季の森公園の指定管理者が 4 月から変更になり初めての行事と思われます。
「自然を訪ねて」と「特定植物観察会」は従来通りの内容でやることになりその 1 回目の観察会です。
北口広場に集合。
カツラの花は終わり、小さい葉が出だしていました。
公園とリーダーの挨拶の後、観察会開始です。まず、池
の周りで「山笑う」状況を眺めました。
ウワミズザクラが蕾を付けているところを観察してから
サクラの谷に向かいました。途中もサクラやハナモモ
キブシ、アセビ、モミジイチゴ、ケキツネノボタン、

「山笑う」状況を眺める

タカラシ、レンゲソウなどを眺めながら進みました。

- 10 -

JFIK 会報 2022 年 5 月号

サクラの谷ではベニシダレが迎えてくれました。さらに、ソメイヨシノ、オオシマザクラ、ヨコハマヒザクラ
ヤマザクラが咲き誇り、コヒガンザクラ、シキザクラ、ジュウガツザクラ、マメザクラが少し咲いており、
カンヒザクラ、カンザクラ、カワヅザクラは終わり、オオヤマザクラ、カンザン、ウコン、カスミザクラはこ
れからというところでした。

「さくらの谷」では、様々なサクラを観察
いろいろな質問もあり、ゆっくり観察することができました。オオシマザクラは白からピンクに色が変わ
り、ヤマザクラかどうか迷うものもあり、秋から冬に咲くのはなぜだろうなど話題になったようです。
帰りの途中では、最近植栽されたジンダイアケボノを観察し、今後のサクラの将来に話題が及びました。
出発点に戻り楽しい時間は終了となりました。
最後に、スタッフのほかに 5 名の会員の参加があった 3 月 26 日の下見のとき状況を付け加えておきます。
コヒガン、ヨコハマヒザクラが満開、カワヅザクラやカンヒザクラはまだたくさん咲いており、ヤマザクラ、
オオシマザクラ、ソメイヨシノも満開間近というところでした。

（福田記）

「特定植物観察会～スミレの仲間」
日

時：4 月 9 日（日）13:00～14:30 晴

場

所：県立四季の森公園 はす池・あし原湿原周辺、里山斜面

スタッフ：日比野、角田、金子、佐藤淳
一般参加者：18 名(うち JFIK 会員 2 名)、公園職員：1 名
北口管理事務所前での挨拶の後、まずは花壇のビオラ
を観察し、スミレの花の基本的な構造や下向きにつく若
い実の様子を確認しました。それを踏まえて種子の自発
散布とエライオソームによるアリ散布、
「すみれ」の語
源やビオラやパンジーについても話題にしました。
3 班に分かれて出発。うち 2 班ははす池の北側を進み
ますが、初めのうちはタチツボスミレが手の届かない所
に散見されるだけで、スミレの仲間は出てきません。駆
除にもめげずに生えてくる外来のネギの仲間（白い花が

花壇でビオラを観察

きれい）や濃いピンクのオトメフウロ、ヒメウズの実な
どを観察しながら進みました。
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あし原湿原にさしかかった辺りで、群生するスギナ
の中に白い花を咲かせたマルバスミレを発見、至近距
離で観察しました。あし原湿原の最奥でもマルバスミ
レを観察し、不動の滝への道に入ります。トイレまで
の道沿いでは、シュンラン、枝分かれした地上茎や托
葉を確認できる大きく育ったタチツボスミレ、シャガ
などが見られ、トイレ周辺では盛りに向かいつつある
アメリカスミレサイシン、盛りを過ぎた
ナガバノスミレサイシンを観察しました。

木道脇でマルバスミレを観察
ここから引き返してしょうぶ園方面に向かいます。途中スミレはあまりなく、オオシマザクラや咲き始めた
ニリンソウ、ナラ枯れで伐採されたコナラの切株などを確認しながら進み、しょうぶ園でツボスミレを観察し
て、山越え前の水分補給を行いました。
山越え前にクマガイソウの生育地に寄りました。クマガイソウは開花していませんでしたが、柵の外に
ウラシマソウの雄株と雌株が並んで生えており、仏炎苞の中を比べました。里山の斜面ではキランソウや
ツクバキンモウソウなどを楽しみながら登り、山の上でニオイタチツボスミレの甘い香りをかぎ、やや下ったと
ころで花を終えたヒゴスミレの葉を確認、北口方面に下りました。
そこで解散した班もある中で、北口広場の大きな石の池側で、スミレ(種名)など複数種のスミレ(属名)を観
察した班もありました。この石の陰はスタッフにとって盲点で、1 週間前の事前下見では完全に見落としてい
ました。因みに、事前下見ではスタッフ以外に 2 名の会員の参加があり、きれいに咲いているヒゴスミレを見
ることができました。
（日比野記）
「自然を訪ねて～樹の花・草の花」
日

時：4 月 17 日（日）13:00～15:00

晴

場

所：県立四季の森公園 はす池・あし原湿原周辺

スタッフ：日比野、佐藤淳、佐野仁子
一般参加者：14 名(うち JFIK 会員 1 名)、公園職員：1 名
漠然としたテーマですが、配布資料は、いろいろな花の写真が雌雄同株と雌雄異株に分かれて並んだ表にな
っています。その性を確認しながら樹の花・草の花を観察していこうというわけです。また、花弁がなく、多く
の人がほとんど気に留めない風媒花や、ちょっと変わったところのある草花にも注目してもらおうという意図
も込められた表になっています。

ニシキギの花を観察

イヌシデの雄花・雌花を観察
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3 班に分かれ、雌雄異株のカツラから観察が始まりました。花は 3 月に終わっているので、地面に落ちている
昨年の実や雌株についている若い実を観察しました。次に、じゃぶじゃぶ池周辺で雌雄同株・雌雄異花のイヌシ
デとコナラの雄花と雌花を観察、
芝生にはカキドオシが咲き、
4 枚ほどの葉をつけたコナラの実生もありました。
途中見られた両性花のウワミズザクラは満開でした。はす池南岸では、花弁や咢を欠き雄しべばかりが目立つヒ
トリシズカ、頭花の中央に両性の筒状花、周辺に雌性の舌状花をつけるハルジオン、特異な雄花・雌花をつける
ナツトウダイ、雌雄異株のヤマグワの雄花・雌花などを観察しました。しょうぶ園の近くでは、満開のクマガイ
ソウ、株が小さいうちは雄花を、大きくなると雌花をつけるウラシマソウ、先週より花数が増えたツボスミレ、
ヤマグワと同じクワ科でも雌雄同株・雌雄異花のヒメコウゾ、ニシキギ科で雌雄異株のマユミの蕾、同科で 5 枚
花弁の両性花のツリバナ、咲き始めたヤブデマリなどを見ることができました。あし原湿原周辺では、両性花と
雄性花をつけるイロハモミジ、雌雄同種ですが若いうちは雌花をあまりつけないアケビの雄花、雌雄同株・雌雄
異花のシナサワグルミのほか、クヌギの雄花や様々な草花を観察しました。はす池北岸で、雌雄異株のアオキ、
4 枚花弁の両性花をつけるニシキギを観察し、北口広場でカラスビシャクやキュウリグサなどを確認、シャガの
花の構造を観察してお開きとしました。なお、今回はスタッフ以外の事前下見参加者はなく、当日下見に本番と
は別の 1 名の会員の参加がありました。

（日比野記）

「特定植物観察会～ユリ・ランの仲間」
日

時：4 月 24 日（日）13：00～14：30 雨

場

所：県立四季の森公園 はす池・あし原湿原周辺

スタッフ：金子、鳥越、広川

一般参加者：9 名(うち JFIK 会員 0 名）、公園職員：1 名

午前中の下見では曇りでしたが、
観察会開始直前に雨が降
り出しました。
リーダーがユリ・ランの名の由来や特徴を簡単に説明、参加
者数が少ないことから 2 班に分かれて観察を開始しました。
ユリ・ランの仲間でははす池北側の木道近くにギンランの小
さな群落があり間近で観察。
あし原湿原北側に満開のアマド
コロとまだ蕾のナルコユリが近くにあり、
茎を触ってもらっ
たり花や蕾の数や付き方を観察してもらったりしてから、
そ
の違いを説明しました。

木道脇でギンランの小さな群落を発見

あし原湿原南側にはキンラン、ホウチャクソウ、エビネが
満開。
少し登った斜面ではクマガイソウの花がまだ残ってい
ました。また、里山花壇には小さなワニグチソウが 1 株だけ
ありました。
ユリ・ラン以外では、はす池の北側でミツバウツギ、ニシ
キギセリバヒエンソウ、スイバ、コデマリが開花。
あし原湿原の南側でムラサキケマンの実が熟し始めており、
弾けた実から出て来た種についたエライオソームを観察。
他
にニリンソウ、ヤブデマリ、ツリバナ、ヒメコウゾなどの開
花を確認。雨が激しくなってきたので、14 時 30 分に終了し
ました。

- 13 -

ワニグチソウを観察

JFIK 会報 2022 年 5 月号

スタッフ以外に１名の JFIK 会員が参加した 1 週間前の事前下見では、里山斜面の尾根道にあるチゴユリの群
落がまだ開花中でしたが、午前の下見で花が終わっていることが確認されたので、天候のこともあり、本番で
は山越えのコースは使わないことにしました。なお、午前の下見にはスタッフ以外に４名の会員の参加があり
ました。

■室内勉強会

（金子記）

日本文化の根源は「山」
、育んだのは「花鳥風月」

日

時：4月8日(金) 19:00～21:00

講

師：JFIK 菅原啓之さん（18年）

会議方法：Web(Zoom)利用のオンライン会議
参加者：足立(正)、荒井、池田(倫)、梶浦、神田、久保、坂間、鈴置、瀬尾、滝澤、辻、西岡、羽田、山内
山路、吉無田、吉原、和田(昇)、福田、佐藤(淳)、嶺

計 21 名 （敬称略）

今回は山と日本文化の深い関わりをテーマの中心に据え、様々な事例を通して、日本人の感性を築いた自然
の素晴らしさや大切さを再認識してもらいたいとのお話しの趣旨と菅原さんの想いを冒頭で語られた。

大菩薩嶺日川林道より望む富士（菅原さん撮影）
日本の自然：日本は海に囲まれ、南北に細長く、中央に山脈が連なり、数多くの河川や湖沼を有し、四季が
あり、素晴らしい自然に恵まれた国 [事例：欧州（日本の国土の 27 倍）の高等植物 2000 種、日本 5600 種]
山について：日本は海国にして山国。日本人は山に対して畏怖心を持ち、山を神として崇めてきた。山には
日々眺めて心を和ませる象徴性があり、その最たる象徴が富士山。
[事例：日本に富士の付く山 400 超、浅間神社 1300 超、富士塚、他]
古代海人族（アズミ）は山に入って縄文文化を形成
[事例：渥美半島→安曇野に定住→穂高に。穂高の穂は波の穂。ホダカノミコを祀る穂高神社]
538 年に伝来した仏教は平安時代には古代神道と仏教が融合し、神の上に仏を位置づけ、仏は神を仮の姿と
して現れる「本地垂迹説」が生まれた。本地とは仏の名前、仮の姿で現れるのを権現。
金峰山の名を各地に広めたのは奈良金峰山寺を本拠地とする修験者。修験者は宗教、鉱山者（たたら山）、
忍び、木地師等、様々な側面を持ち、里と繋がり、情報提供してきた

- 14 -

JFIK 会報 2022 年 5 月号

松について：マツは神が神霊を宿す神聖な木（神を待つ木）。最近の化石研究により、1700 万年前ごろに大
陸の温暖地域から日本に移入したフジイマツの葉の樹脂道は、クロマツ同様、表皮に接しておらず、両者は近
縁種と断定。270 万年前に寒冷化によりフジイマツは絶滅し、種分化を遂げたクロマツが生き残った。一方、
アカマツの葉の樹脂道が表皮に接し、アカマツは大陸に現存するマツの DNA に類似。
[事例：門松、盆栽の松、広隆寺・弥勒菩薩半跏像（国宝仏像第一号）のアカマツ材、能舞台の松]
日本文化の基底は花鳥風月：花鳥風月は世阿弥の「風姿花伝」に現れた言葉。
花と鳥は四季、月は日々、風は瞬間の移ろいを表す。移ろいやすい生きた景色の中で一瞬の輝きを見出すのが
日本美術。
花について：江戸時代迄、花の形態や生態を表した歌がない。植物の花ではなく生きる姿としての花。季節の
移ろいを包含する観念。花の色の移ろいに年を取っていく自分の姿を重ねた。そこから無常観が生まれた。
鳥について：鳥は「ここ」と「向こう」を結ぶ媒介者。風同様、山から情報を運ぶメッセンジャー。暦であり
時計でもあった。日本神話に出てくる神武東征の道案内をした三足のヤタガラス。出雲産業大学農学部が世界
で初めて三足カラスを捕獲。遺伝子分析の結果、普通のカラスと別種と判明。ヤタガラスの可能性大。
風について：日本には 2 千種超の風の名前がある。風景、風土、風格など。時の移り変わり、人の表情、噂等
何もかにも風に託され、季節等大半は風が運んでくる。
[事例：春:東風, 夏:薫風,秋:いなさ, 冬：木枯らし]
月について：何があっても月（真理）はびくともせず煌々と輝き、わけへだてなく優しく照らす存在。
[事例：弥生時代に始まった月見の風習、月を神として崇めていたと推察される各地にある月読神社]

日本画について：平安時代に唐絵（水墨画）が和様化し、日本独自の大和絵（源氏物語絵巻）が成立。
明に渡り中国画法を学び、後に日本独自の画法を確立した雪舟（1420～1502 年）、狩野派の技法と千利休等
の文化人との交流を通じて独自の画風を確立した長谷川等伯（1590 年頃）、宋元画の写実的な描写を習得し
縄文的なダイナミックな画風で近年その価値を見出されたた若冲（江戸中期）、質と量の両面で頂点の浮世絵
師、歌川広重(1797～1858 年)等の卓越した画家を輩出。
[代表作例示：雪舟(秋冬山水図）、等伯（松林図屏風、）若冲（群鶏図、老松孔雀図）、
広重（東海道五十三次 磯虎ヶ雨）]
ウルシについて：ウルシは英語で japan。2006 年に函館の垣ノ島 A 遺跡から出土した髪飾り、腕輪など 9000
年前と断定。世界最古の漆製品で、中国と別の固有種である可能性大。
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日本のウルシ属はウルシの他、ヤマウルシ、ツタウルシ、ヌルデ、ハゼノキ、ヌルデを除き微量の漆液が取れ
る程度。ウルシの漆液は 20 年生の木に 2～3 ㎝の傷を 5 日毎につけていき、6 月～11 月まで取り続けても
湯呑み 1 杯程度（約 200ｇ）
ウルシは油が残らず、生分解性。漆器は修理すれば半永久的に使えてリサイクルも可能。エコで優れた塗装剤
且つ接着剤。漆器は陶器が主流だった桃山時代に一時衰退したが、明治には重要輸出品となりパリ万博にも出
品。戦時中に木が切られ、職人も激減してしまった。
[事例：興福寺の阿修羅像（脱活乾漆像）、是川遺跡、垣ノ島 B 遺跡の約 3000 前年の漆製品（右上の写真）、
マリーアントワネットのウルシ蒔絵の小物入れ、等々]

和紙について：和紙は日本に 1000 種類位あり、原材料や漉き方等製法の組み合せ次第で 20000 種類にもな
る。2014 年ユネスコより無形文化遺産に登録。コウゾ(ヒメコウゾとカジノキの交配種)、ミツマタ、ガンピ
の他に、クワ、マユミ、オヒョウ、アキニレ、ムクノキ、エノキ、ハルニレ、淡竹、ツルマサキ、イネ、小麦
等も材料に使われる。
和紙の製造過程で使われるネリによって漉いたばかりの湿った紙を重ねても紙同士がくっつかない。ネリには
トロロアオイの他、ノリウツギ、ビナンカズラ、ヒガンバナ、スイセン、タブノキが使われる。大量生産され
ている木材パルプは化学薬品を使うため、時の経過とともに黄ばむが、和紙は 1000 年持つ。
中国で生まれた紙は、仏教伝来とともに唐紙として日本に伝わり、推古天皇在位の 610 年に日本で紙の製造
開始。後の大宝律令で戸籍作成の為に大量の紙が必要となり、和紙製造の発展、絵画の発展にもつながった。
レンブラントは日本に注文した漆器を包んでいた和紙の質の高さに驚き、版画に和紙を使うようになった。
晩年の作品は殆どが和紙に刷られた。

[事例：レンブラントの銅板版画「病人たちを癒すキリスト」]

和紙は中性から弱いアルカリ性で材質を侵さず、薄くても数百年単位の強度があるので、現在では世界の美術
館・博物館で主に美濃紙が絵画等の修復に使われている。
結び：和紙、漆器、織物、盆栽、能、生け花、茶道、日本料理等、日本文化は全て自然と深く関わっている。
日本人は深く自然の特性を見抜いて生活に取り入れてきた。梅原猛、司馬遼太郎の言葉を引用しつつ、漆塗の
細筆として不可欠な琵琶湖のジャコウネズミがいなくなったことを例に、素晴らしい日本文化を築く元になっ
た自然が失われている現実を語られた。自然の大切さを再確認し、自然観察会等で自然を大切にする意味を多
くの参加者に伝えて欲しいという菅原さんの想いを語られ、今回のお話しを締め括られた。

感想：生活を一変する大きな自然災害も多く、移ろいの文化だからこそ、日本人は文化継承のかたちで「変わ
らぬ価値」をつないできたと思います。沢山の事例と示唆に富んだ菅原さんのお話しは、日本文化のベースで
ある自然への関心が薄れてきている現状において、自分の役割を再認識する良い機会となりました。（嶺記）

■山こい倶楽部第 78 回企画「生藤山」
4 月 29 日（金・祝）78 回企画「生藤山」は悪天候のため中止になりました。

■森こい倶楽部
開催日： 4 月 3 日（日）少雨
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）
プラス One テーマ水: 谷戸の住宅化
参加者：引田、吉無田、戸田、足立、皆川、篠田、岡部、鈴木（康）、白木、坂間、三樹、久野、小池、広川、
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石川、金子、会員外 3、以上１9 名

大林寺のソメイヨシノ
コース概要： JR 長津田駅

→乾繭倉庫跡→御野立所・金毘羅社→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→林地蔵→林谷戸伯楽の山桜→玄海田公園（昼食）
仏群→日島橋（岩川）→二十三夜燈→天王社の尾根道→福泉寺

→石

→ 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
開催概要
一日中、雨天が予想され、安全第一に、コースを短縮し実施した。満開の桜の時期でも有り、肌寒い雨天に
もかかわらず 19 名の参加をみた。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、雑木林も残っている。主に、長津田十景を巡った。
大正時代に昭和天皇（皇太子時代）が大演習総監をした御野立所、
在原業平伝説の大石神社、旧大山街道の長坂、伯楽の山桜（樹齢 350
年）
、玄海田公園、引田天功一族の天王社、北条執権高時の子孫といわ
れる長津田領主岡野家所縁の王子神社・大林寺等。
染井吉野、山桜、枝垂れ桜の趣の異なる、連続する桜街道を満喫した。
木々の芽吹き・開花、道端の草花等、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・里山を、雨の風情もなかなかのものであると感じながら堪能した。

玄海田公園

■鳥こい倶楽部 2022

（25 年久野記）

第 5 回「葛西臨海公園」（案内人：千葉会

樋口、上江洲）

日

時：4 月 10 日(日) 晴れ

場

所：葛西臨海公園駅前噴水広場(集合)→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）
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参加者：樋口、上江洲、安武(以上千葉会)、中澤(均)、*中澤(美)、篠田、山路、久野、山本(明)、吉原、白木
11 名(内一般*1 名)
冬鳥が去り夏鳥やシギチドリ類の旅鳥には少し早いこの
時期、頼みの綱はカワセミ、と期待していたら、観覧車前
の池は何と藻で覆われ当然ながらカワセミの姿はなし。途
中、先の東京オリンピックで使われたカヌー競技会場前を
通過観客席が解体されたもの、練習場として残された様
で、急流で練習するカヌーイストの姿が望まれましたが、
この付近もあいかわらず鳥影は薄い。

ホウロクシギの水浴び

気を取り直して海岸に出て、オオバンやカンムリカイツブ
リ、公園設備の隙間を行き来するムクドリやハクセキレイ

を観察しながら、西なぎさへ。
西なぎさからは、保護区で立入禁止となっている東なぎさ方面を観察すると、何と目の前の水路には
ホウロクシギが一羽、採餌・水浴び・羽繕いして楽しませくれました。また、ダイシャクシギとの違いと言
われる下面の褐色を皆でしっかり観察することができました。少し遠かったけれど、赤い嘴が美しいミヤコ
ドリの一群、冬羽から夏羽へと移行中で様々な段階のカンムリカイツブリ、非常に遠い所ですが、クロツラ
ヘラサギの姿を確認できました。
西なぎさの防波堤の上で水鳥達を眺めながら昼食としました。
そのあと鳥類園に移動、上の池（淡水池）にはハシビロガモ、
オカヨシガモ等の冬鳥たちが残っている一方で、ツバメが飛び交い
少し離れた草地から聞こえてくるヒバリの声、そして園路の木々の
芽吹きや花に春を感じました。
下の池（汽水池）にはダイサギが１羽居るだけで、寂しい状況で
した。
代わりにシロダモのビロードのような新葉、カジイチゴの白い花、

東なぎさのミヤコドリ

アケビの雄花・雌花などを間近に観察しながら鳥類園を一周し、駅に
向かいました。
（中澤(美)記）
＜本日確認できた野鳥＞
オカヨシガモ、ヒドリガモ、カルガモ、ハシビロガモ、コガモ（含むアメリカコガモ 1）
、キンクロハジロ
スズガモ、カイツブリ、カンムリカイツブリ(夏羽)、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、
クロツラヘラサギ(2)、クイナ(C)、オオバン、ミヤコドリ(12+)、ホウロクシギ(1)、イソシギ(2)、
ユリカモメ、ウミネコ、セグロカモメ、コゲラ(C)、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒバ
リ(S)、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス(S)、メジロ、ムクドリ、ツグミ、スズメ、ハクセキレイ、カワラヒワ、
アオジ(C)以上 38 種
番外ドバト カッコ内の数字は羽数、S さえずり、C 地鳴き、その他特記事項
写真撮影：上江洲
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リレーエッセイ
新米森林インストラクターが「気づいたこと」と
「これからしていきたいこと」
R3 寺本良太
私は、仕事は事務、学生の時の専攻も国際政治学ですので、数年前まで生物や自然環境とは無縁でした。
趣味も、50 歳手前までソフトテニスを本格的に実業団でやっていたので、あまり自然と親しむ機会も多くあり
ませんでした。
しかし、2019 年の 4 月、森づくりボランティアの方たちを支援するような部署にたまたま異動になりました。
仕事で横浜の森を訪れる機会が増え、森の空気を吸い、木々の香りを嗅ぎ「ああ、なんて気持ちがいいんだろ
う」と改めて思いました。そういえば、自分は横浜市保土ケ谷区の陣ケ下渓谷公園（当時はそんな名前はついて
いませんでしたが）で、木のうろに鳥がいるのを見つけたり、川に降りて冒険ごっごや、ササ藪の中に秘密基地
を作ったりして遊んでいたな。シートン動物記やファーブル昆虫記の子ども版を夢中になって読んでいたな。ザ
リガニやアリやアリジゴクを採って、ここには書けないようなめちゃくちゃな仕打ちをしていたな。などと、小
学生のころの記憶が蘇ってきました。
一方で、
「身近に実はこんなに自然があったのか」という驚きがありました。仕事に忙殺されて「あるのに見え
ていなかった」ということに気づきました。すぐそばに自然はいつもあり、
それを私が旧友と疎遠になるように忘れていただけなんだと。私が知らなか
っただけで、誰でも自由に散策できるような森が、私の家（泉区）の徒歩圏
内にいくつもありました。もっと手近でも、マンションのベランダに植物を
いろいろ置いたら、鳥や昆虫が来るようになりました。鉢植えのバラの葉を
切り取り、隣家の屋根まで運んで行くハキリバチなどいくら見ていても飽き
ません。 プランターの土に食べ残しの魚を肥料として混ぜたら、それをつ
いばみにイソヒヨドリが来てくれるようになりました。
ひとつひとつ挙げれ
ばきりがありませんが、そういう発見に毎日ワクワクします。

少し前の私なら、全く気付かないか、気付いたとしても「なんだか害虫がいてバラの葉が傷ついている」
「変な鳥がベランダにいた」程度の感覚だったでしょう。例えば、森林インストラクターの方に鳥や植物の名前
を教えてもらっても、興味がないので覚えられないし、
「だから何？」
「自分の生活には関係ないな」という受取
り方だったように思います。でも、ほんの少しだけ興味をもって自然を眺めたら、目の前に知れば知るほど楽し
い光景が拡がっていることに気づきました。そして、給料が上がったり、高級品を手に入れたわけでもないの
に、なんだかとっても日々の生活が豊かになっていることを実感しています。
まだまだ、人に何かを伝えられるような知識や実力がないのが悔しいですが、森林インストラクターとして、
そんな感覚を、これから自然に興味を持ち始める人に、一人でも多く味わってもらえるようなお手伝いができた
ら幸せです。
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月刊ブックレビュー

著

者：アラン・ワイズマン
鬼澤忍（訳）

書

名：人類が消えた世界

出版社 : 早川書房
発売日 : 2008/5/15
単行本 : 439 ページ
I S B N : 978-4-15-208918-2
定

価：2000 円＋税

2008 年出版のベストセラーなので既に読まれた方も多いと思う。この手の本は絵本を含めていくつも出版され
ているが、過去と現実の科学的データに基づいて記載された本はそれほど多くないのではないだろうか。参考文
献と索引がついており、科学的読み物としての体裁も整えられている。

ある書評に人類が一斉に消えるのは現実的でないとあったが、昨今の核をめぐる状況を考えるとあながち空想
の世界ではないような気がして怖い。
ただし、100 万年前と同じように単に人類のいない世界になるのではなく、
確実にプラスチックや放射性物質は残る。自然現象としての人類の絶滅は長い地球あるいは宇宙の歴史の中で
確実にやってくることではある。そんな地球から逃げ出そうとして宇宙を目指すのはその端緒かも知れない。そ
れにしても、人為的要因によって人類が絶滅することを将来の人たちは受け入れられるのだろうか？

本書は第一部から第四部までに分けて記載されており、おおむね過去から現在そして将来の予測から今私たち
が考えなければならないことにまで渡っている。例えば、第一部では人類誕生直前の世界、第二部では農地の消
えた世界、第三部では大地に刻まれた歴史、第四部では時を超える芸術などである。

人間のいなくなった世界は単に空想のことだけでなく、現実にもその兆候を垣間見ることができる。顕著な例で
は、東日本大震災と原発事故の跡地で人間が住めなくなった土地にイノシシやニホンザルのような野生動物が
闊歩する状況である。そのような災害の後でなくても、人の消えた里山の跡には野生動物や竹林の分布が広が
っていることもアナロジカルに捉えることができるかも知れない。さらに、それまでは人間の管理下にあった薪
炭林としての二次林は伐採を免れて自然植生への回帰が見られる。

すなわち、人類の消えた世界は意外と身近なところにあり、それをどう考えたらいいのかというヒントを与えて
くれることにもなるのではないだろうか。
JS

- 20 -

JFIK 会報 2022 年 5 月号

掲 示 板
会員異動
＜4月度の会員異動＞
4月29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：4月29日（金・祝）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4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。
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。

編集後記 メール：amelieamelie92@gmail.com

今月号から編集にかかわる仕儀
と相成り緊張とタメイキの数日
間を過ごしています。
久しぶりのパソコン文章作業、
楽しくいきたいです。（荒井）

ＧＷ中には夏日もあり、
ビールがおいしい季節に
なってきました！
(松山)

発行者：NPO 法人全国森林インストラクター神奈川会（略称 JFIK） 発行人：中澤 均
編集人：梶浦 雄介

編集スタッフ：松山 成二 投稿用

:editorial@jfik.org

事務局所在地：226-0026 横浜市緑区長津田町 3016-1-943
：
（045）985-3865
事務局長：中澤 均

：info@jfik.org
：h-naka@k04.itscom.net

ⓒNPO 法人全国森林インストラクター神奈川会
記事・写真等の無断転載を禁じます。

恩賜箱根公園からの眺望(4/30)

- 21 -

