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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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 6 月の定例活動は、6 月 10 日（金）
、25 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 6 月、7 月の定例作業予定は、次のとおりです。
6 月：4 日（土）
、13 日（月）
、20 日（月）
7 月：2 日（土）
、11 日（月）
、19 日（火）
時

間：10:00～15:00
（福田 記)
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■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：6月11日(土)、26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)

★■神奈川の身近な自然を訪ねて
今月は発行日の関係でお知らせをすることができませんでした。活動の情報は HP をご覧ください。
★■四季の森公園
JFIK がガイドを行う、6 月の四季の森公園観察会は以下の通りです。是非ご参加ください。集合は、いずれも
北口管理事務所前です。
「特定植物観察会～コケの仲間」
四季の森公園北口からしょうぶ園にかけて、地面、岩、樹幹などをじっくり探すと 30 種くらいのコケ植物が
見られます。ルーペを使用することで、それぞれの葉の形態の精巧さや美しさに驚くことでしょう。
本

番：6 月 18 日（土）13：00～14：30 （12：45 受付開始）

事前下見：5 月 28 日（土）10：00～11：30
スタッフ：リーダー：上野

当日下見：6 月 18 日（土）10：30～12：00

サブリーダー：金子、坂間

参加される場合、もしルーペ（10 倍程度）をお持ちでしたら、ご持参ください。
「自然を訪ねて～シダの観察」
雄熊蕨、猪手、鼬羊歯、犬蕨、犬羊歯、虎の尾羊歯、どうして動物の名前が？

緑姫蕨、植物だからそりゃ

緑色でしょうよ？ 紅羊歯、どこが紅色？ 見て、触って、裏返して、シダに聞いてみましょう。
本 番：6 月 19 日（日）13：00～15：00 （12：45 受付開始）
事前下見：6 月 13 日（月）10：00～12：00

当日下見：6 月 19 日（日）10：00～12：00

スタッフ：リーダー：日比野 サブリーダー：坂間、嶺
リーダー、サブリーダー以外で本番に参加するには、公園への予約が必要です。電話(045-931-7910)か管理
事務所窓口で予約して下さい(メール不可)。予約受付期間は実施日直前の１週間です。
下見に参加する場合は、資料をお送りしますので、各回のリーダーにお知らせください。
下見だけの参加も歓迎ですので、ご遠慮なくお申し出ください。

（日比野 記）

■室内勉強会
6 月の室内勉強会講師は R1 年の佐野淳之さんです。佐野さんは長年鳥取大学農学部でご教鞭をとられ現在は
藤沢と鳥取の 2 拠点で活動されています。
日

時：6 月 10 日(金) 19:00～21:00

テーマ：「中国地方における人間と森林の歴史～人為的撹乱が森林に与えた影響」
講

師： 佐野淳之さん（R1 年）

概

要：人間は古くから自然に対して影響を与えてきた。とくに中国地方ではここ一千年ほどの間に平地はもと

より山の上の方まで伐採・植林・火入れ・農耕地化・市街地化などが行われてきた。中国地方の最高峰大山にお
いても、標高 1000m 以上の峠に石畳が敷かれ、原生状態のように見えるブナ林の中にも炭焼き窯の跡が残ってい
る。中国山地に位置する岡山県の蒜山地域でも蒜山三座の頂上まで火入れされていた。
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このような撹乱の後に成立する森林はどのようなものだろうか。
自然状態の森林はどこに残っているのだろうか。
残っているとすればどのような森林になっているだろうか。ここでは、中国地方を代表する３つの地域である大
山・蒜山・鳥取の調査データに基づいてそれらの概要を解説する。

（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
今月は発行日の関係でお知らせをすることができませんでした。活動の情報は HP をご覧ください。
■森こい倶楽部第三十七回

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：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）
プラス One テーマ水：多摩川蛇行の自然堤防跡
開催日：2022 年 7 月 3 日（日）
集

合：東急東横線 新丸子駅改札

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。
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、7 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

高層マンション群の街に変貌した武蔵小杉ですが、中原街道と府中街道が交差する小杉十字路を中心に、緑と
歴史文化が広がります。この地域は多摩川の蛇行跡の自然堤防で、鎌倉幕府の有力御家人稲毛重成の稲毛荘に
属していました。桓武天皇・太田道灌など所縁の丸子の庄、中原街道沿いの徳川家小杉御殿、二ヶ領用水の小
泉次太夫の旧跡、名主の屋敷門、執権北条時頼開基の西明寺から、多摩川蛇行跡の等々力緑地を巡ります。自
然堤防上の県指定天然記念物の春日の森、二ヶ領用水沿いの小杉御殿を守る侍寺群を経て中原街道を武蔵中原
駅に向かいます。最先端新市街の近隣で、多数の川崎市保存木を含め、緑地・樹叢をお楽しみいただけます。
コース概要：東急新丸子駅

→大楽院

→丸子山王日枝神社→多摩川堤→旧丸子の渡し跡→中原街道→旧原家

表門→安藤家長屋門→旧多摩川堤道→妙泉寺祖師堂→小杉陣屋跡→御蔵稲荷→小杉御殿跡→中原
街道鉤の手道→西明寺

→小杉神社→等々力緑地入口→等々力いこいの家

シングコーナー（池）

→ふるさとの森

→日本庭園→フィッ

（昼食）→四季園→等々力アリーナ

→21 世紀の森→

春日の森（春日神社・常楽寺）→二ヶ領用水（中原の桃）→高願寺→神地橋（小杉十字路）→泉澤
寺→原総本家屋敷（くらやみ）→長福寺→地蔵堂・庚申塔→武蔵中原駅
歩

行：約 6 ㎞、アップダウンは全くありません。

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。
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以降の予定
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）
11 月 6 日（日） 鎌倉寺社の名木古木と歴史文化１（北鎌倉～六浦道）

（事務局 久野 記）

活動報告
■名瀬谷戸の会
【１】 定例活動の報告
1 回目
・日 時：5 月 7 日（土）10:00～15:00
・参加者：合計 51 名
JFIK：10 名 地元・地域：8 名 ファミリー：27 名

横浜メダカの会：5 名

オブザーバー：1 名

・作業内容：●ゾーン 6：タケノコ駆除作業を行い子供班と大人班を合わせて 185 本を処分した。 ●大人班の
午後：久右衛門邸庭石運搬作業を行い、残っていた分を運搬した。 ●横浜メダカの会：ショウブやガマの駆
除作業を含む水生生物調査及び水質調査

2 回目

川上小の環境教育

ゾーン 6 でのタケノコ駆除（子供班）

・日 時：5 月 16 日（月）雨のために定例作業と川上小の環境教育は中止

3 回目
・日 時：5 月 23 日（月）10:00～15:00（環境教育は 8:30 集合）
・参加者：合計 15 名 （午前の環境教育だけの参加者は除く） JFIK：11 名

地元・地域：4 名

・作業内容：●作業としては、午前・午後に メダカ池向きの急斜面のタケ間伐（ 62 本 新生タケの駆除）
●午前に川上小 4 年生の里山環境教育として、自然観察と昔の農機具体験を実施した。

【２】定例作業とは別に次を実施した。
5 月 3 日（火）10:00～12:00 タケノコ駆除 参加者 11 名（JFIK5 名 地元・地域ボランティア 6 名）
5 月 8 日（日）
、15 日（日）

希少種植物の株数調査

■神奈川の身近な自然を訪ねて
日

（福田 記）

～鎌倉御家人縁の古刹と生田緑地を訪ねる～

時：5 月 21 日（土）
、25 日（水） 10：00～15:00

参加者：一般 50 名（21 日 20 名、25 日 30 名）
スタッフ：鈴置、大橋、坂間、菅原、花田、久野、日比野、広川、山路、吉原（計 10 名）
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コース：小田急線向ヶ丘遊園駅→五反田川・ニケ領用水合流地点→天神社→廣福寺→生田緑地入口→枡形山広場
→伝統工芸館→中央広場・かわさき宙と緑の科学館→つつじ山→とんもり谷戸→初山広場→初山バス停

向ヶ丘遊園駅からほど近くに、多摩丘陵を流れ下ってきた五反田川がニケ領用水に合流する所があります。こ
こでは、1611 年に完成したニケ領用水建設の経緯と、洪水被害軽減のため洪水全量を地下トンネルで多摩川に直
接放流するという現在工事中の五反田川放水路について学びました。次に社叢林が市の条例で緑の保全地域に指
定されている天神社入口でオニグルミの若い実を観察、本殿には寄らず、鳥居からお参りして廣福寺に向かいま
した。因みに、この神社は江戸時代は「韋駄天社」ともよばれ、今でもランナーに人気があるそうです。
廣福寺の境内では、ボダイジュ、タラヨウなど寺院によく植えられている樹木の他、若い実をつけたカリン、
昨年の実が樹上や地面に残っているムクロジなどを観察しました。また、鎌倉時代初めにこの辺りを領した幕府
御家人の稲毛三郎重成の墓と伝わる五輪塔をお参りしました。源頼朝の妻政子の妹を妻とし、武士の鑑といわれ
た畠山重忠の従兄弟でありながらその重忠謀殺に至る讒言をしたとして誅殺されたという稲毛重成が、大河ドラ
マ「鎌倉殿の 13 人」に登場する可能性なども話題になりました。

タマノカンアオイ
廣福寺を出て少し登ると生田緑地入口に至ります。枡形山への尾根道では、無数の花をつけたテイカカズラや
まだ花を残していたタマノカンアオイなどを観察しました。タマノカンアオイは、1931 年牧野富太郎博士が川崎
市内で発見した種で、自生地は関東地方西南部に限られています。向ケ丘遊園地を含むこの辺り一帯が都市計画
緑地に指定されたのは 1941 年、防空を主な目的に山林や農地の買収が進められ、枡形山は照空灯陣地に、向ケ丘
遊園地は陸軍の訓練場になったそうです。

枡形山(標高 84ｍ)は稲毛重成が築城した枡形山城址でもあります。山頂の広場には展望台があり関東平野が一望
できますが、今回は天候に恵まれず眺望は今一つでした。展望台の階段にはこの地の歴史に関する展示があり、
鎌倉時代の稲毛重成と廣福寺に関する事柄に加え、縄文時代の狩猟跡が発掘されたことや戦国時代初期に後北条
氏や今川氏が陣を張ったことなどが学べるようになっていました。

枡形山広場を出てすぐに枡形山城の堀切跡を通過、2 色の花をつけたハコネウツギ、21 日にはかろうじて咲い
ていたツリバナ、25 日には咲き始めのムラサキシキブの花を愛でつつ、さらに下って伝統工芸館に着きまし
た。ここには、タデアイの栽培・加工、藍液の作成や染色の工程に関する展示があるほか、藍甕が 8 個あり、
藍染め体験ができるようになっています。伝統工芸館の庭で栽培されているタデアイを観察後、宙（そら）と
緑の科学館がある中央広場に向かいます。途中花を終えたタマノカンアオイを何株か観察、新緑が鮮やかなメ
タセコイア林では、2 本ほど混ざっていたラクウショウとメタセコイアの違いを確認しました
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枡形山広場
昼休みに科学館見学の後、午後はつつじ山への急登から始まりました。オカタツナミソウやフタリシズカに癒さ
れながら登り切った所は標高 88.6ｍ。ツツジの植え込みに囲まれた明るい草原になっており、所々に生えている
ハリギリやヤマハンノキ、イヌシデ、ハクモクレン、ハナミズキなどが木陰をつくっていました。また、周囲の
林のセンダンが満開で、薄紫色がとても艶やかでした。展望台からは下からは見えないホオノキやユリノキの花
を見ることができました。足元にはノアザミやコウゾリナ、ニガナなどキク科の花が盛りで、筒状花・舌状花と
いったキク科の花の構造も学びました。

つつじ山を後に、緩やかな坂を下ります。右側は石垣が続いており、ヤブソテツの仲間やコバノヒノキシダなど
いろいろなシダを観察しました。一旦緑地の外に出て、再度入って急坂を下りきったところがとんもり川のどん
詰まり、とんもり谷戸です。中央に木道が通る湿原地帯で、周囲の雑木林の斜面との境界付近にはカツラの木が
よく育っています。湿原には、夏に開花するミソハギや秋に開花するミゾソバの群落が見られるほか、コウヤワ
ラビやヒメシダなど水分要求度、光要求度がともに高いシダ植物も見られました。やや下流の水面が見られる辺
りでは、県の絶滅危惧種であるコウホネがいくつも咲いていました。

湿原を抜け、農業体験用の畑や、花壇が整備されている所を通って初山バス停に着き、解散しました。
（日比野

記）

■四季の森公園
「特定植物観察会～キンポウゲの仲間」

日

時：5 月 7 日（土）13:00～14:30

場

所：県立四季の森公園

曇

はす池、あし原湿原周辺、里山斜面

スタッフ：日比野、佐野仁子、鳥越、松田
一般参加者：7 名(うち JFIK 会員 0 名)、公園職員：1 名
事務所前での挨拶に続いて、花の形がバラエティーに富むことや有毒であることなどキンポウゲ科の植物の
特徴を学びました。次いで会議室裏に移り、花弁化した萼 (がく)と距（きょ）のある縦長の花弁からなる独特
の立体構造のオダマキ、キンポウゲ科にしては珍しく花弁化していない萼をもつラナンキュラスを観察しまし
た。事務所前の広場わきでは花弁化した萼と小さな花弁からなる左右対称構造のセリバヒエンソウを観察、繁
殖力が旺盛な外来種で、公園によっては駆除していること、近くに生えているセリ科のオヤブジラミの葉と比
較したりして名前の由来も学びました。
広場から里山花壇に向かう途中でウマノアシガタによく似た外来種であるコバノハイキンポウゲを観察。
キンポウゲの名は八重咲きのウマノアシガタを金鳳花と呼ぶことによることも学びました。
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オダマキの花と果実を観察
里山花壇わきの階段を上り、花弁化した萼をもち花弁を欠くハンショウヅルを観察。蕾から、よく開いているも
のまで見ることができました。キンランやササハギンランなども確認しながら来た道を下りました。はす池の南岸
に沿って進む道すがら、開花前のツクバトリカブト、アキカラマツ、開花していたケキツネノボタンを観察、キン
ポウゲ科以外ではムラサキサギゴケ、ホオノキ、タチツボスミレの閉鎖花、ヤブデマリ、コウゾリナ、アヤメなど
を確認しました。
あし原湿原周辺では、花が終わる寸前のニリンソウ、若いセンニンソウの茎葉、花を終えたヒメウズの袋果を観
察。キンポウゲ科以外では、ムラサキケマンの種子、ノアザミ、対岸のホオノキの花、ヤブニンジンの実などを
見て歩きました。ヒメウズの側にもヤブニンジンの側にもセリバヒエンソウがあり、前者は袋果が、後者は葉が
セリバヒエンソウとよく似ていることがわかりました。
最後に、はす池北岸でアヤメ科の外来種のキショウブの花の構造を確認。先程見たアヤメとの共通点と相違点を
確認しました。また、水に浮く種子をつくり水流で生育域をどんどん広げていくことも学びました。ここで解散
と思いきや、羽化真っ最中のオオミズアオを発見。おおいに盛り上がりました。
本番当日はスタッフ以外に JFIK 会員の参加はありませんでしたが、1 週前の事前下見には 1 名の会員の参加が
あり、よく開花していたニリンソウやヤブデマリを堪能しました。
（日比野 記）

「自然を訪ねて～花の不思議」
日

時：5 月 15 日（日）13:00～15:00

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、加納、佐藤淳
一般参加者：19 名(うち JFIK 会員 1 名)、公園職員:１名
事務所前での挨拶に続いて、2 班に分かれて観察を開始しました。以下は 1 班の記録です。
はす池の手前にはカラスビシャクが開花。仏炎苞を少し広げて雄花と雌花の付き方を、さらに「むかご」を
確認し、2 段構えの繁殖のしくみを観察しました。はす池の北側の畔に咲くキショウブでは外花被と内花被、
雌しべ、雄しべの構造を観察中、ハチが花を訪れ受粉の様子を見せてくれました。はす池が終わる付近では咲
き始めたイボタノキを観察。はす池を過ぎるとアメリカフウロとオトメフウロが近くにあったので、その違い
や果実の類似点などを観察。セリバヒエンソウは葉や花の形から和名の由来を説明。熟した果実の中に種子が
見えていたので、種子を拡大観察ケース入れて、種子の形状を観察。ここからは、対岸のホオノキの花も確
認、事前に撮影した写真をもとに雌性期から雄性期に変わる様子を学びました。
あし原湿原北側ではナルコユリが開花。花柄や茎の特徴を見たり、触ったりして確認。ノアザミについて花の
つくり、雄性期から雌性期に変化する様子を、写真資料を参考に観察。あし原湿原の西端には開花したハルジオ
ンが群生。舌状花、筒状花について、それぞれの役割と共通点を、拡大写真を参考にしながら確認｡
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あし原湿原北側ではナルコユリが開花。花柄や茎の特徴を見たり、触ったりして確認。ノアザミについて花の
つくり、雄性期から雌性期に変化する様子を、写真資料を参考に観察。あし原湿原の西端には開花したハルジオ
ンが群生。舌状花、筒状花について、それぞれの役割と共通点を、拡大写真を参考にしながら確認。蕾を付けた
ヒメジョオンが近くにあったので、ハルジオンとヒメジョオンの葉の付き方の違い、茎を触って硬さの違いから
もわかる構造の違いなどを確認しました。

セリバヒエンソウの花と種子を観察
あし原湿原南側には熟したムラサキケマンの果実がありました。熟した果実を触ってもらい、弾けた種子を拡
大観察ケース入れてエライオソームを確認。果実が弾けることによる自動散布とエライオソームによるアリ散布
のしくみを学びました。他にはエゴノキ、ヤブデマリの花のつくりを観察。あし原湿原とはす池の間ではアヤメ
の花のつくりと、カキツバタ、ハナショウブ、アヤメの花の違いや生える場所の違いなども学びました。また、
コウゾリナが咲いていたので、茎に触れてもらい名の由来を実感してもらいました。
はす池南側ではムラサキサギゴケの柱頭運動やオオバコが雌性先熟で下から上に花が咲いていく様子を観察。
ドクダミの花のつくり、開花期に最も薬効が高まることから、その利用法なども学習。最後にカラタネオガタマ
の甘い匂いを嗅いでもらって終了しました。
なお、本番当日はスタッフ以外に JFIK 会員 1 名の参加がありました。1 週前の事前下見には 4 名の会員の参
加がありました。
（金子 記）
■室内勉強会（延期）
下記の室内勉強会は講師池田倫子さんのご都合で延期となりました。
日

時：5 月 13 日 19:00～21:00

テーマ：虫のいい話
講

師：池田倫子さん（20 年）

講師のご意向を踏まえて、来年 3 月頃実施の方向で再設定させて頂く予定です。
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

■山こい倶楽部第 80 回企画「滝子山」報告
日

時：5 月 14 日(土)曇のち晴

場

所：滝子山(山梨県大月市)

活動時間：09:00～17:15
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コース：笹子駅→桜公園→道証地蔵→曲沢分岐→大谷ヶ丸分岐→滝子山→檜平→林道終点→初狩駅
参加者：中澤靖彦、久保典子、加納裕美、田口愛子、境 実 計 5 名
朝、窓に当たる風雨で目が覚める。今日は山こい倶楽部企画第 80 回「滝子山」である。予報では雨はやがて止む
事になっているが心配だ。しかし JR 笹子駅に全員集合した時には雨も止み、雨具なしで出発ができた。

登山道を歩いていると風で飛ばされたと思われるメジロ？の巣ら
しきものが落ちていた。それは苔と羽毛などを使った巧みな作り
であった。昨夜の風雨で若葉や小枝もたくさん落ちている。
登山道は新緑の中を進む。歩きやすい。この平坦な道は昔は
山仕事に使われていたのであろう。
谷から吹き上げてくる涼風と木々の葉音がほんとうに気持ち良い。

登山道に落ちていた巣
山頂からの展望は 360 度。
滝子山頂からは正面に雲たなびく富士山が見える。
富士山の山肌には農業の目安になる「農鳥」が出現し
そろそろ代掻きや田植えが始まる。
下りの檜平付近ではトウゴクミツバツツジが咲いていた。
新緑と赤紫色のコントラストが素晴らしい。今回はクリン
ソウ、ヒトリシズカ、コガネネコノメソウ、コイワカガミ・・・など
の花々が咲き、オオルリ、ミソサザイなどの野鳥がさえずり
清々しい気持ちで登山ができた。
素晴らしい一日、ありがとう滝子山。

■

（境 記）

滝子山頂上からの風景

森こい倶楽部

開催日：2022 年 5 月 8 日(日)晴
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）
プラス One テーマ水:切通のしぼり水
参加者：角田・佐藤（淳）、鈴木（康）、鈴木（淳）、引田、山路、吉無田、吉原、石川、金子、小池、
広川、久野、会員外 5 名、合計 18 名

コース概要：JR 北鎌倉駅西口

（集合）→北鎌倉裏道（山中稲荷・おちゃぶき様）→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（昼食）→多門院
館・イトーヨーカドー

→常楽寺→姫宮の墓・木曽塚→松竹大船撮影所跡地（鎌倉芸術

・鎌倉女子大）→鎌倉街道→大長寺→鎌倉ハム富岡商会本社工場

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）
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開催概要
鎌倉は外周を山で囲まれ「七切通」を通って出入りした。今回は「七切通」以外にも人知しれず残る立派な
切通と、「鎌倉殿の 13 人」所縁の常楽寺を中心に新緑の外鎌倉を巡った。
円覚寺白鷺池（びゃくろち）から馬道（めどう）のビャクシン・スダジイの巨木からスタート。北鎌倉駅前
の風情ある裏道の屋敷の庭・各種竹の垣根・刀工の神社をぬけ、踏切を渡り、八雲神社で台峰を望む。安倍晴
明石・庚申塔から、鎌倉石素掘りの元料理屋の隧道をぬける。六国見山麓の急登を上がり、丹沢連峰と大船観
音の眺望で一息つく。その先には、長窪の切通が綺麗に残っており、その長さと深さに感動し、湿った壁面に
は各種羊歯が彩を添える。当地を支配した後北条の御家人甘糟氏の立派な長屋門から、山ノ内と六浦を結んだ
と推察される高野の切通の荒々しい道を下る。
熊野神社の神楽舞台で昼食後、昔、粟船といわれた大
船地区に入る。縄文海進時代には広い内湾だったよう
だ。鎌倉三代執権北条泰時あるいは、北条政子の開基と
伝わる、庭が美しい常楽寺。昭和初期に倒壊したものの
蘖（ひこばえ）が見事に成長しているイチョウは、鶴ケ
岡八幡宮の倒壊した大イチョウに匹敵し圧倒される。裏
山には、訪問前週に「鎌倉殿の 13 人」で放映された、
頼朝・政子の娘大姫と木曽義仲の子義高の悲恋の塚があ
る。そこを訪れ感情移入してしまう。

寅さんシリーズの松竹撮影所跡地をぬけ、後北条綱成
が創建、徳川家康が崇敬した大長寺の広大な境内を訪ね
る。ラッキーにも、満開のヒトツバタゴ（なんじゃもん
じゃの木）の白い花を身近で観察。境内裏の藪道をぬけ
ると本郷台方面を一望の丘に出る。満開のミズキを上か
ら眺め、鎌倉ハム富岡商会本社工場（大船軒）で買い
物。北条泰時が開いた笠間鎌倉道「山内新道」周辺の寺
社・史跡の緑地を巡り、昨年開業したグランシップから
直接大船駅に到着。多種多様なルートを巡り満腹状態の

長窪の切通

一日であった。
■

（久野 記）

森こい倶楽部 特別企画

開催日：2022 年 5 月 16 日（月）雨
テーマ：特別企画「整備完了の横山・台峰緑地の自然観察会」（鎌倉市）
参加者：坂間、鈴木（康）、田川（裕）、西岡、引田、金子、小池、広川、久野、合計 9 名

コース概要：湘南町屋駅
農家風休憩舎

→鎌倉中央公園正門→上池→管理事務所

→休憩舎

→下池→しし岩→湿地→

→田んぼ→湿地→梶原口→台峰西尾根→谷原入口→清水谷戸入口（北大路魯山人

旧居跡）→北事務所

（昼食予定）→谷戸湿地→谷戸の池・榛の木林→日当入口→南管理事務所

→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
→三孫稲荷社・梅沢家の門→光照寺→藤源治町の路地（藤源治橋）→山中稲荷社→おちゃぶき小
路・瓜ヶ谷小路→馬道→北鎌倉駅

解散
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開催概要
先般、久しぶりに鎌倉中央公園から台峰緑地方面を歩いてみた。奥に綺麗な管理事務所が建設中で尋ねてみる
と 6 月から公園になるとの事、散策路も整備され、サインマップもわかりやすくなっていた。そこで、行くなら
今でしょうという事で特別企画した。
山崎・台峰緑地は鎌倉三大緑地（他は、広町・常盤山）の一つでトラスト運動の対象である。整備が進み、南
管理事務所に引き続き、今年 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・サインマップ
が完備され雨天でも快適に雨宿りが出来る。
「神奈川の美しい広葉樹林 50 選」にも選定され、整備された鎌倉自
然の宝庫である。そこで自然観察会を開催した。
鎌倉中央公園の山崎谷戸、台・瓜ヶ谷の住宅地の小径も周遊した。鎌倉中央公園は山崎の里地里山の景観が残
る多様性豊かな公園。北鎌倉、台地区は、横須賀線が開通、横須賀海軍基地の将校などの邸宅地として整備され
た海軍道路の両側にひろがる緑豊かな地区で、路地の生垣・庭木・石垣の羊歯など、瓜ヶ谷と共に、鎌倉の風情
たっぷり瀟洒な住宅地の散策路が続いていた。山崎・台峰緑地は、緑豊かな雑木林の尾根道と素晴らしい眺望の
丘、谷戸の緩やかな快適な道が続く。今回はジグザグルートを設定し、ほぼ全コースを巡回した。
以上、三つの変化ある、今が旬、新緑全開の自然観察会を特別に実施した。北鎌倉・源氏山・鎌倉山とのアクセ
スも近く、今後各方面へのバリエーションルートも散策したい。
台の住宅地で見つけた、珍しいと感じた園芸種を紹介する。

中国南部原産で山地の林内に生育する多年草
１属１種の珍しい花。中国名は「馬蹄香」。
和名はタカアシサイシン（高脚細辛）。名前
は 19 世紀のプラントハンターへの献名。ギ
フチョウなどの飼育にも使われる。薬草で、
薬草園では見られるらしい。

サルマヘンリー（ウマノスズクサ科サルマ属）

その他、クロアチアのダルマチア地方の基本種カンパニュラ・ポシャルスキアナの園芸種、カンパニュラ・
アルペンブルーが見られ、スイカズラ、ガマズミ、ウツギなどの花も満開で、コボウズオトギリ、ニオイアラ
セイトウ、キキョウソウなど庭の園芸種も鑑賞した。
（久野 記）

■鳥こい倶楽部 2022

第６回「森戸林道と二子山」
（案内人：中澤(均)、山路）

日

時：5 月 23 日(月) 晴

場

所：川久保バス停(集合)→森戸川林道→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)

参加者：中澤(均)、山路(以上案内人 2 名)、安武、樋口、上江州(以上千葉会 3 名)、田川、鳥越、加納、篠田、
西岡、吉原、山本(明) 、滝澤(以上 JFIK 8 名)、*中澤(美)、*笹尾、*金坂、*大曽根、*池田(*一般 5 名)
合計 18 名
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少し心配だったお天気にも恵まれ、9 時 10 分、川久保バス停に集合しました。出欠確認後に早速森戸林道入口
へ移動。説明、観察の諸注意をゲートで受け、ざっくりと二組に分かれ林道内へ進みました。
緑が濃くなった林内ではウツギ、エゴノキやテイカカズラ、スイカズラの花が良い匂いを漂わせていました。
後ろを振り返ると、樹冠の間にまるで白い花びらのような沢山のチョウがヒラヒラ、ヒラヒラと。とても幻想的
な光景でした。この子たちはチョウではなくキアシドクガというガの仲間で、幼虫はミズキやクマノミズキなど
で大量発生し食草とするのでしばしば問題になるそうです。ですが、成虫には口吻はなく、数日しか生きられな
く、植物には迷惑な話かもしれませんが、命を懸命に燃やしている感じが美しくもありました。それに、営巣中
の鳥の餌にもなってくれているのでしょう。

鳥の声はガビチョウやウグイス、ヤマガラやコゲラ、ホトトギスなどの声が絶えず聞こえ、オオルリらしき声も
聞こえ始めました。オオルリは囀り（さえずり）の最後がジジっと濁り、音が下がる感じになるということを教
えていただきました。また、センダイムシクイのチヨチヨビー（焼酎一杯グビー！）という鳴き声も聞くことが
できました。

枝先でさえずるオオルリ
林道後半ではオオルリの雄の姿を観察することができました。オオルリは高所の枝でほとんど動かずにしばら
く囀っていてくれたのでその美しい姿をじっくり観察することができました。下の方に目をうつすとイボタガと
いう、まるで頭に 4 本の長いツノを持ったようなガの幼虫（ツノは若齢幼虫のみにあり、イボタやモクセイ科の
植物が食草。蛹期を土中で越冬。
）やツマキシロナミシャクというシャクガの仲間なども観察できました。ツマキ
シロナミシャクの幼虫の食草はマタタビ科のサルナシだそうで、林道にサルナシの花が沢山落ちていたのできっ
とそれを食べて育ったのかもしれません。
その後、林道終点に到着。各自お弁当となりました。休憩中、ホイホイホイというサンコウチョウの声が聞こえ、
皆さん一斉に上をみあげるのですが、
なかなかその姿は観察できません。
飛んだ影を観察できた方もいましたが、
残念ながら今回、私は見ることができませんでした。
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休憩後、二子山に向け出発。頂上の展望台では、トビが旋回していて、ハイカーのお菓子がトビにとられてし
まうハプニングもありました。南郷上ノ山公園へ続く砲台道ではヤマアイやクサイチゴ、イヌビワ等を観察。途
中の東屋では、キアシドクガの蛹が柱や軒下に沢山ついているのを観察し盛り上がりました。そこで鳥合わせを
行い、公園を経由してバス停へと向かいました。
今回観察できた鳥は残念ながら少なめでしたが、目的のオオルリはじっくりと観察でき、その他も色々な生物と
のつながりも考えられ、皆さんと和気あいあいととても楽しい観察会でした。
(鳥越 記・安武 撮影）
＜本日確認できた野鳥＞
キジバト、ホトトギス、ミサゴ、トビ、コゲラ、アオゲラ、サンコウチョウ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、
ヤマガラ、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、センダイムシクイ、オオルリ、スズメ、カワ
ラヒワ、ガビチョウ、コジュケイ、ホオジロ(鳥合わせ後) 以上 22 種

リレーエッセイ
森林に関心を持つ方々をもっと増やしましょう
R3 高田 裕司
「森林に関心を持つ方々をもっと増やしたい」
そう思い、さまざまな活動をしていますが、まだまだだと思っています。
ぜひ、皆様と一緒に進めて行きたいと思っています。
そうは言っても JFIK がどのような活動をされていて、参加者はどのような方々が多いのかを十分に把握してい
るわけではありませんが・・・・
僕が森林に関心を持ち始めたのは、15 年前、横浜市の収穫栽培体験ファームで、青葉区の谷戸田でのお米づく
りを農家の指導のもとで始めてからです。
谷戸田の周囲には森林があり、そちらの管理も併せて担当しました。
森林内では、下草刈り、落葉かきそして竹林整備などの作業としいたけの原木栽培を行いました。
当時うつ病に罹った後の体調回復に時間がかかっていたのですが、最終的に回復することができた一つの要因
だったのではないかと思っています。

五感を用いた森林浴（森林セラピー）
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その体験がある中、森林セラピストという資格を知り、2012 年 1 月に取得しました。森林セラピストとは「森
林を訪れる利用者に応じて適切なプログラムを提供し、効果的なセラピー活動を指導する者」です。複数の森林
セラピー基地に所属し、先輩方のやり方を学び、森林セラピーや森林浴の案内人を始め、10 年以上が経過してい
ます。
森林インストラクター資格取得を目指した理由は、参加者から植物のことや森林のことに質問されてもはっき
りと返事ができないことが多く、
「これではいけない。
ちゃんとした知識を持って質問に答えられるようになろう」
と思ったからです。
森林インストラクター試験の勉強で印象に残っているのは、森林生態系の話や地球温暖化防止効果などの森林
の多面的機能です。
人間が、良かれと思ってやってきたことが、結果として地球環境や他の生物に対して悪い影響を与えてしまっ
ていることがあります。
森林やその他の地球環境に対しての想像力が少なかったことが原因なのではないでしょうか。
人間は本来自然の中で長い間生きてきました。自然から離れたところで多くの人間が暮らすことになり、その
結果この想像力が働かなくなってきたのではないでしょうか。
「森林に関心を持つ方々をもっと増やしたい」と思ったのはそんな理由からです。
僕の想いは、多くの方々、特に 20 代〜50 代の男性に森林に来てほしいということです。森林に来ることで身
体にいいことがある。そして森林生態系や植物や動物の生き様を知ることは、地球に存在している者にはとても
大事なことだと思うからです。
これまで少しでも関心を持ってもらおうと森林浴と他のものを組みあわせた企画を仲間と共に実施してきまし
た。ヨガや食、そして親子で楽しめるネイチャーゲームとだったり、神社やお寺と組み合わせ、そしてスロージ
ョギングとの組み合わせだったり。

親子を対象としたネイチャーゲーム

また、情報発信も続けています。2017 年から、はこじょ森林セラピーラボのホームページ（※）で、
「五感を
用いた森林浴の様々な楽しみ方」をブログ形式で発信しています。
※https://hakojo-lab.jp/media/tag/writtertakadayuji

ぜひ皆さん「森林に関心を持つ方々をもっと増やす」ことをご一緒に追求しましょう。
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No.16 境川遊水地公園

（中澤均）

▶ 概要
境川遊水地公園は今田遊水地、下飯田遊水地、俣野遊
水地の３つの遊水地を繋いで県立公園として整備したもので
す。平成 16 年度（2004 年度)に事業着手し、令和元年(2019
年)7 月に全面開園した比較的新しい公園です 。広さは
26.1ha（東京ドーム約 6 個分）です。
公園内を流れる境川は、県北の城山湖付近を源に都県境
や横浜市・藤沢市の境（武蔵国・相模国の境）を南下し、江
の島付近で相模湾に注ぐ 2 級河川です。周辺の都市化に伴
い、洪水が頻発するようになり、大規模な遊水地が造成され
ました。この遊水地空間を活かし、様々な生きものが生息で
きるビオトープなどが整備されたものです。人工的な公園な
がら、今は自然観察に適したフィールドとなっています。特
に、冬場の野鳥観察には最適な場所です。
数年前に今田遊水地にコウノトリが現れたことがありまし
た。それ以来、野鳥観察や撮影のために毎冬に訪れるフィ
ールドとなりました。
▶ 今田遊水地
小田急江ノ島線・相鉄いずみ野線「湘南台」駅から徒歩
15 分程で訪れることができます。まず「今田管理センター」に
立ち寄ってみましょ
う。公園の地図が入
手できるとともに、
動植物写真の展示
があります。また
広々とした今田遊
水地全体を見渡す

様々な水鳥の生息する今田遊水

ことが出来ます。

地
今田管理センター脇の階段を下って遊水地に降り、右手
の葦原を目指しましょう。葦原には少し待てばオオジュリンやセッカなどが忙しく動き回る姿を確認できます。池に沿って歩
いていけば、水面を泳ぐカモ類やカイツブリ、オオバンなどが確認できます。北側の葦原の中にはタシギやクイナが隠れ
ていますので、じっくり探してみましょう。北端の階段を上がると自転車も走る遊歩道
に出ます。遊歩道に沿って南下しながら水面を確認すると、ヨシガモやハシビロガモ
などの美しい姿を確認できます。反対の境川側もイソシギなどが観察できます。
遊歩道に沿って南下しながら水面を確認すると、ヨシガモやハシビロガモなどの
美しい姿を確認できます。反対の境川側もイソシギなどが観察できます。
飾り羽の美しいヨシガモ
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▶ 下飯田遊水地

飾り羽の美しいヨシガモ

今田遊水地から元木バス停のある車道を渡ると下飯田遊水地です。
ここは何といっても公園のランドマークである鷺舞橋が目を引きます。
鷺舞橋の上から下側の覗いてみましょう。北側の草原ではホオジロやキジ
など草原性の野鳥や灌木に止まるモズなどを観察できます。南側には、
情報センターとの間に水面が広がり、カモ類、サギ類、カワウ、運が良け
ればヤナギの枝に止まるカワセミなどが観察できます。多目的グラウンドと
の間の遊歩道に下ると、右側に葦原や湿原が続きます。オオジュリンやク

境川遊水地公園のランドマーク 鷺舞橋

イナなどを探してみましょう。
▶ 俣野遊水地

俣野遊水地北端の「情報センター」では、境川遊水
地公園の航空写真や動植物写真の展示があります。
地図や野鳥図鑑（有料）などが置かれていますので、
寄って行きましょう。
情報センター前の和泉川を覗いてみると、葦原の中
を移動する小鳥が間近に見られます。境川との合流点

情報センタ－

の中州には良く見ればイカルチドリが確認できます。

中州のイカルチドリ

野球場側に下っていくと、ここにも葦原と 池があり、良い観察ポイントとなっています。
▶ 周辺地域
俣野遊水地の東側は公園外ですが、田畑が広がっています。毎年チョウゲ
ンボウが越冬しており、電柱や杭の上に止まっていることが多いので探してみ
ましょう。運が良ければ、バッタやカエルを捕食する場面を観察できるかもしれ
ません。
更に田畑の東側には「天王森泉公園」があり、遊水地では見られなかった
カラ混群やシロハラなどの森林性の野鳥を観察することが出来ます。帰路は、
境川右岸の遊歩道を通って湘南台駅に戻ることも出来ますが、和泉川左岸の

バッタを捕まえたチョウゲンボウ
▶ アクセス

歩道を野鳥観察しながら横浜市営地下鉄「下飯田」駅へ向かうことも出来ます。
アドバイス

小田急江ノ島線・相鉄いずみ野線・横浜市営地下鉄「湘南台」駅から徒歩約 15 分で今田遊水地
「湘南台」駅東口から神奈川中央交通バス「立場ターミナル」行き約 10 分「元木」バス停下車
駐車場

各遊水地に数 10 台規模の無料駐車場（季節毎に利用時間が異なります。河川水位上昇等で閉鎖）

▶ 昼食＆休憩
周辺にコンビニやレストランは有りません。お弁当を持参しましょう。休憩所やトイレは園内各所にあります
▶ 図鑑・観察会
情報センターで「境川遊水地公園の野鳥」を購入(\200)できます。また双眼鏡の貸出をしています。
JFIK でも「鳥こい倶楽部」、「身近な自然を学ぼう」などで探鳥会を開催してきています。
▶ 管理事務所 神奈川県立境川遊水地公園 「境川遊水地情報センター」
指定管理者 神奈川県公園協会・サカタのタネグリーンサービスグループ
住所 〒245-0017 横浜市泉区下飯田町 5-5

TEL：045-805-0223 FAX：045-805-3917

公式 HP http://kanagawa-park.or.jp/sakaigawa/
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月刊ブックレビュー
「植物のいのち」 からだを守り、子孫につなぐ驚きのしくみ

田中修著 中公新書

2021 年 5 月 25 日発行 860 円+税

新型コロナウィルス対策で大切なことは、外出の自粛、マスクの着用、三蜜を避けることです。つまり「動き
まわらない」
、
「話をしない」
、
「密を避ける」ということですが、これらは植物たちがもともと身につけている自
分の命の守り方です。そして植物は約 5 億年間命を守って生き抜いています。これらのことから植物に学ぶこと
がありそうです。

本著は６章からなり植物の長寿・寿命、性質、その工夫やしくみなどについて書かれています。その中で印象
に残ったことを紹介します。
私達は環境教育などで植物の偉いこととして、水と空気と光を元に自給自足（光合成）で生きていることを説
明します。この本では、根はどのように伸びて水を吸収するのか、葉っぱはどのように二酸化炭素を吸い込むの
か、葉っぱはどのように光を吸収するのかが詳しく説明されておりおもしろいです。

食虫植物は光合成はしているがなぜ虫を食べるのだろうと疑問でした。ハエトリグサが虫から得ているのは窒
素を含んだ物質です。植物が生きていくために必要なタンパク質やクロロフィル・遺伝子などを作るために窒素
が必要なのです。ハエトリグサの原産地は北アメリカの窒素の養分をあまり含まない痩せた土地のため、虫から
窒素を取り込むという能力を身につけたそうです。痩せた土地では競争相手がいなく「密」にならずに生きるこ
とができます。

植物のいのちを守る防御物質についても詳しくまとめられているので大いに参考になります。有毒物質をもつ
主な植物とその毒物が表になっています。
その他のいろいろな方法で植物は命をつなぎ進化して生き延びています。
（獏）
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いよっ
マってました
とりしじみ
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掲 示 板
会員異動
＜4月度の会員異動＞
5月27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：5月27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：計16名 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

真っ赤な花のアジサイを
初めて見た。一方、外側
が淡い青紫で中心部が白
という楚々と咲いている
品種もある。
数十年後、花言葉が変わ
るかもの予感！（荒井）

梅雨空の中、森の中でシュレーゲル
アオガエルとモリアオガエルの合唱
が聞こえてきました！ (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
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