
 

 

 

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 8月の定例活動は、8月 12日（金）、27日（土）9月 9日（金）、24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 8月、9月の定例作業予定は、次のとおりです。 

  8月：6日（土）、15日（月）、22日（月） 

   9月：3日（土）、12日（月）、20 日（火） 

 

 活動時間：8月、9月は 9:00～12:00に短縮します。（ただし 9月は高温が落ち着いてきたら 10:00～15:00に

戻す場合もあります）                               （福田 記） 

 
目 次 

 
   1P 活動予定 

 3P 活動報告 

   12P リレーエッセイ 

14P おすすめ マイ・フィールド 

16P 月刊ブックレビュー 

17P 掲示板 

 

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/ 

 

活動予定 

ハスとショウジョウトンボ 昭和記念公園にて （福田 渉） 

 

http://shonan-mori.sakura.ne.jp/index.html
http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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■フォレスト 21「さがみの森」 

さがみの森8月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：8月28(日）、9月10日（土）､25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) 

★■四季の森公園  

JFIKがガイドを行う、8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。 
 

「自然を訪ねて～昆虫を探そう～」 
 

昆虫を探すには、その昆虫が何を食べているか、どこに産卵するかを考えます。例えば、アゲハチョウが花に

くるのはエサとなる蜜を吸うためで、ミカン科の葉っぱにとまっていたら産卵をしているのかもしれません。 

そして昆虫は大きな分類を知っておけば、くわしい名前を知らなくても、きっとお気に入りの昆虫がみつかり

ます。ガなのかチョウなのか？バッタ／キリギリス／コオロギの違いは？といったことを、実物をみながら観

察してみましょう。 
 

本 番：8月 21日（日）13：00～15：00 （12：45 受付開始） 

事前下見：8月 7日（日）10：30～12：00 当日下見：8月 21日（日）10：30～12：00  

スタッフ：リーダー：池田 浩 、サブリーダー：池田 倫子、坂間 

 

 ■室内勉強会（オンラインで実施） 

8 月 11 日の「山の日」を翌週に控え、8 月の室内勉強会は松井公治さんに、これまで 60 回以上実施されてきた

山こい倶楽部の振り返りと、快適な日常生活にも繋がる日頃のトレーニング等について参加者との意見交換を

交えながらお話し頂きます。当会には山好きの方が沢山いらっしゃいます。登山経験の豊富な松井さんのお話

しは貴重な知見を得る絶好の機会です。一人でも多くの方々のご参加をお待ちしています。 

 

日時 ：8月 5日(金) 19:30～21:00 

テーマ：山こいと登山 

講師：松井公治さん（H25） 

概要：第 1回の「山こい」が 2014年の 9月に行われました。その後、毎月１回実施する計画を立ててきました

が、悪天候やコロナ禍での中止があり、8年間に 62回実施してきました。その歴史を振りかえってみま

す。また私自身は怪我や高齢化で自分の登りたい山に登ることが次第に難しくなってきましたが、中高年

の登山を運動生理やトレーニングの観点から日常生活と結びつけて考えてみたいと思います。 
 

いつまでも自分の力で快適な生活を送り続けるために何ができるのでしょうか。 

みなさんと話し合っていろいろな工夫を出し合い、明るい気持ちで過ごしていけるような時間にしてい

ただければ、と思います。                                                 

（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。 

 

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    

mailto:sagami@moridukuri.jp
mailto:UGK58629@nifty.ne.jp
mailto:sato.forest2807@gmail.com
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■山こい倶楽部企画第 84回「御岳（御嶽）山」 

8月の山こいは東京都の御岳山（御嶽山とも書きます）です。 

読み方は「みたけさん」8年前に噴火した長野県の御嶽山（御岳山とも書きます）の読み方は「おんたけさん」 

共に信仰の山で、字だけ見ると間違えますね。 

信仰の山・御岳山ですが、自然環境にも恵まれて野鳥・昆虫・植物の宝庫としても知られ、秩父多摩甲斐国立

公園の一角となっています。今回の山こいでも、ケーブル駅近くのレンゲショウマ、ロックガーデンのタマガ

ワホトトギス、七代の滝のイワタバコの群落などが見頃を迎えていると思います。 

推定樹齢一千年と言われる国の天然記念物の「神代ケヤキ」に代表される、信仰の山だからこそ守られてきた

多くの巨木達にも会えます。奮ってご参加ください。 
 

日時：8月 21日（日） 

集合場所と時間：JR奥多摩線御岳駅 西東京バス乗り場 9:10 

（9:12発 ケーブル下行きバスに乗車、乗車時間 10分） 

行程：ケーブルカー滝本駅 9:30＝9:40御岳山駅－9:45レンゲショウマ群生地－10:15御岳ビジターセンター 

－10:45 神代ケヤキ－10:50 御岳山神社－11:10 長尾平－11:30 七代の滝－12:10 天狗岩（昼食）12:40－

13:10ロックガーデン－13:50綾広の滝－天狗の腰掛け杉－1５:20御岳山駅 

（行動時間 5時間 40分、 休憩時間 1時間 50分） 

持ち物：行動食(1食)、非常食(1食)、地図、コンパス、時計、ヘッドランプ、予備電池、雨具、医薬品、 

保険証、帽子、（ストック）、（スパッツ）、水筒、マスク 

リーダー：中澤靖彦 サブリーダー：久保典子   

参加を希望される方は 8月 18 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。                                                                   中澤 靖 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。 

*  感染状況により中止の可能性もあります。 

*  熱中症対策として万全な体調での参加と、十分な水分を確保してください。 

*  登山中で感染の危険性が少ない場合にはマスクの着用は必要ないと思われます。 

*  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。 

 

                                           

■名瀬谷戸の会   

定例活動の報告 

1回目  7月 2日（土）10:00～15:00 

・参加者：合計 30名 

JFIK：10名 地元・地域：11名（名瀬小 6年 4名を含む） 横浜メダカの会:９名  

・作業内容：●久右衛門邸上部の尾根道・園路と民有地の境界柵作り：ほぼ完了 ●久右衛門邸とゾーン 1・鉄

塔とホウノキ周辺、キンランの出る平らな所のササ刈りとセイタカアワダチソウ駆除 ●横浜メダカの会：

水生生物・水質調査、除草等の環境整備、観察用ウッドデッキの飛び越え防止用杭柵設置 

活動報告 

mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp)まで
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2回目 7月 11 日（月）10:00～15:00 

・参加者：合計 7名 

JFIK：6名 地元・地域：1名  

・作業内容：●ヤマアジサイ園の左側のゾーン１の斜面を含むテラス状エリア周辺で全員によるセイダカアワ

ダチソウの駆除作業、その後に 3台の刈払機による除草作業及びその運搬作業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3回目 7月 19 日（火）10:00～15:00 

・参加者：合計 8名  

JFIK：7名 地元・地域：1名  

・作業内容：●ゾーン 1の平坦部のセイタカアワダチソウ駆除とササ刈り ●道具小屋前の草刈りと刈草片

付け ●アジサイ園の遊歩道部分の鉄塔まで草刈りと刈草片付け ●近藤竹林の上部鉄塔周辺のセイタ

カアワダチソウ駆除とササ刈り 

 

                                      

 

 

 

 

   

 

 

 

                                            （福田 記） 

   集合写真  

集合写真  

道具小屋前の草刈り  鉄塔周辺のササ刈り 

刈払機による除草作業  
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■谷本（小学校）の森 保全活動 

日 時：7月 9日(土) 9:00～11:30 曇後晴 

場 所：横浜市立谷本小学校（青葉区）隣接校有森林 

参加者：児童 53名､保護者 22名､､教職員 21名  合計 96名 

JFIKスタッフ：坂間､高田､田中､松田､吉無田 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要： 

日程調整の関係で、今回の｢谷本の森｣の保全作業は 7 月 9 日に行うことになりました。1 週間前の猛暑日では

なかったものの、気温 max30℃、暑さ指数 25～28(警戒レベル)との事で熱中症に最大の注意を払い作業を行いま

した。 

JFIK スタッフは 8 時 30 分に校庭に集り、下見と事前の打ち合わせ等を行います。参加者は 9時前に校庭に集

合しましたが、今回は前回 11月の 130名に及ばなかったものの、合計で 100 名近くの参加となりました。 

 

新任の高橋校長先生の挨拶の後、JFIKスタッフが作業内容と班分け等について説明します。 

今回の作業は次の通りです。 
 

1. 遊歩道の清掃(落葉集め、下草刈り)           

2. 遊歩道の柵、階段等補修 

3 ビオトープ(生息池)周辺清掃(主に下草刈り) 

 

 この内、1は 4年生と保護者、2は 5、6年生と保護者(おやじの会)、3は 1～3年生と保護者が担当します。

児童も大人も初めて来る人は少ないらしく慣れた感じで、各班についた JFIK スタッフと作業を行いました。 

 

 今回も「ナラ枯れ」した大きなコナラ 2本、上部の枝が枯れたニセアカシヤが数本見られました。また森林

内では大きなシュロが数多くあり､これらは安全上もまた森林整備の上でもできるだけ早く伐るように校長先生

に進言しました。 

 熱中症予防の観点から保全作業は 1時間程度で切り上げましたが、ほぼ予定通りの整備保全ができました。

見違えるようにきれいになった遊歩道を通って校庭にもどり、使った道具の後片付けをします。 
 

前回に引き続きとして､田中さんによる､この保全作業と関連付けての 

環境教育を行いました。大きな模造紙の資料を使い、「人間と木の違い」 

「人間に必要なもの」「それを育んでいる森林の大切さ」等について質問 

し解説します。質問に対しては､児童よりかなり的確な答えも返って来ま 

した。特に森林保全が SDGs（持続可能な開発目標)の何番に当たるかとの 

質問に「15番」と正確な答えがあったのには本当にびっくりしました。 

熱海の土砂災害にも言及し、森林保全の大切さを考えてもらいました。 

1～3年によるビオトープ池周辺の清掃 

 

森の話(環境教育) 
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この後 3人一組になって森林散策ビンゴゲームです。整備したばか

りの「谷本の森」に入りビンゴ用紙に書かれいる内容の動植物を探

します。1 枚の用紙に書かれている 16 種類の動植物の大部分は簡単

に探せたようですが､多少苦労したのは、「匂いのある植物」「黄色い

花」「動物の落とし物」だったでしょうか。しかしほとんどの組がビ

ンゴを完成し、スタッフ持参のドングリを教職員から賞品としても

らいました。 

 

前回に引き続きの保全作業だけでなく、環境教育等を加えることにより､参加者に森林の大切さをより深く考

えて頂けたのではないかと思いました。 

 

                                            (松田 記) 

 

■四季の森公園  

「特定植物観察会～ヤマユリ」 

日 時：7月 9日（土）13：00～14：30 薄曇 

場 所：県立四季の森公園 北口広場～里山周辺 

スタッフ：広川、佐野仁子、久野 

一般参加者：9名（うち JFIK 会員 0名） 公園職員 1名 

6 月下旬の猛暑は一休みでしたが、7 月初旬の「夏の里山」を歩きました。夏の里山なのに、セミの鳴き声が

全く聞こえないのが何か物足りない気持。ただ、ヤマユリは季節通りに所々で艶やかな花を咲かせていました。 

 

北口広場で、ヤマユリの生態、日本の文化との関わり、欧米 

へのユリ根輸出、ヤマユリの園芸品種の話を簡単にしました。 

後、3斑に分かれて観察開始。参加者が少なかったので、ス 

タッフが案内した参加者は各班 3 名の少人数で、和気あいあい。                        

 

北口広場に面した山の斜面でさっそくヤマユリがお出迎え。 

斜面のヤマユリは自重に耐えられず茎が斜めになり、二列 

方向の平面状に葉がつく「二列互生葉序」になります。 

比較的平らな場所や、花が咲く前のヤマユリは、茎を取り巻いて 

螺旋状に葉がつく「螺旋葉序」になることもあります。 

また、ヤマユリには内花被片 3枚と外花被片 3枚があり、外見上、 

花弁が 6枚あるように見えますが、北口広場斜面に、花弁が 8枚 

もあるヤマユリが咲いていました。 

突然変異なのでしょうか。 

 

里山花壇の斜面でもヤマユリは満開。里山の林の中はまだつぼみ状態のヤマユリがほとんどでした。 

ちょっとした生育環境の違いで開花時期が違うヤマユリ、その繊細さを参加者の皆さんも感じられたことで 

しょう。 

 

カップの中にはドングリ、真剣な眼差し 

ヤマユリの花の構造は 

花弁が 8枚のヤマユリ 
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7 月は花たちの端境期だと思っていましたが、マンリョウ、ヒヨドリバナ、オカトラノオ、アキノタムラソウ、

シシウド、イヌゴマ、ヤブカンゾウ、ヘメロカリス、ウマノスズクサ、ダイコンソウ、ユウガギク、ネムノキ、 

ヤエヤマブキ、キツリフネなどの花々と出会えました。ヤブデマリの宝石のような赤い実が枝いっぱいについ

ていて、息を呑むような美しさ。参加者の皆さんは、ヤマユリ以外の「夏の里山」植物も楽しまれていました。 

なお、1週間前の下見、当日下見にそれぞれ 1名ずつスタッフ以外の JFIK会員の参加がありました。 

                                           （広川 記） 

■室内勉強会「火山のはなし」 

日 時：7月 8日（金）19:30～21:00 

講 師：高橋利宏（R2） 

会議方法：Web (Zoom) 利用のオンライン会議 

参加者：荒井、久保、佐野（仁）、須山、辻、鳥越、西岡、羽田、松井、山路、山本（明）、吉原、吉無田、

渡邉、中澤（均）、嶺、佐藤（淳） 計 17名 

 

現在は秋田県で活動され地質の専門家でもある高橋さんより、火山のはなしとして地球の構造や噴火の仕組

みといった基礎知識から、火山噴出物や火山地形など専門的な内容について幅広く解説され、また、人々の生

活とも関わる火山防災についても説明された。 

 

◇地球の構造と火山の分布 

地球の構造は地表から中心に向かって順に、地殻→マントル上部→マントル下部→外核→内核、となってお

り、地殻とマントル最上部を併せた深さ 100kmほどの部分をリソスフェアと称している。日本列島では大陸プ

レートの下に海洋プレートがもぐり込む形になっており、このプレートがリソスフェアに相当する。 

世界の火山はプレート境界にある海溝や海嶺に加えてプレート内側にもホットスポットとして分布してお

り、いずれも地震の分布と重なっている。日本の火山は海溝（沈み込み帯）から 100kmほど内陸に前線状に分

布している（火山フロント）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 火山の分布とプレート境界 

「出典：防災科学研究所」 
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現在、国内では 111の活火山が気象庁により認定されており、最近では 2017 年に男体山（約 7千年前に噴

火）が加えられた。なお、噴火時期については、噴出物に含まれる炭素同位体の半減期を用いて年代測定が

行われる。 

活火山の定義は、「現在活発に活動している」または「過去 1万年以内に噴火したことがある」、となっ

ており、活火山のすべてが活発化しているわけではない。そのため、火山噴火予知連絡会は、防災の観点か

ら 50の活火山を選定している。ちなみに、死火山、休火山といった用語は現在では使われていない。 

 

◇火山噴火の仕組み 

 火山は次のような経過をたどって噴火に至る。①海中の沈み込み帯で水分を含んだ海洋プレートが沈み込

む。②沈み込みにより圧力が上がるとマントルの物質が溶け出す。③液体になったマントル物質が浅いとこ

ろのマグマだまりまで上昇する。④マグマだまりが刺激を受けると火道ができて噴火する。ここで、噴火の

きっかけになる刺激としては 3つある。1/マグマだまりから火山ガスが発泡する。2/マグマだまりが周囲か

ら圧力を受けてマグマが押し出される。3/マントルからマグマだまりへのマグマの供給量が増える。 

 噴火の種類としては、水蒸気噴火、マグマ水蒸気噴火、マグマ噴火の 3つがあり、このうち水蒸気噴火は

マグマ片を含まないものの爆発力が高く、加えて火山噴火予知が難しいことから脅威となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇火山噴出物 

火山ガス（気体）、溶岩（液体）、火山砕屑物（固体）、それらが混合した噴煙や火砕流がある。火山砕

屑物は、粒径の大きいものから火山岩塊・火山礫・火山灰に分類され、多孔質で淡色のものを軽石、暗色の

ものをスコリアという。また、火山灰は広範囲に及ぶため地層の時代推定に用いられる。 

勉強会の場では動画を用いて様々な火山噴出物が紹介された。 

 

・ アイスランドの陸上溶岩流（粘性が高くゆっくり流れる溶岩と流動性が高く流れが速い溶岩が併存する） 

・ 水底溶岩流（海底で押し出されてチューブ状の枕状溶岩になる） 

・ インドネシアの火砕流（海に流れ込み沈まずに海上を渡る） 

・ 米セントへレンズ山の岩屑なだれ（山体崩壊の瞬間をとらえており衝撃的） 

・ ペルーの火山泥流（人より大きい岩塊が泥水と一緒に流れ出る） 

 

 

火山噴火の仕組み 

「出典：東京日動火災」 
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◇火山の種類と地形 

それぞれについて写真を用いて説明された。 

・ 単成火山（単発の噴火で形成された火山） 

 溶岩ドーム：有珠山、昭和新山 

 火砕丘（スコリア丘）：大室山 

 マール（爆裂火口）/タフリング：男鹿目潟火山群 

・ 複成火山（噴火を繰り返し形成された火山） 

 成層火山；富士山 

 カルデラ：屈斜路カルデラ（日本最大） 

 

◇火山防災 

「島原大変肥後迷惑」は、1792年に起こった日本史上最大規模の火山災害。島原（長崎県）の雲仙岳の火山

性地震を受けた眉山の山体崩壊によって津波が発生し、対岸の肥後（熊本県）も合わせて 15,000人の死者が出

た。 

火山噴火では、避難の時間的猶予もなく、且つ(かつ)、噴石や火砕流、泥流、降灰、火山ガスなど、様々な

危険が襲ってくる。降灰は飛散範囲が広いだけに人々の生活への影響も大きい。このため、状況に応じた避難

体制を検討しておくことが肝要である。気象庁は「噴火警戒レベル」として、噴火時に「危険が及ぶ範囲」と

避難等の「防災対応が必要な範囲」に応じて、レベル 1からレベル 5（数値が大きいほど範囲が広い）に区別し

ている。火山に関する用語を理解し火山情報を読み解くことで防災につなげることができる。 

～ ～ ～ 

 火山用語がたくさん登場しましたが、順序立てて具体例を交えて説明されたのでとてもわかりやすく、勉強

会に参加されなかった方には資料の閲覧だけでもお勧めしたい。ニュースでは目にすることのある火山噴火や

火山災害ですが、理解を広げることでより身近な存在に感じることができました。 

（羽田  記） 

岩屑なだれ（セントへレンズ山）1980年 

「出典：ピンタレスト・ジャパン」 
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■山こい倶楽部第 82回企画「三ツ峠山」報告 

日 時:7月 24日(日) 晴 

場 所:三ツ峠山 

活動時間:6時間 27分 ・歩行距離:12.8km ・登り 781m 降り 1168m  

コース:三ツ峠山登山口バス停(10:26)→三ツ峠山荘(12:13)→開運山(13:00-13:30)→木無山(13:50) 

→富士見台駅(16:19) →河口湖駅(16:53) 

参加者: 久保、辻、境、中澤(靖)、山路、引田、篠田、関、松井 計 9名  

 

参加者の多くがそれぞれの地域から高速バスでの河口湖駅集合となった。富士急ハイランド利用者の便宜を図

る運行で、乗り換えもなく快適な時間を過ごすことができた。ところが帰りは渋滞に嵌り（はまり）思わぬ時

間を食ってしまった。 

 

    三ツ峠山登山口で新しく取り入れたダイナミックストレッチングに

よって体を温めて登山開始。給水タイムを取りながらなだらかな道を

ゆっくりしたペースで登ること１時間半ほどで三ツ峠山荘着。 

稜線から遠望される屏風岩にはクライマーが虫のようにへばりつい

ているのが見られた。残念ながら富士山の絶景は雲に遮られその一部

が時折現れるだけであったが、裾野には本栖湖、精進湖、河口湖など

が広がり景色を十分に楽しめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シカの食害で頭を食われて茎だけが目立つ草原の中で、シカ除け柵内に盛りを過ぎたオオバギボウシの群落

が密生していた。少ないながらも今回見られた花はバイケイソウ、オオバダケブキ、ネバリノギラン、シモツ

ケソウ、コバノカモメヅル、クガイソウ、ホタルブクロ、ヤマオダマキ、ウツボグサ、カイフウロ？など。ま

た四季楽園前に３０cmほどの立派なハナビラタケが生えていた。 

 

「三ツ峠山」をつくる３つの頂の１つ御巣鷹山（1775m）の山頂は電波塔の建物が山頂を占領しほとん

ど景色は臨めなかった。その後最高峰の開運山（1,785m）でちょっと慌ただしいが 20 分で昼食。下山途

中３つ目の頂の木無山（1,732m）の頂を確認しながら木陰の中の石もなく脚に優しい緩やかな山道を涼風

にあたりながら下る。下界の暑さを思うと山道がずっと続いて欲しい気持ちであった。 

 

屏風岩 

 

カイフウロ？ 
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今回のルートはスギ、ヒノキの植林地を通ることなくカラマツ、ウラジロモミ、ミズナラ、イヌブナ、

ハウチワカエデ、ウリハダカエデ、ムシカリ、アブラチャン、リョウブ、ズミなどの多様な樹木が次々に

現れ飽きることがなかった。ロープウェーの富士見台駅を横目に見ながら、最後の 30 分あまりの下りで無

事河口湖駅に到着した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            （松井 記） 

  

■ 森こい倶楽部 第三十七回 
 

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） 

日 時：7月 3日（日）曇時々晴 

参加者：坂間、鈴木（康）、高田、日比野、引田、山路、吉無田、久野、広川、石川、金子、小池、会員外 3 名、

合計 15名  

コース：東急新丸子駅→大楽院→丸子山王日枝神社→多摩川堤→丸子渡→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（昼食）→等々力緑地入口→等々力いこいの家→日本庭園→釣池→ふるさとの森→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→くらやみ（原総本家）→地蔵堂・庚申塔→武蔵中原駅  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要：川崎市中原区は、中央を東西に中原街道が走る交通の要衝。さらに、徳川幕府二代将軍秀忠が建てた

小杉御殿、二ヶ領用水を手掛けた小泉次大夫が築いた小杉陣屋などが存在し、江戸初期の重要な拠点

でもありました。また、それにまつわる神社仏閣、自然の要害としての多摩川。それら古(いにしえ)

の歴史の痕跡をたどり、川崎市の保存樹林・樹木の数々を巡りました。 
  

等々力緑地の釣り池の前で 

 

集合写真 （開運山頂上）     
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地元出身の日比野さんに解説を頂き、吉無田さん提供の地図を元に「二ヶ領用水と地域の変遷」を学習。戦

国時代の吉良氏由来の大楽院では、たわわに実るボダイジュの実を観察。創建 809年の日枝神社には樹齢 700

年の大杉の切り株。多摩川では「丸子の渡し跡」を確認し、中原街道を西に進み多摩川の旧自然堤防を経由。 

陣屋跡、御殿跡周辺と謂れ（いわれ）の史跡を巡りました。 

 

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

旧多摩川の自然堤防の中は広大な「等々力緑地」涼風を受けながら「ふるさとの森」、県の天然記念物社叢

林のある「春日の森」を抜けて二ヶ領用水へ。アオギリの花が満開で、ちょっと珍しいギンバイカやコンロン

カの花にも遭遇。保存樹木にケヤキやクスノキが多いのも特徴で、特にクスノキの巨木には感動。二ヶ領用水

では大きなアオダイショウを発見というおまけも。 

最後は、江戸時代の名主でイヌマキの生垣で囲まれた「くらやみ」と呼ばれた広大な原家総本家の周りを巡

り、南武線武蔵中原駅へ。地形的な変化はありませんでしたが、中原街道や多摩川にまつわる歴史の香りや数

多くの巨木、古木に触れ合うことができました。                                                 

（小池 記） 

 

                                                                                   

 

五感で伝える自然     
R3 加納 裕美 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リレーエッセイ 
 

ヤマネ居酒屋メニュー 

 

コンロンカの花 アオギリの花 
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4 年かけてようやく全国森林インストラクターに合格しました。 

2 年前には神奈川県森林インストラクターにも所属し、何度かインストラクターとして場に立つ経験をさせて

いただきました。植物のことを専門的に学んだことはなく、仕事や家事の合間を縫い勉強は重ねていますが、

物覚えも悪く、充分な準備期間もないままで、参加者の前でうまく伝えられず、いつも自己嫌悪に陥り、落ち

込んで終わってしまう結末でした。 

知識や学術的なことを伝える自然観察会は、私には向いていない！どうにか違う方法で伝える術はないの

か？そこで“インタープリテーション ＝IP（略）”というワードに行き着きました。 
 

そこで IP とは何か？を知るために、今年７月頭、環境教育のメッカである私の憧れの「キープ協会」で清里

インタープリテーション セミナー2泊 3日の研修に思い切って参加したのでした。 

 

IP とは・・・直接体験や教材を活用して、事物や事象の背後にある意味や相互関係を解き明かすことを目的と

する教育活動（フリーマン・チルデン）である・・・ 

一体なんだ？研修のタイトルでもある「どうして五感が大事なの？」 

 

言葉ではなく、五感を使った体験をすることで自然を伝えるプログラムをグループで企画、実践、ディスカ 

ッション、まとめを行いました。タイトル、ねらい、フィールド、対象者などを手順と内容を企画していきます。 

 私たちの班の例を上げると、「土の中の世界〜トトロの森の不思議〜」というタイトルで、ねらいは快適な環

境で生物が共に生きていることを感じてもらうプログラムを企画しました。五感のうち、触覚を体験はまだされ

ていなかったので、５分間で森の中から触感がよいものを探してもらい、発表してもらいました。 

 

私たちグループのねらいであった触覚の発表がなかったので、木の根元の

ふわふわしているところへみんなを誘導し、触ってもらいました。近くに穴

が空いていることも伝えました。アズマモグラが掘った道を使ってアカネズ

ミが巣を作っているのかもしれないと想定した話と、ふかふかした部分に温

度計をさして穴の中が 22度と涼しいことを確認してもらい、気づきを得て

もらうプログラムを発表しました。それぞれ種は違えども、相互関係によっ

てギブアンドテイクして共生していることを伝えたかったです。 

 

 

言葉では通り過ぎてしまう複雑なことが、体験型で感じてもらうことは、大きな感動を得られ、心に残るこ

とができると実感しました。 

 

実際にプロのレンジャーの実演や、ネタ本もたくさん購入し、様々な職種（保育士、ビジターセンター、観

光、町おこし事業されている方々など）のコミュニケーションでとても刺激され、清里の素晴らしい自然と素

敵な自然学校とスタッフの皆様との交流とたくさんの気づきを得られ、充実した３日間でした。 

NEAL リーダー（自然体験活動指導者）の３日間の勲章も取得し、学び得たことを今後活用していきたいと思っ

ております。 

そして、いつか森林インストラクター兼インタープリターを堂々と名乗れるよう頑張りたいです。 

 

キープ協会  https://www.keep.or.jp/kankyo_educa.html 

Kiyosato Educational Experiment Projectの 4つ頭文字、KEEP に由来する (編集者 注) 

こもれびアート  

https://www.keep.or.jp/kankyo_educa.html
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No.17 湯河原・幕山公園周辺  （松山成二） 

▶ 概要 

幕山公園は、箱根外輪山（大観山、白銀山  標高約

1,000m）の南側斜面地の麓（標高約 200m）にあり、県立奥

湯河原自然公園に接しています。公園内を流れる新崎川

は、この斜面地から滲み出た幾筋もの沢が合流したもの

で、清流を保ったまま、吉浜海岸に流れ込みます。 

この公園は、最近、低山ハイキングで人気の幕山（標高

626m）への起点となるほか、初春に開かれる「梅の宴」に

は、多くの人が訪れます。 

園内には、ウッドチップの敷かれた広場や、シャクナゲ

園、アスレチックフィールド、親水護岸があります。私のホー

ムフィールドとして、散歩や登山、自然教室などでも利用さ

せて頂いており、とても身近に感じている公園です。 

 

 

 

 

   

 

▶ ダイナミックな景観 

約 15 万年前に形成された、溶岩円頂丘(溶岩ドーム)の幕山

の斜面には、柱状節理の岩壁「幕岩」が、まさに幕状に広がっ

ていて、散歩しながら立体的な景観を間近に楽しめます。 

▶ 湯河原梅林 

初春、「幕岩」直下の斜面地に約 4,000本の紅梅・白梅が咲きます。 

様々な品種があり、一つの株に、紅梅、白梅が咲く珍しいものもあり 

ますので、探してみてください。「梅の宴」期間中には、イベントや 

出店のほか、夜間にライトアップもあり、とても幻想的な風景は必見 

です。 

 

 

 

                                  ▶ 幕山だけではない、登山コースの玄関口 

                      源頼朝が隠れたと言われる「しとどの窟」や頼朝伝説の残る

「自鑑水」、一部の滝愛好家で話題の新崎川源流方面に向かう

コースなどの起点にもなっています。 

 

 

管理棟前から幕山を望む 

 幕山と幕岩(柱状節理)） 

舗装された園内道 
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▶ おすすめ散策コース 

公園管理棟から一ノ瀬橋、山の神前を通り、大石ケ平で折り返すコー   

ス（片道約 1.5km）は、新崎川のせせらぎを聞きながら、森林浴も楽しめ 

るおすすめコースです。 

このコースは舗装もされているため、手軽に散歩でき、ファミリーにも   

お勧めです。 

春から秋にかけては、様々なチョウが見られ、特にアゲハチョウの仲間  

(クロアゲハ、モンキアゲハ、ジャコウアゲハ、カラスアゲハ)がよく見られま  

す。初夏や秋には「旅するチョウ」として有名なアサキマダラに出逢えるこ  

とも。     

▶ 樹木や草花 

【管理棟から一ノ瀬橋周辺】 

イロハモミジ、コアジサイ、コブシ、ショウブ、スイセン、タツナミソウ、ツバキ、ホトトギスなど 

【一ノ瀬橋から大石ケ平周辺】 

オオバウマノスズクサ、オトメアオイ、クスノキ、コクサギ、タマアジサイ、ハコネウツギ、ヤマボウシ、レモンエゴマなど 

 

 

 

 

 

 

 

    アサギマダラ           タツナミソウ            オトメアオイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園内を流れる新崎川 

▶ アクセス 

バス     JR湯河原駅より「幕山公園」行バス に乗車、終点「幕山公園」バス停下車（乗車時間 約 15分） 

マイカー  国道 135号 幕山公園(梅林入り口)交差点から車で約 10分 

        駐車場 無料、但し「梅の宴」開催期間（例年 2月上旬〜3月中旬開催）のみ有料 

▶ 湯河原梅林 

無料（自由入園）、休園日 なし 

但し「梅の宴」開催期間（例年 2月上旬〜3月中旬開催）は入園料 200円 

▶ 昼食＆休憩 

食事については、「梅の宴」開催期間を除き販売していません。 

湯河原駅周辺で済ませるか、お弁当をご準備ください。 

▶ 管理棟 

案内板、ベンチ、水飲み場、トイレがあります。 ※係員は、不在の時があります。 

住所     神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 923 

お問合せ  湯河原町観光課  （電話番号 0465-63-2111） 

公式 HP https://www.yugawara.or.jp/sightseeing/657/ 

※幕山公園を拠点に毎月１回、主に小学生向けの自然体験教室を行っています。活動に興味がございま

したら、以下までご連絡下さい。📩：matsu_yama625@yahoo.co.jp 

アドバイス 

https://www.yugawara.or.jp/sightseeing/657/
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 昨年から今年の 3月まで約 1年間、朝日新聞に福岡伸一の新・ドリトル先生物語「ドリトル先生 ガラパゴス

を救う」が掲載されていましたが、よくは読みませんでした。また彼の著書「ナチュラリスト 生命を愛でる

人」を読むと、彼の小さい頃からの興味や読書の様子がわかり、ドリトル先生シリーズも好きな対象の一つで

あり、その中に「センス・オブ・ワンダー」もあったようです。 

古い本（アメリカでの初版：1965 年）ですが、新潮文庫にまとめられたのが昨年のことだったので取り上げ

てみました。 
 

 レイチェル・カーソンは、生物ジャーナリストで「われらをめぐる海」、「沈黙の春」の作品があり「セン

ス・オブ・ワンダー」は最後の仕事としてまとめられたものです。この本はレイチェルの姪の息子ロジャーと

一緒に海辺や森の中を探検し、星空や夜の海をながめた経験からまとめられています。 

 センス・オブ・ワンダーとは神妙さや不思議さに目を見はる感性です。 

「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではないと言っています。 

次の文章で説明されていると思いますので引用します。 

 

子どもたちがであう事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生みだす種子だとしたら、さまざまな 

情報やゆたかな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。幼い子ども時代は、この土壌を耕すとき

いです。 

美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ  

賛嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについても

っとよく知りたいと思うようになります。そのようにして見つけだした知識は、しっかりと身につきます。 
 

 我々の森林インストラクターの活動に環境教育がありますが、レイチェルの遺志｢センス・オブ・ワンダー」

が正に大切な要素と思います。  

                                             （獏） 

 

月刊ブックレビュー 

書名  センス・オブ・ワンダー 

著者  レイチェル・カーソン 

翻訳  上遠 恵子 

発行所 新潮社 （新潮文庫） 

発行日 2021年 9月 1日 

価格  590円＋税  
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会員異動 

＜7月度の会員異動＞ 

7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：7月29日（金）19：30～20：30 

場 所：ZOOM 利用のリモートミーティング 

出席者：計17名 理事13名（欠席理事・監事3名）会員3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。  メール： amelieamelie92@gmail.com 
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掲 示 板 

編集後記 

先月、おすそ分け頂いたバオバブ

の種が発芽しました！(松山) 

暑いの苦手、 

昔、職場のエアコン温

度設定は室温と関係な

く 28度、夏の会議は

地獄だった。ここ数

年、室温を 28度にが

ルールとなりウレシイ 

（荒井） 
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