
 

 

 

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 10月の定例活動は、10月 14日（金）、29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 10月、11月の定例作業予定は、次のとおりです。 

  10月：1日（土）、 9 日（日）、 11日（火）、17日（月） 

  11月：5 日（土）、13日（日）、14日（月）、21日（月） 

   

 活動時間：10:00～15:00    

（福田 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/ 

 

活動予定 

彼岸花 小出川にて （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10月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：10月8日（土）､23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、9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～秋の実りと草花たち」  

暑かった日々も過ぎ去りいよいよ秋本番。樹々は実を成し足元には野菊など秋の花が咲き誇る。植物にとっ

ては集大成の季節です。自ら動くことのできない植物はいろいろな戦略で種子を遠くへ運びます。また、厳し

い冬を越すための準備として紅葉や落葉により姿を変えます。そんな秋の色や形を一緒に探してみませんか。 

本 番：10月 23日（日）13：00～15：00 （12：45 受付開始）  

事前下見：10月 15日（土）10：00～12：00   当日下見：10月 23日（日）10：00～12：00  

スタッフ：佐藤 淳（リーダー）、久野 正樹、加納 裕美 

 

「特定植物観察会～ドングリ」 

 四季の森公園「特定植物観察会～ドングリの仲間」を下記のとおり開催します。 

「特定植物観察会～ドングリ」は約 3年間のコロナ禍の中で、いつも少し鎮静化した時期に当たり、一回も中止

にならずに実施されてきました。11 月 3 日は時期としては少し遅いですが、今年も多くのドングリが見られる

ことを期待しているところです。 

本 番：11月 3日（木・祝）13：00～14：30 （12：45 受付開始）  

事前下見：10月 22日(土) 10：30～12：00   当日下見：11月 3日（木・祝）10：30～12：00  

スタッフ：松田 三一春（リーダー）、寺元 美代、日比野 聡 

 

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、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。 

（佐藤、松田 記） 

 ■室内勉強会（オンラインで実施） 

10 月の室内勉強会講師は佐野仁子さんです。  

南米ペルーにあるインカ遺跡探訪のお話をして頂きます。日本から南米に行くには殆どが北米経由になり、世

界地図で見るよりも遙かに遠い世界ではないでしょうか。佐野さんの視点で、過去と現在の時空間をご案内頂

けるのを大変楽しみにしています。  

７月より開始時間を 30 分遅らせて 19:30 としています。お勤めの方も含め、一人でも多くの方々のご参加を心

待ちにしています。 

 
 

mailto:sagami@moridukuri.jp
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 日 時：10 月 14 日(金) 19:30～21:00 

テーマ：マチュピチュ : インカトレイルを辿り「太陽の門」へ 

講 師：佐野仁子さん（R1） 

概 要：南米ペルーのマチュピチュは世界的に有名なインカ時代の遺跡です。約 100 年前にアメリカ、 

イェール大学の歴史学者ハイラム・ビンガム 3 世により発掘されたと言われています。この遺跡への

アクセスは一般的には首都クスコから電車やバスを乗り継ぐ方法がありますが、インカ道の一部を   

3泊 4日のテント泊、徒歩で辿り、正門インティプンク「太陽の門」から入場するコースもあります。

私もそのコースを選んだ一人です。 

JFIK 会員の皆様の中には海外の登山、トレッキングを数多く経験されている方々もいらっしゃると  

思いますが、今回はコース上からのサルカンタイやベロニカの眺め、数々の遺跡、ランを含む植物な

どの写真を楽しんでいただくと共に、他民族の文化の破壊や山のオーバーユースについても意見交換

が出来れば幸いと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。          (講師記） 

 

参加方法：日時が近づきましたら、Zoomの URLも含めて、別途ご案内致します。 

 

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 85回「浅間嶺（せんげんれい）」 

 

「浅間嶺」は東京都檜原村にあり、浅間尾根の途中にある標高 903m で低山です。浅間尾根は、北側に御前山～

大岳山の奥多摩主脈、南側に三頭山～陣馬山へと続く笹尾根との間に挟まれた尾根で、展望のすばらしい尾根

です。この尾根はその昔「甲州古道」と呼ばれる生活道路の一部でした。春の草花や桜、秋の紅葉などを楽し

むハイカーでいつも賑わっています。 
 

今回は人里（へんぼり）から浅間尾根に上がり、浅間嶺まで縦走、払沢の滝（ほっさわのたき）入口へ下山し

ます。払沢の滝は日本の滝 100 選に選ばれている名瀑で、オプションで払沢の滝も往復（片道約 15 分）したい

と思います。紅葉には少し早いかも知れませんが、静かな山歩きが楽しめるコースです。 

奮ってご参加ください。 

 

日 程：10月 30日（日） 

集 合：JR五日市線 武蔵五日市駅 バスのりば① 8:45 （9:00発 数馬行バス乗車、「人里」9:41 下車） 

   休日で天気が良いと混みあいますので、早めにお並び下さい。 

  （武蔵五日市駅 8:37、8:51着の電車があります。出来るだけ 8:37着でお越しください） 

解 散：「払沢の滝入口」バス停（武蔵五日市駅行バス乗車可）（15:03、*16:18、17:04)  

*払沢の滝往復場合の乗車予定 

 

行 程：人里(トイレ)10:00～人里峠 11:00～浅間嶺（昼食・トイレ）11:50-12:30～時坂峠 14:00～ 

払沢の滝入口（トイレ）15:00～（払沢の滝往復約 40分) 

行動時間：コースタイム 3 時間 10分(滝往復+30分)、休憩時間 1時間 50分(滝往復+10分) 

mailto:UGK58629@nifty.ne.jp
mailto:sato.forest2807@gmail.com
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装備・持ち物：秋のハイキング装備、昼食(1食)、行動食、飲料、地図、コンパス、時計、 

   ヘッドランプ、予備電池、携帯電話（スマホ）、雨具、医薬品、保険証、帽子、マスク、 

   必要に応じてストック、スパッツ、カメラ、双眼鏡など 
 

リーダー：中澤均、サブリーダー：境 実                          （中澤均記） 

参加を希望される方は 10月 27日(木)までに松井(ma1950koji@yahoo.co.jp)までメールでお申し込み下さい。 

 

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。 

*  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。 

山こい事務局 松井公治 

 

 

■森こい倶楽部第四十回 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：鎌倉 古刹旧蹟の名木古木と小路
こ み ち

の植物 

プラス Oneテーマ水:鎌倉は湿地帯だった 
 

開催日：11月 6日（日） 

集 合：JR鎌倉駅東口改札外  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。 

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、11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 

 

概要・行程 

1180年、源頼朝は石橋山合戦で平家方に敗れた後、房総半島経由、初めて源氏所縁の地である鎌倉に入りまし

た。当時の鎌倉は、山際に寺社が点在するだけの何もない低湿地でした。源頼朝は大倉御所、鶴岡八幡宮など

を造営すると共に、小町大路や若宮大路のような南北に走る道路を造成するなどの都市整備も行い、何もない

低湿地を「武家の都 鎌倉」に変えたのです。 

今も古刹、古社、旧蹟が残り、そこにたたずむ名木古木たちは長い鎌倉の歴史を見守ってきました。その名

木古木たちや、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の 13人」の舞台となっている「鎌倉幕府所縁の地」を訪れ、「強者ど

もが夢の跡」に思いを馳せてみましょう。また、今は「鎌倉の裏小路」となっている「鎌倉幕府所縁の地」の

小路に生える秋の植物たちにも会いに行きましょう。  

                                           （広川 記） 

mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp)まで
mailto:masakihisano77@yahoo.co.jp
tel:090-8280-1816
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コース概要：JR鎌倉駅🚻→大巧寺→小町大路→妙本寺🚻→琴弾橋（滑川）→日蓮聖人辻説法跡→ 

宇津宮辻子幕府旧蹟→妙隆寺→大佛次郎旧邸→若宮大路幕府旧蹟→鶴岡八幡宮🚻→ 

鶴岡八幡宮今宮→二十五坊跡（御谷）→鶴岡八幡宮🚻（昼食）→史跡法華堂跡(源頼朝、北条義時、 

大江広元、島津忠久、毛利季光の墓)→荏柄天神社→鎌倉宮🚻→覚園寺→永福寺→鎌倉宮バス停🚻

→（バス乗車）→JR鎌倉駅（解散） 

 

歩行：約 7㎞、寺社境内の階段を除き、アップダウンはありません。 

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。 

 

以降の予定 

12 月 4日（日）小坪住吉城址から逗子の海岸緑地（鎌倉市・逗子市） 

1月 8日（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（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） 

 

 

  

■名瀬谷戸の会  定例活動の報告 2022年 9月 

1回目 

・日時：9月 3日（土）9:00～12:00 

・参加者：合計 29名  JFIK：9名 地元・地域：9 名（名瀬小 6年 3名を含む） 横浜メダカの会：11名 

・作業内容：●ヤマユリストリートと果樹園との間の傾斜地に集積された除草ゴミと伐採モウソウチクの後片 

●ゾ－ン6 マダケ皆伐地区エリア及びモウソウチクエリアの除草作業。刈払機 4台使用。 ●横浜メダカの会：

刈払機の安全研修、メダカ池周辺の除草作業、水質調査 ●午後（13:00～15:00）、有志によるゾーン 6 の刈払

機による草刈り 

 

                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2回目 

・日時：9月 11 日（日）10:00～15:00 

活動報告 

集合写真 ゾーン 6の除草作業 
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・参加者：合計 4名  JFIK：3名 地元・地域：1 名  

・作業内容：●ゾーン 6 のマダケ林エリアの中段周辺の約 300 ㎡のマダケ整備作業及び除草作業。2 台の刈払機

と 1 台のブロワーを利用。 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3回目 

・日時：9月 12 日（月）10:00～15:00 

・参加者：合計 14名  JFIK：10名 地元・地域：4名  

・作業内容：●ヤマユリストリートの真ん中付近からゾーン 3までの園路周辺までの除草作業 ●4台の刈払機

チームを中心にゾーン 6のマダケ皆伐の刈払作業はほぼ完了 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4回目 9月 20日（火） 台風 14号のため中止                                         

（福田記） 

 

 

 

精鋭４名（撮影者を含む） ゾーン 6での除草作業 

 

ヤマユリ・ストリートの除草 

 

ゾーン 6での作業 
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■神奈川の身近な自然を訪ねて ～彼岸花と里山の景観を楽しむ～ 

・日時：9月 21日（水）、24日（土） 10：00～15：00 

参加者：一般 40名（21日 40名、24日雨天中止） 

スタッフ：田川（裕）、菅原、吉原、花田、昆野、大橋、加納、山路（8名） 

コース：湘南台駅（バス）→慶応大学バス停→宝泉寺→小出川→県立茅ヶ崎里山公園・里の家（昼食） 

→腰掛神社→県立茅ヶ崎里山公園・パークセンター→芹沢入り口バス停 

 

21 日は曇り後晴れの天気で、秋を感じさせる涼風が心地よい絶好の観察日和でしたが、24 日は残念ながら、

台風 15号で早々に中止を決定しました。 

 

湘南台駅に集合し、5 斑に分かれバスで慶応大学バス停に移動しました。ここは慶応義塾大学湘南藤沢キャン

パス（SFC）の正門前です。数年前の観察会では立派な校内を見学させていただけましたが、コロナ禍では許可

してくれません。 

出発してすぐに、タラヨウが数本植栽されている郵便局がありました。カツラを見つけて、色づいた落ち葉

の匂いを嗅ぐ参加者がいました。街路樹のクロガネモチはびっしりと果実をつけています。畑のキクイモは大

きな花をつけていました。道端のセイバンモロコシが目立ちます。エノコログサ、オオニシキソウ、メドハギ、

アキノノゲシ、ヤブガラシ、ヒメムカシヨモギ、オオアレチノギク、カヤツリグサなどを観察しました。 

エゴノキ、ドウダンツツジ、カナメモチ、シャリンバイなどの植木も眼につきました。 

 

宝泉寺は福井県の永平寺と横浜市の総持寺を両大本山に仰ぐ曹洞宗の寺院（禅寺）です。 

 

山門をくぐると、立派な伽藍に目を見張ります。

広大な境内には、良く手入れされた植栽があり、

ご神木のモッコクをはじめ、ヤマモモ、イヌマキ、

ヒメシャラ、イトヒバ、モチノキなどの大木や、

珍しいミヤマガンショウ、フクロミモクゲンジが

ありました。「萩の寺」としても知られているそう

で、ミヤギノハギが花盛りで、そのシロバナも咲

いていました。 

 

 

寺院を後にすると、小出川の大国橋はすぐです。 

小出川は藤沢市遠藤の笹窪谷戸を源流として、茅ヶ崎市と寒川町の境界河川となります。新湘南バイパスとほ

ぼ平行して茅ヶ崎市西部を縦断、平塚市で相模川の河口付近に注ぐ延長 11ｋｍほどの一級河川で、中流域の大

国橋から追出橋まで約 3ｋｍにわたって、土手に彼岸花が植えられています。 

2008 年から毎年 9 月下旬に「小出川彼岸花まつり」が開催されており、今週末の 24日（土）が当日にあたり、

開花を心配していましたが、ちょうど見頃を迎えていて、大勢の観光客で賑わっていました。 

 

土手道は昨日まで降り続いた雨による泥濘もなく、爽やかな涼風が吹きわたり、色鮮やかなヒガンバナ散策

道となっていました。道端のニラ、オシロイバナ、オモダカ、タカサブロウ、クズ、カラスウリ、ソクズ、オ

オブタクサ、ヘクソカズラ、アレチウリなどを観察できました。 

宝泉寺 
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ヒガンバナは日本全土に分布しますが、もとから日本に自生していたものではなく、古い時代に中国から渡

来した帰化植物と考えられています。3 倍体植物なので、配偶子ができず種子もできません。鱗茎はアルカロイ

ドを含み有毒ですが、昔は飢饉のとき、水によくさらして食用にしたそうです。 

 

新道橋で土手道と別れ、県立茅ヶ崎里山公園・里の家周辺で昼食をとりました。 

県立茅ヶ崎里山公園は 2001 年公募した園名

「茅ヶ崎里山公園」として一部開園（12.4ha）、

2012 年追加開園（34ha）、計画面積 36.8ha の

広域公園です。そのコンセプトは 

「人と人・自然がつながる・いきいき里山公園」 

茅ヶ崎市北部のまとまりのある樹林地と水田、

畑で構成された里山の風情を感じさせる地域

にあり、自然と人間のおりなす豊かな未来を

つくることをテーマとして整備されました。 

 

 

午後は、茅ヶ崎市の神社では最も北部に位置し、その鬱蒼とした樹叢が市指定の天然記念物に指定されてい

る腰掛神社にお参りし、スギ、イチョウ、ケヤキ、スダジイの巨樹を仰ぎました。社名は日本武尊が東征の際

に、この地で石に腰かけて、大山を眺めて休憩したという伝説に由来しているとのことです。 

再び県立茅ヶ崎里山公園に入り、谷戸を辿りながらミズキ、ヤマグワ、クリ、ヤマトアオダモ、ハンノキな

どを観察しました。途中の谷の家（やとのいえ）で一休み、パークセンターで無事を確認し、芹沢入り口バス

停から湘南台駅か、茅ヶ崎駅に向かいました。 

 

台風の合間、思いがけず好天に恵まれて、参加者の皆さんに初秋の一日を楽しんでいただきました。                                

（山路 記） 

 

 

 

 

小出川河岸 

県立茅ヶ崎里山公園 
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■室内勉強会「事故予防・初期対応について考える」 

日 時：9月 9日（金）19:30～21:00 

講 師：藤本知可（R2） 

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）、角田、梶浦、久保、佐野（仁）、鈴置、鈴木（淳）、瀬尾、高田 

(裕）、田中（真）、西岡、羽田、山本（明）、吉原、吉無田、和田（昇）、中澤（均）、嶺、佐藤（淳） 

計 21名 

 

藤本氏は、所属先(かながわトラストみどり財団)が年間 20 回程度実施している森林ボランティア活動について、

全体の進行管理を担当。その経験の中で感じていることを含め、話があった。 

 

「事故予防・初期対応については、日頃からシミュレーションし、「準備」しておく必要がある。準備は、組織

的に備えるべきものと個人で備えるべきものがある。自身の置かれる立場に沿って、今日の話を聞いていただ

き、何か少しでも気づくものがあれば取り入れてほしい」として開始。 
 

事故予防に関わる準備 
 

参加者の情報収集をしたうえで、活動内容で予測される「危険（リスク）※」の検討を行い、活動内容やスケ

ジュールの見直し、安全目標の設定、活動前注意事項のアナウンスなどの対処をすることになる。 

※危険（リスク）：ヒヤリハット（危ないと感じた状況）・事故につながる可能性のある「気がかり」「違和感」などの要素 

リスクを発見・特定するのが予防の中で一番大事なこと。そしてそれを放置しないことが重要。 
 

ハインリッヒの法則 １：29：300   大きな事故：小さな事故：ヒヤリハット 
 

「環境によるリスク（季節・天候・生物、道具の不良など）」は、下見など事前の段階でみなさん気づくと思う

が、なかなか気づかないのが「人によるリスク（精神的・身体的疲れ、持病）」。事前健康チェック表、声かけ

（応答）、表情、ストレッチ・歩行の状況などにより、当日チェックすること。100 人いれば 1 人〜2 人は必ず

いる。リスクを発見したら共有して、対処する。 

リスク発見力と対処法、会話（コミュニケーション）の幅を増やすことが大事。 

 

初期対応＝事故発生後に備えた準備 
 

事前に考えて準備しておくことが大事。 

 

→ 傷害保険（ボランティア保険）の加入、事故発生後のフローチャート、 

参加者名簿の管理（持病や普段飲んでいる薬、緊急連絡先）、 

二次・三次病院の連絡先調査、 

AED・応急用品の準備、 

救命・救急資格の斡旋 
 
 

日本赤十字社などの救命講習の一般的なフローは、発見者に加えて 2 名（AED と 119 番通報）いれば可能となっ

ている。これは街中を想定しており、野外活動ではさらに協力者が必要になる。インストラクターの立場の方

はもちろん参加者の立場でも率先して協力してほしい。 
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 事故発生時には、 

第一次発見者→責任者へ報告、二次被害の防止・誘導、応急措置 

責任者→活動判断、役割分担（応急処置者や誘導者）、救急車の要請 
 

救急車を呼ぶ際に、住所（＝活動場所）を聞かれるので、誰でもわかるようにしておく。とっさの場合は、

Google マップや電柱、自動販売機が手がかりになる 

参加者の情報管理も必要→氏名、住所、電話番号（本人）、緊急連絡先、持病、服用薬 

 

心肺蘇生法について、胸骨圧迫（1分間あたり、100〜120回）は絶え間なく行う。人工呼吸を省略してもよい。 

そのほか、救急セットとして用意するものの紹介や、虫、熱中症などへの備えの説明があった。 

最後に 

「医療システム、救急用品、救急の常識は変化進化している。常にブラッシュアップし、知見や知識も人と共

有することで一層の安全意識の好循環が得られる」との話があった。            

 （高田裕司 記） 

 

■山こい倶楽部第 84回企画「陣馬山」報告 

日 時:9月 10日(土) 登り始めで雨パラつくも、その後曇り、時々晴れ 

場 所:陣馬山 

活動時間:6時間 20分 ・歩行距離:13.1km ・登り 830m 降り 850m  

コース:藤野駅(9:10)→陣馬登山口バス停(9：40)→一ノ尾尾根経由陣馬山（12:05-12:55)→明王峠(13:40-

13:55)→与瀬神社(15:20) →相模湖駅(15:30) 

参加者: 境、久保、中澤(靖)、引田、田口、三樹 計 6名 

 

9 時に藤野駅集合。と、 

あら～見覚えのある方々が！・・・ 

今日は東京会が実施する自然観察会の下見だそうで、JFIK と兼ねるメンバーも参上。我々はここから徒歩な

れど、あちらは和田までバスでピュッと登るそうで、どことな～く格差社会？ 
 

いやいや、こちらも少人数ながら、数日前までの雨の予報が覆った嬉しさもあって、意気揚々と歩きだしま

す。登山口バス停でリーダーから行程説明と準備運動。ここで雨がパラつきやや焦るも、結局降ったのはここ

だけ。その後は時々日も差し、なかなか良い山日和となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キヌガサダケ 

思わず『アミガサダケ』と言ってしまったのは内緒 
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一ノ尾尾根を登り始めてまだ民家がある区域、なんとここでいきなり、 

本日のハイライト「キヌガサタケ」登場、それも群生！ 

網目模様のスカートが広がる神秘的な姿に思わず 3 歩近づくも、強烈な匂いに 2 歩下がる。芽吹き（？）前の

丸い卵状のものもあり、とにかく不思議なキノコ、見ごろは 1 日しかないとのことで、本当にラッキーでした。

実は高級中華食材だそうで、あの姿と匂いにめげず、最初に食べてみた人は勇気あるなあ。 

今回、山の主役だったのがキノコ。あちこちでたくさんの種類が見られ、壮観でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

道中の花は、シラヤマギク、ヤマハッカ、ヤマホトトギス、キバナアキギリ、ガンクビソウなど。 

シモバシラの群生もあり、これは 12月の氷華に期待！ 

樹木にナラ枯れの被害が広がっていて衝撃を受けました。 
 

山頂より少し手前で、東京会と再会 バスで和田まで先行し、すでに下山を始めていると思いきや、キノコ

の同定に時間がかかっていたとかで・・・。麓近くにあったキヌガサダケの自慢をひとしきり 

 

陣馬山山頂では、さすがに富士山は見えなかったものの、周囲の山や広がる下界を見下ろしながら、わいわ

い食べるお昼は格別。モミジの紅葉が早くも始まっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下山中、見慣れないワインレッドの花があり、「なんだろうね」と言っていたら、 

行き会った方がなんと久保さんと松井さんのお友達！「シュロソウ」と教えていただきました。 
 

立派な与瀬神社へ下山し、相模湖駅で本日の山行終了。全体的にとても歩きやすい山道で、のんびりと秋の 

始まりの山を楽しみました。                              （三樹 記） 

本日の主役はワタシです 

陣馬山山頂にて 

年季が入りすぎてもはや白馬ではないけど 

山のシンボル 
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■森こい倶楽部三十八回  

テーマ：川崎宿の街路樹・保存木と史跡を涼む 

坂本九のふるさと、東海道川崎宿の今昔 

日 時：9月 4日（日） 

参加者：吉無田、高田、山路、引田、坂間、戸田、岡部、鈴木、小池、久野、広川、金子、石川、以上 13名 

コース：京急八丁畷駅西口（集合）→旧東海道→無縁塚→芭蕉の句碑→ 芭蕉ポケットパーク→川崎小学校→  

小川町本通り→教安寺→ラチッタデッラ→名画通り→小土呂橋の親柱→新川通り→妙遠寺→東田公園

→銀柳街→善光寺関東別院→仲見世通り→佐藤本陣跡→川崎信用金庫浮世絵シャッター→いさご通り

→川崎市役所→市役所通り→川崎区役所→稲毛公園(昼食）→稲毛神社→久遠寺→真福寺→堀内歓楽街

→六郷渡し→万年屋→大師道入口→川崎稲荷社→旧東海道→田中本陣→かわさき宿交流館→旧東海道

→宗三寺→一行寺→銀座街→アゼリア地下街→川崎浮世絵ギャラリー→川崎観光案内所 

→JR川崎駅北改札（解散） 
 

概 要：坂本九の生まれた、東海道、江戸からの二番目の宿場川崎宿は、JR 川崎駅新北口完成、川崎水族館、

川崎市新市庁舎（2023 年度完成予定）など、近年変貌を遂げている。かわさき宿交流館では往時の宿

場を体験、本陣跡・寺社・旧橋の親柱・芭蕉の句碑などを巡る。 

    繁華街として大変賑わっている川崎駅周辺は、江戸時代川崎宿として大いに栄えた。ただ、川崎宿が

設置されたのは 1623 年、1601年に徳川家康が行った東海道の整備では未だ無かった。 

 

コース前半は、地名、松尾芭蕉、川崎生まれの有名人に触れた。 

八丁畷の「八丁」はどこから八丁なのか？なかなか興味深いネーミングである。また旧東海道沿いにある句

碑に松尾芭蕉の俳句が紹介されている。「麦の穂を たよりにつかむ 別れかな」と門弟たちとの別れの句にこの

句を返し、郷里の伊賀に旅立った。 

次に 1874年創立の川崎市立川崎小学校に向かう。この小学校の卒業生に阪神タイガースの応援歌である  

六甲おろし～  の作詞者として有名な「佐藤惣之助」と、  上を向いて歩こう～ で、一世を風靡した

「坂本九」がいる。この二つの心に残る歌は、いつまでも歌い継がれていくのであろう。 
 

植物観察：カリン、パンパスグラス、スダジイ、ナンテンなど。 

 

   コース中盤はシネマコンプレックスで有名な川崎ラチッタデッラから稲毛公園まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジュズサンゴ 
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ラチッタデッラの歴史は古く、戦前から川崎で映画を通して人々を楽しませている。次に新川通り脇に移設

された「小土呂橋の親柱」を見学した。今は交通量の多い道路になっているが、1935年ごろまでは古川という

川が流れており、付近の田畑で使った余分な水を流す「悪水吐」として多摩川に流していた。 
 

ここから妙遠寺を目指す。 

妙遠寺には、森こいの活動で 何度もその名が出てくる二ヶ領用水を完成させた「小泉次大夫」と川崎宿の

繁栄を支えた「田中休愚」を讃える碑がある。また、こちらには沙羅双樹（ご承知のようにナツツバキです）

があり、お釈迦様にまつわる「三大聖木」のことを参加者の岡部さんからレクチャーがあった。 

 

その後、長く川崎の繁華街の中心だった「銀柳街」を通り、来年度完成予定の川崎市役所新庁舎を見ながら

稲毛公園に到着した。ここで昼食である。  

ここ稲毛公園の隣には「稲毛神社」あり、鎌倉時代に源頼

朝の命により佐々木高綱が社殿を造営した。歴史ある神社で

ある。昼食後、樹齢 1000年の大銀杏を前に記念撮影をした。 

 

 

 

 

 

植物観察：オリーブ、ナツツバキ、カポック、ジュズサンゴ、 

イチョウなど。 

   

 

  

 

コース後半は、六郷橋まで足を伸ばした。旧東海道を往時の喧騒を感じながら歩く。堀之内町を経て六郷橋

に向かう。六郷橋からの景色は気持よく、だんだん暑くなってきた気温も忘れるくらいの景観である。 

   

ここから少し移動し京急大師線を上から見られる橋から  

「旧六郷橋駅跡」を見学できた。なるほど、駅ホームを確認できる。 

そこから旧東海道に入り、奈良茶飯で有名な万年屋、田中本陣、それ 

ぞれ跡をたどり、「かわさき宿交流館」にて歴史のおさらいをした。 

最後に宗三寺を経て、一行寺に赴いた。こちらは近隣の方々に 

「おえんまさま」で親しまれている。 

 

 植物観察：ケヤキ、イチョウ、クス、モミジバフウなど。 

 

 

夏の終わりなので、残念ながら咲いている植物は少なかった。しかしながら、こんな近くに歴史ある宿場が

あるのにキチンと認識出来ていなかったが、良い機会を得て再確認できたこと、県下有数の繁華街である川崎

駅周辺に寺社が多数あり、地元住民に愛されていることを知ることができた。まだまだ知らない事、見過ごし

ている事が多い。                                   （石川 記） 

稲毛神社の大銀杏 

六郷の渡し跡 
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知るは楽し 

R3 蔵田 裕子  

私は昔、虫が大嫌いだった。 

ネイチャーゲームを始めた頃に、人間も虫も自然の中の一部と思えるようになり、親しみを持てるようになっ

た。最近、虫を観察し学ぶ機会があり、虫への興味は、ぐーんと膨らんだ。 

 

テントウムシ＝ナナホシテントウと思っていたが、体長１ミリ～1３ミリ、色や模様も様々で、草食・肉食・

菌食のものがいると知った。肉食のテントウはアブラムシを食べるが、このアブラムシが面白い。♀だけの単

為生殖で、卵でなく幼虫を産み、翅のあるものとないものがいる。有翅虫は飛び立ち、寄主の植物を変える。

秋には有翅♂が現れ、♀と交尾する。交尾した♀は卵を産み、春に卵から♀が生まれ、また単為生殖するとい

うサイクルだ。なんと効率的で、多様な繁殖方法なのだろう。 

昆虫ってすごい！ 

 

アブラムシは植物の汁を吸い、お尻から蜜を出す。アリはその蜜をもらい、テントウからアブラムシを守る。

アリの巣にはアリだけでなく、アリの臭いや音を真似たり、アリの好む匂いを出すなどして、アリの巣の中で

口移しで餌をもらったり、アリの幼虫を食べたりして共生しているアリヅカコオロギ、ハネカクシ、ゴマシジ

ミ幼虫などがいる。 
 
 

 

夜の観察の機会にも恵まれ、今年の夏は初めて 

セミの羽化を見た。 

羽化したてのセミの翅は透き通って美しい。 

まだ翅が伸び切らないアブラゼミが、オオゲジに 

食われているのを見た。食う食われるの厳しい世界だ。 

 

 

 

 

 

ゲホウグモの網の横糸は超密で、光を当てると CDの 

ように虹色に輝く。初めて見た時、真ん中にちょこんと 

いる小さなクモに、 

「これ、あなたが一人で作ったの～？ 偉いね～！」 

と話しかけてしまった。 

 

 

 

リレーエッセイ 
 

アブラゼミ 

ゲホウグモの円網 
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照明に集まるスズメガは渋い模様の大きめの蛾だが、お顔はお目目がクリクリで、ワンコの様に可愛い 

 

 

昔、あんなに虫が嫌いだった私が、こんなに興味を持って好きになれた。 

知るということは素晴らしい。私も誰かにこの感動を伝えられるようになりたい。 

 

ある日、薄暗くなった頃に雨戸を閉めた時、１頭の蛾が入ってしまった。別世界に迷い込んだ蛾はパニックに

なり、部屋中をバッタバッタと飛び回る。それを見ているうち、昔の虫が大嫌いだった頃の恐怖心が甦る。 

「あなたは誰？ ちょっと落ち着いて！ そんなに鱗粉を撒き散らさないでよ！」  

廊下の電気を点けて部屋を消し、廊下へ移動してもらい扉を閉めた。廊下の壁がライトトラップ状態だ。やは

り虫は外で見るに限る。翌朝、窓から逃がしてあげようと思っていたのに、忽然と姿を消した。どこへ行って

しまったのか？ 

 

今回のことで、私は心底虫が好きになれたわけではないということが暴かれてしまった。こんな私が虫の魅力

など人に伝えられるだろうか？ でも、一つ違ったのは、 

「あなたは誰？」と思えたこと。昔の私なら、蛾は全部蛾で嫌い、それだけだった。 

 

こんなことがあっても、やはり虫の世界は不思議で面白い。もっと知りたい。私の好奇心は、まだまだ続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

エビガラスズメ 

セスジスズメ 
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No.19 箱根仙石原   （嶺義則）  
▶ 概要 

自分で自然を楽しみながら、海外の来訪者にも日本の豊かな自然を紹介したいと思い、昨年 4 月に箱根仙石原 

に拠点を確保。 

今は箱根のエキスパートを目指してガイド研修も受けながら、大半の時間を仙石原で送っています。 

 

さて、今回ご紹介する仙石原は箱根の中では北西の端に位置し、比較的平坦な草原が広がっている地域です。 

 

ここで稲作をやれば千石の米がとれるというのが名前の

由来のようですが、実際には強い酸性土壌と冷涼多湿の気

候のために稲作には向かず、江戸時代までは寒村に過ぎま

せんでした。 

 

箱根の開発は明治初期から始まりましたが、仙石原地域

では明治 13年に渋沢栄一らが出資して耕牧舎という西洋式

の牧場を設立し、廃業までの 25年間、仙石原から芦ノ湖の

湖尻に至る 700ha に及ぶ広大な土地を占有していたことも

あり、開発から取り残された地域でした。 

 

大正以降、別荘地やゴルフ場建設など観光開発が進みま

したが、箱根の中では自然が多く残っている地域でもあり

ます。 

 

 

 

 

仙石原は、かつてはカルデラ湖の底だったようですが、約 3,000年前に起こった大規模な火山活動により、神山

（箱根で最高峰）の一部が山体崩壊をおこし、流出した土砂が早川の上流域をせき止め、芦ノ湖が形成される

とともに、仙石原には芦ノ湖（早川）の水が入らなくなり乾燥化が進み、杉林と化しました。以降も大地震に

よる地滑りや火山灰の堆積で度々湿原が埋め尽くされたりしましたが、年間 3,000mm超の降水量（東京の倍）が

あるため、台ケ岳からの豊富な地下水で湿原の姿を取り戻しながら、現在に至ったようです。 

 

仙石原地域には国指定重要無形民俗文化財の湯立獅子舞で有名な諏訪神社、五百羅漢と秋の紅葉で有名な

長安寺、金時神社があります。また主に海外の印象派絵画を豊富に所蔵しているポーラ美術館、ベネチアの

ガラス工芸品で有名な箱根ガラスの森美術館などの美術館も存在しています。更には金時山の登山口、芦ノ

湖の湖尻まで続くハイキングコースの始点・終点にもなっています。 

 

これら文化的施設やハイキングコースは別途機会があればご紹介するとして、今回は自然好きの方々にお

勧めの 3 スポットをご紹介させてもらいます。 
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▶ ススキ草原と仙石原湿原 

仙石原の紹介冊子に必ず登場するのが台ケ岳の裾野に広

がる「ススキ草原」の写真です。9 月から 11 月まで仙石原

の中で一番の人気スポットとなり、神奈川の景勝 50 選にも

選ばれています。 

ススキ草原と言えば、かつては屋根材、牛馬の飼料や敷

き藁の刈り場として日本の原風景的存在でしたが、生活の

中でススキが使われなくなると、野焼きもおこなわれなく

なり、灌木類が入り込み、ススキ草原も姿を消していきま

した。仙石原も同様で、一端火入れが途絶えて灌木等が入り

込みましたが、ここの景観を残そうという思いと隣接する湿

原を守るために、平成元年以降、毎年 3 月に大規模な野焼きが行われています。今では箱根を代表する風物詩

の一つになっています。 

 

県道を挟んでススキ草原の北側には神奈川県で唯一の湿原である仙石原湿原があります。細長く狭いエリア

ですが、ここにはモウセンゴケ、タヌキモ、ムラサキミミカキグサなどの食中植物、ノハナショウブ、オオミ

ズゴケ、サワギキョウ、ミズチドリなどの湿性植物が生育しており、植物分布学上貴重であるとのことで、湿

原の一部（0.7ha）が国の天然記念物に、その周辺の 25ha が自然公園法の特別保護地区に指定されています。

湿原は柵に囲まれて立ち入りができませんが、隣接する箱根湿性花園でこれらの植物の多くを観察できます。 

 

▶ 箱根湿性花園 

箱根町が湿原に隣接する水田 30ha を買い上げ、約 3 年の造園期間を経て、昭和 51 年（1976 年）に開園。

開園当初は木々も弱々しく、光を遮ることができないために林床植物も成長不良で、十分に植物園の体裁を

なしていなかったようです。あれから 46 年。その間に昭和天皇、皇太子妃時代の雅子皇后など皇族の方々も

湿性花園を訪れ、また世界的に有名な英国キュー植物園等海外の植物園からも視察に訪れ、高い評価を受け

たそうです。 

湿性花園には仙石原湿原の植物をはじめとして、日本各地の湿地

に生育する 200 種のほか、低地、草原、林、高山の植物 1,100 種が

集められています。 

花の見頃は 5 月末から 6 月。ノハナショウブ、ニッコウキスゲ、

ツツジ類、ニシキウツギ、コバイケイやカラマツソウ、トキソウ、

サワランなど色とりどりの花が咲く季節。箱根町の花に指定されて

いるサンショウバラの花が見られるのもこの頃です。   

 

 

 

 

 

開園期間：3月 20日～11日 30日（9:00～17：00） 

入園料：大人 700円（仙石案内所や箱根内の旅行案内所で 550円の割引入園券を購入可能） 

駐車場は無料。駐車スペースも広く、ここに車を止めてススキ草原等周辺を散策するのもお勧めです。 

ススキ草原 

サンショウバラ 
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▶ 箱根ビジターセンター（箱根 VC） 

厳密には仙石原地域の外になりますが、仙石原から芦ノ湖

に向かって 4 ㎞程行ったところに環境省管轄の箱根ビジター

センター（箱根 VC）があります。展示内容も豊富で、箱根の

自然紹介や植物の最新情報の提供、箱根の様々なハイキング

コースや箱根の地図なども無料でもらえます。是非立ち寄っ

て欲しい施設です。ここを起点としたハイキングコースも

多々ありますが、箱根 VCの周りには散策路もあります。 

観光客の多くは海賊船や遊覧船乗り場周辺で時間を過ごし

たり、ロープウェイで大涌谷に行くので、散策路では数名の

ハイカーとすれ違う程度で、静かに散策ができる場所です。 

 

 

■アドバイス（安くエンジョイするために） 

 

 

年中無休(6月第 2週の水・木、年末年始を除く）開館時間 9：00～17：00(入館は 16:30まで）、入館無料 

駐車場は無料。駐車スペースも広く、ここに車を止めて芦ノ湖に行くことも可能です（徒歩で片道 15分） 

箱根ビジターセンター 

▶ 昼食 

観光地箱根の中にあって、仙石原もレストランや食堂は高いです。一方で、仙石原にはコンビニ 5 店舗

が点在。コンビニでお弁当や飲み物を買って、景色のいいところで食べるのがお勧めです。 

▶ アクセス 

バス：小田原駅東口 4 番乗り場から箱根登山バス「桃源台行」、仙石案内所前（湿性花園）、仙石原高原（ススキ

草原）、白百合台（箱根 VC）で下車。小田原から仙石案内所前（仙石原の中心）までの料金は 1,020 円。

尚、土日・祝日には、桃源台行きのバスは箱根湯本始発が多く、小田原から箱根登山鉄道で湯本まで行

き、始発バスに乗るのがお勧めです。 

マイカー：東名高速御殿場 IC から国道 138 号で仙石案内所まで 20 分。車に 4～5 名が搭乗して来ると電車+バ

スの半分程度の費用で収まり、移動時間もかなり短縮できるのでお勧めです。 

▶ 温泉 

箱根には数多くの日帰り温泉がある中で、町営の温泉は入湯料が安く、仙石原の隣町にある宮城野温泉会館が

お勧めです。少し狭いですが、掛け流しで内湯と露天の両方あります。バスの場合は小田原への帰路の途中、

立ち寄るのがよさそう。箱根登山バスの宮城野温泉会館前で下車、徒歩約 5 分。車の場合は、会館の駐車場は

無料で、スペースも広く、いつでも駐車可能です。 休館日：毎週木曜、営業時間：10：00～21：00、料金 650円 

▶ 基本情報 

箱根は年間 2,000万人が訪れる観光地なので、ネットで検索すれば様々な情報が提供されています。 

仙石原に関しては箱根仙石原観光協会が情報提供をしています。公式サイト：www.sengokuhara.net 

自然好きの方には箱根 VCの HPがお勧めです。箱根 VCでは自然観察会等のイベントもやっています。 

事前予約が必要なものもありますが、それに合わせて訪問するのも良いかなと思います。 

公式サイト hakonevc.sunnyday.jp 

https://www.bing.com/search?q=%E4%BB%99%E7%9F%B3%E5%8E%9FNAVI+&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%E4%BB%99%E7%9F%B3%E5%8E%9Fnavi+&sc=0-8&sk=&cvid=E25DE8A86A454FC5A0F3F8C61ECF2EE1&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=
https://www.bing.com/search?q=%E4%BB%99%E7%9F%B3%E5%8E%9FNAVI+&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%E4%BB%99%E7%9F%B3%E5%8E%9Fnavi+&sc=0-8&sk=&cvid=E25DE8A86A454FC5A0F3F8C61ECF2EE1&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=
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水玉をつけた「クロマツの芽生え」の写真から始まる、約 1,900枚の写真で身近な植物の生き生きした生態を

記録した本です。 

発売から 30 年近くたっていますが、その魅力は色あせてはいません。定番の本なので読まれた方も多いと思

います。全体をじっくり見るのもいいですが、4 月から月の順に並んでいるので今月のものを見たり、たまたま

開いたページを眺めたりするだけでも楽しめ、植物に対する感性を呼び起こしてくれます。また、写真中心で

フリガナもしてあり小さな子供でも楽しめます。 

 

1 つのテーマで 10～20 枚の連続した写真により、変化を表したページが多くあります。カテンソウが 5 本の

おしべが 5～10分の間に一本ずつ開くときにピッチングマシンのように花粉を飛ばす様子、スミレの実が開いて

種を飛ばす様子（開くのに 1 時間、皮が握りつぶすようにして種を飛ばし終わるのに 1 時間）、ヒマワリはまわ

るか（開花前と開花後の様子）、カラスウリの花が夜開く様子、ツユクサの開花からしぼむまで、オオイヌノフ

グリの開花から閉じて花を落とすまで、ブドウの花が開く 7分間の様子などなど。 
 

根が見えるように地面を垂直に掘った写真がいくつかあり、太い根のあるもの、深くまで根を伸ばすものな

ど、いろいろな根や根茎などを見ることができます。また、セイヨウタンポポやオニユリのむかごの根の成長

や、ラッカセイが地中に潜って実が成長していく様子を見ることができます。地中は普段見ることができない

ため貴重な情報です。 

「花屋にない花」として、ミョウガ、ゴボウ、ホウレンソウ、レタス、アスパラガス、サトイモなどの花が、

また、「国際交流」として、カタバミ、イヌタデ、ツユクサ、ジシバリ、ニワゼキショウなどの帰化種が載って

います。 
 

「夏の夜の宝石」のキャッチで「夏の朝、葉さきに光る水玉は、朝つゆではない。葉の縁にある水孔から排

出された水だ。むし暑い夜は、大きな水玉が、たくさんならぶ。ライトで照らすと、宝石のように輝く。ほし

くても、ふれると落ちてしまう。」と紹介された水玉をつけた葉たちは、水玉をつけた「クロマツの芽生え」の

写真とともに特に魅力的です。                                 

（EX） 

月刊ブックレビュー 

書 名 植物記  (DAYS OF PLANTS) 

著 者 埴 沙萠  (はに しゃぼう) 

発行所 福音館書店  

発行日 1993年 4月 30日  

価 格 3,630円   
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会員異動 

＜9月度の会員異動＞ 

9月30日現在 会員数 159名 

 

次回月例会は、10月28日(金) 19:30～21:00 ZOOMリモートミーティングです。 

 

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 

涼しくなってきました。

カメラ片手に低山散歩に

行くのが楽しみです！ 

(松山) 

コオロギは周囲が暗くなる

と同時に鳴き始める、灯り

を消して秋を楽しむ。 

闇の深さは静かに気持ちの

騒めきを包み込む。 

深呼吸     （荒井） 
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