
   

 

 

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■湘南の森 

定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：12月 9日（金）、17日（土） 

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/                                 (和田記) 

 

★■名瀬谷戸の会 

名瀬谷戸の会の 12月、1月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：12月 3日（土）、11日（日）、12日（月）、19日（月） 

     1月 7日（土）、 8日（日）、16日（月）、23日（月） 

作業時間：10:00～15:00                                  （福田記) 
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 1P 活動予定 

 6P 活動報告 
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17P 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/ 

 

サルスベリ ＠ 都筑区南山田周辺   （撮影：福田 渉） 

 

） 

活動予定 

http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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★■フォレスト21「さがみの森」 

https://moridukuri.jp/about/field.html#sagaminomori 

「活動参加お申込みフォーム」をクリックして手続きください。                    (和田記) 

 

★■神奈川の身近な自然を訪ねて「富岡・かつての別荘地の自然と史跡を訪ねる」 

今回は大橋が企画しています。 

日 時：12月 14日（水）、17日（土） 

集 合：JR新杉田駅 改札外（改札は一ヶ所） 10：00 

募集定員：各回 50名 

コースの概要：JR新杉田駅（集合）＝（路線バス）＝鳥見塚バス停→富岡総合公園→長昌寺→慶珊寺  

       →ふなだまり（昼食）→富岡八幡宮→持明院→経塚→富岡古道→京急富岡駅（解散 14:30頃予定） 

       歩行距離・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。 

     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。 

その他：申し込み・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。 

 

新型コロナウイルス感染防止対策：新型コロナワクチン 5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。 

 

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 

12月の活動予定はありません。 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

12月は室内勉強会担当の嶺が講師をやり、インドネシアを中心に東南アジアで見聞きしたことを中心にお話しし

ます。東南アジアとの付き合いは 10年程ですが、色々新鮮な驚きがありました。少しだけ皆さんの見聞を広げる

お手伝いができれば幸いです。 

 

日 時：12月 9日（金）19:30～21:00  

講 師：嶺義則 (H25） 

タイトル：SDGsプロジェクトを通してみた東南アジア ～ インドネシアを中心に 

 

 富岡は、東は東京湾に面し、北～南は丘陵に囲まれ、かつては交通が不便な地域であったようです。し

かし、その不便さがかえって安全と言うことで、明治から大正にかけて、伊藤博文、井上馨などの多くの

明治政府の高官や、川合玉堂などの芸術家らが別荘を構えました。 

 富岡が面する東京湾は干潟が広がる遠浅の海でした。現在は、埋め立てられ、工業団地や住宅地が広が

っていますが、1960 年代までは、多くの人々が潮干狩りや海水浴等に訪れる海でした。 

 今回は、かつての別荘地、また、海が広がっていた富岡の景観を思い浮かべながら、旧海岸線や古道を

歩き、多様な樹種を観察することができる樹林地が広がる富岡総合公園、富岡の鎮守で源頼朝が勧請して

創建されたと伝わる富岡八幡宮、直木三十五の墓がある長昌寺、経を末法の後まで伝えるため地下に埋め

たと伝わる経塚などを訪ね、富岡の史跡めぐりと植物の観察を楽しみたいと思います。 

https://moridukuri.jp/about/field.html%23sagaminomori
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概 要：東南アジアは、欧米・オセアニア、中国・韓国・台湾に比べて皆さんの関心が薄い地域かなと思います。

私は一昨年 IT企業を退職するまで、インドネシアとの共同研究プロジェクトに企業の一員として参加し、足かけ

5年、延べ約 30回インドネシアを訪問しました。これとは別に仕事とプライベートでフィリピン、タイ、マレー

シア、ベトナム等も訪問しました。それまでは欧米を中心に出張していたのですが、東南アジアは私にとって非

常に新鮮に感じました。例えば東南アジアにはイスラム教の国々があります。皆さんイスラム教についてどれだ

けご存じでしょうか？私が現地で見聞きしたことを中心に、文化・自然等の側面からお話しができればと思って

います（講師記） 

 

Zoomに入るための URL、参加方法等は開催日が近づきましたら、別途ご案内致します。 

問合せ先：室内勉強会担当  嶺 義則 📩：ugk58629@gmail.com        📱：090-3532-0479 

              佐藤 淳 📩：sato.forest2807@gmail.com 📱：080-1081-1034    （嶺記) 

 

■山こい倶楽部企画 第 87回「鐘ヶ嶽（かねがたけ）」 

12月の山こいは下山後温泉＆猪鍋を楽しむ企画です。ゆったりとした企画で今年一年を振り返ってみませんか？

リーダーは中澤靖彦さん、サブリーダー は久保さんです。 

厚木のハイキングコースでは最高峰、山の神として古くから信仰を寄せられてきた鐘ヶ嶽（かねがたけ）の山頂

を目指します。 

28の丁石を辿りながら登り、徐々に高くなっていく眺望を楽しみましょう。天気がよければ東京スカイツリーや

東京湾、房総半島も望めます。鐘ヶ嶽登山の本番は 27丁目から。浅間神社の本殿まで 342段の石段が続きます。

石段脇にある長い年月をかけて生えた苔や巨石、石仏を眺めて、参道の風合いを味わいましょう。 

鐘ヶ嶽は昔、竜宮から上げた鐘をこの山に収めたという伝説や、戦国時代に七沢城への合図のために鐘が置かれ

たと言われています。 

下山は山の神峠から二の足林道をたどり広沢寺温泉へ。希望者を募り、「玉翠楼」で入浴と昼食会（＋反省会）を

開催したいと思います。 

食事の予約の関係がありますので、11 月 25 日（金）までに参加申し込みをお願いいたします。登山のみの参加

でも結構です。登山と入浴＋昼食会の参加の有無をそれぞれお知らせください。 

 

日 時：12月 3日（土） 

場 所：鐘ヶ嶽 

行 動：厚木バスセンター9番乗り場（厚 33 七沢方面）8:45集合 

厚木バスセンター9:00＝9:28広沢寺温泉入口—鐘ヶ嶽バス停—鐘ヶ嶽登山口—22丁目—11:00鐘ヶ嶽—山ノ神峠— 

山神隧道—二の足林道—12:30広沢寺温泉（入浴付きご昼食 3時間コース）15:06＝15:36厚木バスセンター 

持ち物 ：飲み物、行動食、雨具、防寒具、医薬品、地図、コンパス、ヘッドランプ（予備電池）、携帯電話 

    （スマホ）、マスク、健康保険証、その他登山に必要な物 

行動 3時間 

日帰り 広沢寺温泉 玉翠楼 (gyokusuiro.com)  

          入浴＋昼食（猪鍋定食または川魚定食）5,500円/人 飲み物は別料金    (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。 

* 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。 

file:///C:/Users/kajiura/Desktop/177号12月号/ugk58629@gmail.com
file:///C:/Users/kajiura/Desktop/177号12月号/sato.forest2807@gmail.com
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* 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 登山のみ、登山＋入浴＋昼食の別を記入して 11月 25日（金）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 

 

 

■森こい倶楽部第四十二回 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：能見堂から氷取沢、瀬上池へ たたら国境の冬の樹林帯を歩く 

日 時：2023年 1月 8日（日） 

集 合：京急線金沢文庫駅  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 

プラス Oneテーマ水:大岡川源流域と瀬上池 

申し込み：ご参加の方は、1 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 

 

概要・行程（広川記） 

今回は、金沢文庫から鎌倉まで続く六国峠ハイキングコースの一部分、金沢自然公園、氷取沢市民の森、瀬上市

民の森と、横浜市都心部近郊でありながら、横浜の秘境ともいえる樹林帯を歩くコースです。江戸時代、歌川広

重が描いた浮世絵「金沢八景図」の景観が一望できた能見堂跡を通り、金沢自然公園を経て、大岡川源流域の氷

取沢に入ります。かつて、たたら製鉄の砂鉄が採掘され、吾妻鏡には「火取沢」として源実朝も和歌の題材を探

しに訪れたことが記されています。冬姿の樹木に囲まれた秘境が広がります。続いて、尾根道にある「いっしん

どう広場」を経由して、鬱蒼としたスギ林の中を「瀬上市民の森」の瀬上池に下ります。深山の池のような雰囲

気が漂う瀬上池から、ホタルが生息する瀬上沢に沿ってたたら製鉄の遺構がある上郷町へ。今回は「横浜の秘境」

を満喫します。 

コース概要：京急線金沢文庫駅～六国峠ハイキングコース入口～能見堂跡～不動池🚻～金沢自然公園（昼食🚻）

～しだの谷～氷取沢市民の森（おおやと広場、氷取沢）～いっしんどう広場🚻～瀬上市民の森（池の下広場、瀬

上池）～上郷町～山手学院入口バス停～（バス）～JR大船駅 

 

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 

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） 

3月 5日（日） 曽我から国府津、旧別荘地・寺社の天然記念物樹（叢）と梅林（小田原市） 

4月 2日（日） 田原の里から葛葉緑地の森をぬけ、湧水・渡来人の昔路（秦野市）    （事務局 久野記） 

 

  

mailto:ma1950koji@yahoo.co.jp
file:///C:/Users/kajiura/Desktop/177号12月号/masakihisano77@yahoo.co.jp
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■鳥こい倶楽部 2023シーズン冬春企画 第 1回 相模原公園（案内人：中澤均） 

鳥こい倶楽部 2023冬・春シーズンを開始します。 

お名前に年齢を添えて中澤均 h-naka@k04.itscom.net までお申し込み下さい。 

 

第 1回企画は「相模原公園」です。 

県立相模原公園は座間小銃射撃場跡地を中心に相模野の面影が残る樹林と桑畑を整備し、1979年に開園された面

積 24haの総合公園です。隣接する相模原市立の相模原麻溝公園(1985年に開園、面積 18ha)と一体として整備さ

れました。 

午前中は、隣接する「相模原沈殿池」や畑地でオシドリ、ヨシガモなどの水鳥やホオジロなどの草原性の小鳥類

を観察します。 

午後は、公園内の森林でカラの混群やツグミの仲間など、冬の小鳥たちを観察します。 

 

日 時：12月 23日（金）9:10～15:00頃 

集 合：小田急小田原線・江ノ島線 相模大野駅北口「バスのりば１番」9:10※ 

    または相模原公園遊具広場（公園北端） 9:50 

    ※相模大野駅からは「上溝行 9:20⇒県立相模原公園前バス停 9:47」に乗車 

解 散：女子美術大学バス停 15:00頃※ 

    ※相模大野駅北口行 15:00発または 15:20発、または古淵行 15:10発に乗車可 

 

予定コース：相模大野駅（集合）⇒相模原公園遊具広場（現地集合）→相模原沈殿池→せせらぎの園（昼食）→ 

      紅葉の丘→メタセコイア並木→相模原麻溝公園→女子美術大学バス停（解散） 

参加費：500円（CONE保険・資料代含む） 

装備等：冬のハイキングの服装（雨具・防寒具含む）、お弁当、飲み物、レジャーシート、双眼鏡、 

    スコープ（お持ちの方）、野鳥図鑑、マスク等 

 

参加対象：JFIK会員、会員の家族・友人・知人  （万一の場合、会員から連絡可能な方に限ります) 

参加申し込み：本番 2日前までに E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、前日夕方までに JFIK-MLにてお知らせします。 

 

感染対策：屋外ではマスク着用は任意です。 

     近接しての会話が続く場面や車内・屋内では着用下さい。 

 

◆2023シーズン１月以降の企画募集中です。                           以上 

                                           （中澤(均)記） 

 

  

file:///C:/Users/kajiura/Desktop/177号12月号/h-naka@k04.itscom.net
file:///C:/Users/kajiura/Desktop/177号12月号/h-naka@k04.itscom.net
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■2022年度第 2回 谷本(小学校)森保全作業 

日 時：11月 12日(土) 9:00～11:00 晴 

場 所：横浜市立谷本小学校（青葉区）隣接校有森林及び体育館前校庭 

参加者：児童 71名､保護者 41名､教職員 18 合計 130名 

JFIKスタッフ：坂間､高田､田中､松田､吉無田 

概 要： 

 小春日和ともいえる作業に絶好の天気になりました。練習前の野球チームのメンバー2,30人が飛び入りで参加

しましたので合計 130人で 1年前と同じく大人数で実施。 

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した。教職員も同じく作業道具や補

修材料の準備、長机等の設営にかかります。参加者は 8時 45分受付開始、健康観察票の提出、検温、また当日参

加者は住所･電話番号を届けます。 

高橋校長先生、PTA役員の挨拶の後、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 ビオトープ(生息池)周辺清掃､除草 

② 遊歩道の清掃(落葉集め、除草) 

③ 遊歩道の階段、ロープの柵づくり 

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

担当の先生の話では 3割がリピーターで 7割が初めての人ということですが、保護者はもちろんのこと生徒たち

も JFIKスタッフ、教職員の指導宜しく慣れた感じで作業を行いました。 

前回指摘した「ナラ枯れ」した大きなコナラ 2本は処分したそうですが、今回もクヌギの大木で同様の症状が

見られ、校長先生に出来るだけ早く伐るべく進言しました。 

保全作業は 1時間一寸で終了。落葉が片付けられて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､児童よりかなり正確な答えも返って来ました。特に森林保全と SDGsとの関係につい

ても言及し、森林保全の大切さを考えてもらいました。 

この後 3､4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 

活動報告 

1,2,3年生のビオトープ池付近の清掃、除草 5,6年生による遊歩道階段補修 
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書かれて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

うでした。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受け取り解散しました。 

                                         (文と写真松田) 

 

■名瀬谷戸の会 

＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：11月 5日（土）10:00～15:00 

参加者：合計 50名（JFIK：6名 地元・地域ボランティア：7名、ファミリー・子供：26名、横浜メダカの会： 

          5名、見学者：2名、新規入会者：4名）  

作業内容：●ゾーン 2、4（ヤマユリストリート周辺）の除草作業・清掃 刈払機・ブロワーを使用 ●こども里

山体験班：午前は自然の材料を使ったゲームなどをやった。午後はヤマユリストリート周辺の除草ゴミ、葉っぱ、

樹木枝等の運搬 ●横浜メダカの会：メダカ池の水生生物調査・環境整備調査 

 

 

 

 

 

 

除草した葉っぱを運搬 集合写真 

環境教育 

 

森林内ネイチャービンゴゲーム 
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作業 2回目 

日 時：11月 13日（日）10:00～15:00 

参加者：合計 24 名（JFIK：3 名 地元・地域ボランティア：2 名、ファミリ

ー・子供：19名） 

作業内容：●モウソウチクの間伐（ピザ窯の上部） 40 本を伐採 ●こども

里山体験班はサツマイモ・サトイモ焼き、ヤマユリストリートの落葉掻き、久

右衛門邸のモウソウチクの枝払いをやった。 

 

 

 

 

 

作業 3回目 

日 時：11月 14 日（月）10:00～15:00 

参加者：合計 10名（JFIK：7名 地元・地域ボランティア：3名）  

作業内容：●久右衛門邸のモウソウチク伐採 午前中 44本、午後は 20本、合計 64本を伐採した。 

  

作業 4回目  

日 時：11月 21日（月） 

参加者：合計 4名（JFIK：2名 地元・地域ボランティア：2名）  

作業内容：●ゾーン 6の間伐エリアでモウソウチクを伐採 午前 18本、午後 7本を間伐    

モウソウチク伐採と枝払い 

モウソウチク伐採 伐採したモウソウチクの枝を払い整理 

ロープで安全な方向へ伐倒 モウソウチクの伐採 
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■神奈川の身近な自然を訪ねて 

～箱根板橋界隈、小田原城の歴史と自然探訪～ 

日 時：11月 16日（水）、19日（土） 10：00～15：00 

参加者：58名（16日:34名、19日:24名） 

スタッフ：鈴置、坂間、久野、広川、菅原、佐藤（淳）、昆野、花田、吉原、山路 

コース：箱根登山鉄道・ 箱根板橋駅→小田原用水取入口→秋葉山量覚寺→老欅荘（ろうきょそう）→香林寺→ 

三の丸外郭 新堀土塁→小峯御鐘ノ台大堀切東堀→小田原高校周辺の自然林→報徳二宮神社→小田原城→

国内最大級の木造商業施設（ミナカ小田原） 

両日とも好天に恵まれ、それぞれ箱根板橋駅に集合して班別に出発した。一帯は古くは大窪村（大久保）と呼ば

れていたが、江戸時代に小田原城主・大久保氏に遠慮して板橋村に改名したと言われている。日本最古といわれ

る用水・早川用水取入口を見学し、箱根板橋には多くの寺がある理由、近代には多くの政治家、実業家などが温

暖の地を求めて移り住んだことなどをお話しさせていただいた。 

秋は実りの季節、センダンの実、サネカズラ、栗、柿の実も実

っていた。「板橋のお地蔵さん」として親しまれる板橋地蔵尊

にはイチョウの葉が見事に色づいていた。修験道の寺院、秋葉

山量覚寺は関東山伏の目付け役の役割を命ぜられた由緒ある

寺院で 12月 6日にはおき火の上を素足でわたる火伏祭りがあ

る。作務衣を着た住職らしき方にもお会いできた。ほかの班で

はほら貝の音も聞こえたとも言う。12 月に向け練習していた

のだろうか。数日前、寺内に落ちたギンナンをトラックで 2台

分も片付けたという。近隣ではここの実は小粒だがことのほか

美味しいと評判だと自慢されていた。サカキ、ナギ、クロガネ

モチ、ケヤキ、イロハモミジなどの大木も多く、中でもイロハ

モミジにとりついたオオバヤドリギには皆さん驚いていたようだ。完全にイロハモミジと一体化して寄生してい

るようには見えない。落ちている葉を見たら葉の裏は赤褐色の毛が密生し、主脈が目立つ。後に小田原城内では

サクラ、マツなどに取りついているものも見ることができた。量覚寺では一般的に見られるヤドリギもケヤキの

木に寄生して見比べることができた。 

電力王・松永安左エ門が晩年移り住んだ所（老欅荘）では、

庵の名前の謂れとなった樹齢 400年と言われるケヤキの大

木が守護神として保全されている。池の脇の茶室には小田

原では珍しいと言われるクスノキ科のテンダイウヤクが植

栽されている。中国原産で 3月には淡い黄色の花を咲かせ

ると言う。冬芽が大分膨らんでいた。梅の名所・香林寺、

明治の元勲・山縣有朋邸跡、大倉喜八郎邸、元首相・清浦

奎吾邸を通り三の丸外郭からは箱根連山、相模湾の眺望を

楽しんだ。16 日には伊豆大島、利島、房総半島も望むこと

ができた。 

昼食後、小田原高校の自然林脇を通り関東では珍しいイチイガシほかカゴノキ、クスノキの大木などを観察した。

二宮尊徳ゆかりの報徳神社では数年前に建て替えられ、樹齢 300 年の杉の木から造られた両部鳥居を観賞した。

立派なナギやコウヤマキなども植栽されている。小田原城内にはオガタマノキの実が落ち、バクチノキも赤裸を

さらしていた。天守閣脇を通り最後は 2020年に神奈川産の杉材を主に作られた商業施設「ミナカ小田原」を見学

し、隣接する宿泊施設などの入った 14階からは小田原の全景を堪能した。                       （菅原記） 

老欅荘 

サネカズラの観察 
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■四季の森公園「特定植物観察会～ドングリ」 

日 時：11月 3日(木･祝) 13：00～14：30 快晴 

場 所：四季の森公園 はす池､あし原湿原周辺 

参加者：15名(内 JFIK会員 2名)、公園スタッフ：1名 

スタッフ：松田、寺元、日比野 

 

 コロナ禍で中止されていた「中山祭り」が 3年ぶりに催され、2019年と同様同日開催となりました。快晴、初

夏を思わせる陽気の中で、特定植物の観察会「ドングリの仲間」のスタートです。消毒、検温、連絡先の提出、

マスク着用等対策を施して、事前に申し込みのあった 15人が参加しました。 

 ここ数年と同様、会議室でのパワーポイントの資料説明はなく、出発前にドングリの概要を簡単に説明します。

「ドングリ」は学術用語ではなく明確な定義はないこと、今回は、クリも含めたブナ科の樹木を中心に観察して

いくことを伝えました。15名を 2班に分け、はす池とあし原湿原を時計回りと反時計回りに分かれて出発。 

 この公園には 7種類のブナ科の木がありますが、このコースで見られるのはシラカシ､コナラ､クヌギ､クリ、マ

テバシイの 5種類で、コースから離れた所にアラカシとウバメカシがあります。北口広場にあるマテバシイから

観察開始です。ここのマテバシイはまだ木が小さくまた剪定の所為もあって､これまで実をつけた事がありません。

持参の実物ドングリで形状や食べ方、名前の由来を話しました。 

 観察はドングリを中心に行いましたが、スタッフはそれ以外の特徴ある草木についても説明をします。北口広

場のカツラについては、雌雄の見分け方、バナナのような小さな実について、また枯葉の醬油せんべい似た香り

を説明。はす池前では見事に黄葉した、横浜市、相模原市のシンボルの木の一つであるケヤキについて、また本

州中部以西より移植されたと思われる公害に強いアキニレと、関連してハルニレ(エルム)についても解説。はす

池西側散策路では紅葉の始まったばかりのニシキギの説明。ここで世界三大紅葉樹(他にスズランノキ、ニッサボ

ク)について写真を提示。11月 27日の「紅葉観察会」では立派なニシキギの紅葉が期待されるところです。 

 散策路の西側斜面ヒノキ(サワラ)等の植林もされていますが圧倒的多いのはシラカシとコナラです。遊歩道に

は多くのシラカシ、コナラのドングリが落ちていました。日本の代表的植林木である、スギ、ヒノキ、サワラの

見分け方、また日本の林業についても少し触れました。あし原湿原の西側散策路中間地点にある小さな谷戸の入

口は、複数のコナラやクヌギが並んで生え、格好のドングリ観察のスポットとなっています。ここではクヌギは

少なかったものの、コナラのドングリが多く落ちていました。その他西側遊歩道で説明した草木はシュウメイギ

ク、ムラサキシキブ、ハナノキ、ナンキンハゼ、アキグミ、マユミ等です。 

 6 月にはホタルの出る上の池手前であし原湿原を左に見て U ターンします。この北口広場に向かう道では、ヒ

メグルミ、シナサワグルミ、ヤシャブシン、コナラについて観

察しましたが、湿原を挟んで見えるナラ枯れしたコナラの群

れが痛々しく、その実情を公園スタッフに説明して頂きまし

た。「この公園では一昨年は 80本、昨年は 300本、今年は 80

本でやや落ち着く傾向にあるが、全数は把握できていないの

でもう少し多いかも知れない。被害としてはコナラ、シラカ

シが多くクヌギが多少耐久性が強い。遊歩道等危険個所から

処理したいが、予算の関係でナカナカ進まない面もある。」と

の事でした。休息所を過ぎてはす池を左に見ながら北口広場

に向かいます。このルートで観た草木はハナイカダ、ホオノ

キ、ヤマザクラ、トリカブト、ミツマタ、ノダケ等です。ホオ

ノキで朴葉味噌、葉を用いたお面工作、トリカブトはニリンソウと葉が似ており猛毒のある事、また温暖化の所

為か早々と花芽をつけているミツマタについては和紙の原料、特に日本の紙幣についても言及、ノダケの花では

カレーの匂いを嗅ぎました。 

1班 ヒメグルミとシナサワグルミの観察 
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今回時間もあったことから、じゃぶじゃぶ池近くの斜面にコナラとシラカシ並んで生えており、手に取れる距離

に枝があるポイントで観察を行いました。さすがにコナラのドングリはほとんど落下していましたが、シラカシ

はまだ十分残っており縞の殻斗の着いたドングリを十分見る事が出来ました。 

この後石垣にツワブキの咲く北口広場に到着。スタッフ持参のドングリのサンプル、ドングリクラフト(トトロ)

を参加者に配り解散しました。                               (松田 記) 

 

 

■室内勉強会 「野鳥ってなに？ - 鳥ビアと野鳥クイズ」 

日 時：11月11日(金) 19:30～21:00  

講 師：中澤(均)(H20) 

会議方法：Web(Zoom)利用のオンライン会議 

参加者：足立(正）、池田(倫）、梶浦、角田、久保、藏田、坂間、篠田、瀬尾、高田(裕）、滝澤、辻、鳥越、中澤(靖）、

西岡、羽田、日比野、松井、三樹、山路、山本(明）、吉原、佐藤(淳)、嶺 計 24 名（敬称略） 

 

概要 

 「スズメハトカラスならわかる」という最低レベルだった私の鳥への興味を一気に増やしてくれた「鳥こい」、

そのリーダー中澤さんが講師なら今回の室内勉強会に参加しない訳がありましょうか。予想どおり、密度の濃い

楽しい１時間半でした。 

 まずは前半。「鳥類だけの特徴は」という質問から入り（答は「羽毛に覆われる」）、卵を育てるカモノハシやバ

ッチリ飛行ができるアブラコウモリなど鳥のような哺乳類を紹介。そしてそもそも鳥類の起源は？という話から、

一気に時代が遡ります。 

「鳥類の起源は恐竜」という説は 1970 年代から提唱され

たそうで、実は意外と新しい。2003 年に発表されたミク

ロラプトルという恐竜は後ろ足にも翼があった、とか、歯

があり、尾羽ではなく尾がある始祖鳥などまるでファンタ

ジーの世界！系統樹によれば、「鳥類」はすべて恐竜の子

孫だそう。 

続いて、ではなぜ鳥は飛ぶかという話。機能的には羽毛や

骨、気嚢（呼吸時に肺と一緒に使う器官）の発達など多くの工夫があるわけですが、そもそもなんで君たち飛ぶ

2班 じゃぶじゃぶ池近くの斜面で 

シラカシとコナラの観察 

北口事務所前でドングリとクラフトを配る 
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ことになった？これにも諸説あるようですが、中澤さん的には「樹上からの滑空から飛翔へと進化した」説が一

番信憑性が高いと思うとの事。いずれにせよ、森林・樹木が鳥類を誕生させたとの事でした。 

さて時代が下がると、巨大隕石の衝突による気候変動が地球上の生物に大きな影響を及ぼして恐竜は絶滅してい

きます。その中でなぜ鳥類は生き残ることが出来たか。それには被子植物・昆虫との共進化がカギとなっていて、

花蜜・果実、花粉媒介や種子散布など、お互いの関係によって 3 種の多様性がこの時代から劇的に増加したとい

うデータがあるそうです。 

鳥を軸にした生物の進化を一気に振り返った後では、庭のスズメも違って見える。資料にもあるように「僕たち

だって恐竜の仲間チュン！」 

 そしてここからは現代へ。そもそも「野鳥」や「探鳥」という言葉は明治時代の歌人・詩人・僧侶でもあった

中西悟堂さんという方が造語したという鳥ビアからスタート。 

鳥は、その生息域（森林や草原はもちろん、水上、水中、地中まで！）、気候帯（熱帯も極寒帯も）、繁殖方法も

さまざま。ツメバケイという南米の「樹木の葉しか食べない」不思議な美しい鳥の動画も挟みつつ、「野鳥は誰に

食べられるか」（←クモやカマキリが鳥を食べることもあるとか）。「小鳥の多くは夜に渡り、鳥目ではない。」（←

鳥目って言葉は何なの？）など興味深い話が続きました。 

 休憩を挟み、中澤さん曰くお気楽小ネタの後半へ。 

 「野鳥は識別が難しい」うんうん。「種類だけでなく雌雄で

も季節でも違うし、雑種もあれば声で判断できたりできなか

ったり」だよね！「変動要素が多すぎ」そうだよ！「でも鳥

は日本国内で 600～650 種、昆虫は 30,000 種。名前くらいな

ら覚えられますよね」え～結局スパルタ。とにかく場所と季

節と環境から絞り込むとのことで、そのポイントも丁寧に教

えていただきつつ、面白い動作の鳥（ヘビに擬態するアリス

イなど）の動画や、大きい鳥小さい鳥の鳥ビアも。「鵯←読め

る？（ヒヨドリ）」「ハシブトとハシボソカラスの鳴き声以外

の違い（動作や歩き方）」や、「スズメは全国に何羽いるでし

ょう（9,000 万羽、ただ年々減少傾向）」「スズメのほっぺの黒

斑の形は？」など、参加者を巻き込んだ楽しい野鳥クイズで時間をオーバーするほど盛り上がりました。ちなみ

に中澤さん的青い鳥三選は①オオルリ②コルリ③ルリビタキ、可愛い鳥三選は①シマエナガ②コマドリ③ルリビ

タキとか。 

 とにかく鳥愛満載、今期の鳥こいがますます楽しみになった勉強会でした。           （三樹記) 

 

■山こい倶楽部第 86回「岩戸山～十国峠」 

日 時：11月 13日（日）曇のち雨 

場 所：岩戸山、十国峠 

参加者：久保(リーダー)、篠田(サブリーダー)、松井、境、中澤(靖)、伊東、田口 計 7名 

活動時間：9:00～15:30 歩行距離：約 8.5㎞ 

コース：熱海駅(バス)→ゆとりろ熱海バス停→岩戸山(734m)→東光寺→十国峠(755m)→笹の広場(昼食）→ 

    来宮神社→来宮駅 

 

熱海駅発 9：00 のバスに乗り、ゆとりろ熱海前で下車。舗装路を 500ｍ程道なりに進んでいくと岩戸山登山口が

ある。舗装路の平らな場所で準備体操。少し登ると熱海の海、初島が見えたが、登山道はハコネダケや樹木で見
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晴らしの無い道を歩く。見晴らしはないが緩やかな秋の尾根道は気持ちが

よい。フユイチゴの赤い実が目立つ、道端には可愛い青紫色のツルリンド

ウの花、マユミの実が枝にびっしりと付いている。 

天気は下り坂、登るにつれ雲が立ち込めてくる。１時間ほどで岩戸山に到

着、狭い山頂からはどんよりとした海が見えた。 

岩戸山から先は背の高いハコネダケが両側を覆いトンネル状態になった道

を行く、アセビの大木が増え、ブナ、アカガシ、タブノキ、カエデの仲間

も多く見られる。 

突然視界が開け石仏の道と合流、35丁目石仏のある「笹の広場」に出た。

１丁ごとに地蔵が置かれているという石仏の道は日金山東光寺の 42丁目

が終点、程なくして東光寺に着く。東光寺は 273年に松葉仙人が伊豆山の

浜辺に光る不思議な鏡を崇め、小さな祠を建てて祀ったのが開山と伝わる。

境内には苔むした石仏が数多く並んでいた。日金山霊園を過ぎると景色が

一変、十国峠へ続く広々とした草原の道になり十国峠頂上のシンボル、ケ

ーブルカー駅の円形建物が見える。 

頂上は風が強く残念ながら富士山は霧の中。沼津アルプ

ス、愛鷹連山、箱根外輪山がうっすら分かる眺めだった。

天気の良い時は南アルプスまで望めるとのこと。源頼朝

が源氏再興の旗揚げの際、十国五島が見渡せたことが十

国峠の名の由来で、十国は伊豆、駿河、遠江、甲斐、武

蔵、相模、安房、上総、下総、信濃。五島は伊豆大島、

利島、新島、神津島、三宅島。 

「笹の広場」まで戻り昼食休憩、午後は石仏の道を来宮

方面に下る。明るく広々としたススキの道が相模湾に向

かって続いている。リュウノウギク、ノコンギク、ヤマ

ラッキョウ、ヒヨドリバナ、アキノキリンソウが盛りだ。

花が終わりに近いウメバチソウ、マツムシソウの仲間、ワ

レモコウなども見られた。オオバヤシャブシの見事な大木、オオモミジの紅葉が美しい。12丁目石仏を過ぎ林道

に出た所で雨が降ってきた。石仏の道を外れ車道を

下っていくと住宅地の中で起点の１丁目石仏に出会

う。 

駅から近い来宮神社に立ち寄り樹齢 2100 年、幹周

23.9ｍ、樹高 26ｍの本州最大のクスノキに感動、パ

ワーをいただく。大雨に降られることもなく無事来

宮駅に到着する。 

頂上での展望は残念だったが、晩秋の静かな山歩き

を満喫した一日。海に向かって下っていく石仏の道

は明るく広々としていて爽快だった。     (田口記) 

                                                                                                                                      

  

ツルリンドウ 

頂上は強風 

海に向かって続く石仏の道 
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■森こい倶楽部第四十回  

テーマ：鎌倉 古刹旧蹟の名木古木と、小路の植物 

日 時：11月 6日（日） 

参加者：山路、引田、鈴木(康)、戸田、佐藤(淳)、田川(裕)、高田(茂)、吉無田、会員外 3，小池、久野、金子、 

    広川 以上 15名 

 

コース：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)～法華堂跡(源頼朝,北条義時,大江広元,島津忠久 墳墓)～荏柄天神社～鎌倉宮～覚園寺 

    ～永福寺跡～鎌倉宮バス停～(バス)～JR鎌倉駅 

 

概 要：今回は、鎌倉の古刹旧蹟の名木古木と、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

る秋の植物に会いに行きました。JR鎌倉駅から一番近いお

寺、大巧寺（だいぎょうじ）からスタート。秋の七草ヤマ

ハギの紫の花がまずお出迎え。続いて訪れた妙本寺は、北

条氏に謀殺された比企能員の館跡に建てられたお寺で、門

前には急斜面にしがみついているケヤキの古木が。ケヤキ

は急斜面が生育適地だと言われています。正面に構える祖

師堂の前には右近のタチバナが、黄色く熟した果実をたく

さん付けていました。温州ミカンを小ぶりにしたようなタ

チバナの果実からは温州ミカンと同じ香りがしました。妙

本寺から小路を歩き、滑川に架かる「琴引橋」へ。橋のた

もとには、真っ赤な実を付けたシロダモが川に覆い被さっていました。 

 

宇津宮辻子幕府旧蹟、大佛次郎旧邸、若宮大路幕府旧蹟と、

「鎌倉幕府所縁の地」の小路を歩き、強者どもが夢の跡に思

いを馳せた後、鶴岡八幡宮今宮へ。この神社は、承久の乱で

隠岐に流された後鳥羽上皇の怨霊を鎮めるために 1247年に

建てられましたが、まだ人に知られておらず静かな処です。

今宮のすぐ近くには、かつて鶴岡八幡宮寺の供僧たちの宿舎

があった「二十五坊跡」があります。御谷（おやつ）とも呼

ばれ、宅地開発計画を鎌倉文人の大佛次郎たちが「鎌倉風致

保存会」を創設して阻止し、日本のナショナルトラスト発祥

の地といわれます。今はススキが生い茂る原になっています。 

 

鶴岡八幡宮でお弁当を食べた後は、源頼朝、北条義時、大江

広元、島津忠久の墳墓がある「法華堂跡」へ。大江広元は長

州藩毛利家の祖先、島津忠久は薩摩藩島津家家祖。武家政権を樹立した頼朝、義時と、武家政権を崩壊させた長

州藩と薩摩藩の先祖たちが同じ処に眠ります。歴史の始めと終りが同じ処にありました。 

鎌倉で数少ないケヤキの自生地のひとつが法華堂の裏山斜面と言われており、義時法華堂の入口斜面にケヤキの

古木がしがみついていました。妙本寺のケヤキと同じでした。 

鶴岡八幡宮今宮 集合写真 

妙本寺 ケヤキ 
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小路を歩き荏柄天神社に向かう途中、路端にニシキギとマユミの赤い果実がたわわに。果実がこんなに密につい

ているニシキギに出会うのは初めてでした。荏柄天神社には、現在の鎌倉で一番風格があると言われるイチョウ

の古木があります。樹齢 900年と言われていますが、イチョウが日本に渡来したのは鎌倉時代後期。樹齢は少々

疑わしい。 

 

最後は、二階堂の永福寺（ようふくじ）です。1983年（昭和 58）の発掘調査開始から復元完成まで 34年もかか

り、2017年（平成 29）に建物の基礎と庭園が復元されて一般公開されました。永福寺は、源頼朝が奥州藤原氏の

中尊寺の二階大堂を見て建立を思い立ち、頼家、実朝たち歴代将軍のサロンとして蹴鞠、酒宴、花見などに使わ

れたそうです。池を配した広大な復元遺跡を見て往時に思いを馳せました。 

今日は、古刹旧蹟や名木古木から古を偲び、また、秋の黄色や真っ赤な果実に出会えた一日でした。  (広川記） 

  

ニシキギ果実 
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書 名：スギと広葉樹の混交林―蘇る生態系サービス 

著 者：清和研二 

出版社 : 農山漁村文化協会 

発売日 : 2022/9/20 

単行本 : 203ページ 

ISBN   : 978-4-540-21158-4 

定 価： 2,500円＋税 

 

 スギの人工林が全国的にたくさん見られる昨今、広葉樹の価値が見

直されてきた。スギか広葉樹かという二者択一ではなく、針広混交林

という生態系が水質の浄化や保水、生産力の向上、動植物の種多様性

などに貢献しているということが重要である。このことを著者らが実

際の森林で比較検討し、科学的に実証したことの意義は大きい。 

 山形県月山の裾野で育った著者は北海道大学を卒業してから北海

道林業試験場で森林の構造や生産力などの研究をする傍ら、種子の発

芽から稚樹さらには成長過程にまで興味を持ち、東北大学に移ってからは森林生態学の主要仮説の一つである熱

帯の種多様性を説明するためのジャンセン・コンネル仮説を温帯でも実証するために土壌菌類相を含む森林の多

様性に関する研究などを進めてきた実証を重んじる研究者である。そのような著者の特性は東北大学の試験地で

本来の自然の森の成り立ちを明らかにしてきた。それは天然林とくに老齢林が森林の生態系サービスを高めてい

るということである。自然の森は針葉樹も広葉樹も、それぞれの特性を活かしてその地域、その立地での生態系

を形作っているのである。このような生態系を作ることが生物の多様性だけでなく、それのもたらす生態系機能

を十分に発揮し、水害や土砂崩れなどの災害やツキノワグマなどの動物による被害の軽減にも貢献するというこ

とを国立環境研究所などの研究者などと協力して科学的データを得たということがこの本のとても大事な点であ

る。この研究は 2003 年に東北大学フィールドセンターのスギ人工林に試験地を設定することから始まった。ス

ギを 3 分の２ほど間伐する強度間伐区、3 分の１ほど間伐する弱度間伐区、何もしない無間伐区に区分して約 20

年間観察してきた。最近私たちが山で見かけることが多いのはよく手入れされた弱度間伐区あるいは手入れの遅

れた無間伐区の景観であろう。ここで特筆すべきは林業的にはあまり行われてこなかった強度間伐区の設定であ

る。これには著者の北海道や東北地方での自然林特に老齢林に対する観察眼が活かされている。予想通り、強度

間伐区では広葉樹類が旺盛に成長し、混交林化することによって生態系サービスも向上した。このことは本書の

I 部で、水質浄化、生産力向上、洪水防止、クマとの共存について紹介されている。第 II 部では天然更新と人工

植栽を使ったスギと広葉樹との混交林の効果的な作り方が提示されている。さらにスギと混交することで広葉樹

類も通直になり良質な木材も供給できるというメリットも示されている。 

 本書の第 I 部はカラー写真と綺麗なイラストを使って説明されているが、第 II 部ではモノクロームなのがちょ

っと残念ではあるが、内容はとても充実しており将来の森林や林業の姿も示唆されていて意義深い本である。森

林インストラクターとしてもこのような科学的裏付けに基づいた話ができるということはとても心強いことだと

思う。 

佐野淳之 

 

 

月刊ブックレビュー 
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月例会がweb会議で開催されました 

日 時：11月25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：理事13名、監事1名、会員3名 計17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。 

 

新規合格者歓迎会開催のお知らせ 

日 時：令和 5年 1月 21日（土） 

場 所：泉の森、自然観察センター「しらかしのいえ」 

午前中にオリエンテーション、午後に自然観察会の予定。懇親会は行いません。 

なお、詳細は、後日 MLでお知らせします。 

 

第 8回（令和 5 年度）通常総会開催通知  

下記の通り通常総会を開催します。議題等詳細は、会報 2 月号、ML にてお知らせします。  

日 時：令和 5年 2 月 18 日（土）開始時刻等未定  

場 所：未定です および ZOOM 利用のオンラインミーティング 

 

会費納入のお願い 

令和 5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  

納入期日：令和 5年 2月末日。 

■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） 
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掲 示 板 

この秋の葉っぱの色づき具合は、

いつもより鮮やかできれいに 

感じます。今も強風に残っていた

黄色のクヌギの葉が上空へ舞い

上がっています。（かじうら） 

編集後記 

会員異動 

＜11月度の会員異動＞ 

11月25日現在  会員数158名 

 

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。 

📩：amelieamelie92@gmail.com 

今年は、アケビなどのつるを  

使って、リース作りにチャレンジ

してみようと考えています！ 

(松山) 
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