
   

 

 

 

 

冒頭の★印は一般向け。他は、会員向けです。 

■2021 ジュニアフォレスター教室第２回「森を遊ぼう」中止のお知らせ 

新型コロナウイルス感染の急拡大により、神奈川県、東京および近郊県にとどまらず、緊急事態宣言が全国的な

規模になりつつあります。これを受け 10月 16日に予定されておりましたジュニアフォレスター教室第 2回「森

を遊ぼう」も中止となりました。  

第 1 回に続いて、大変残念な結果となりましたが、来年こそは開催できるように、引き続きご協力をお願い致し

ます。                                          （角田記） 

 

■ヤビツの森 

日 時：9月 18日（土）10：30～14：00 

集 合：「秦野駅」南口 9：20、または「ヤビツ峠駐車場」10：10 

作業内容：幼樹保護ネット（鹿除けネット）の取り外し、作業路の安全点検と整備、作業用具の点検、など。 

持ち物など： 
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森のエピソードはお休みです 

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/ 

 

ツユクサとバッタ＠名瀬の里山   （撮影：福田 渉） 

 

） 
活動予定 

http://ml.jfik.org/kaiin/format/kanagawakai.png
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(1)山の作業に適した服装（山歩きの靴、作業用の手袋） 

作業地は傾斜地で滑りやすいので、滑りにくく足首までを保護する作業靴や山歩きに適した靴を履いてください。

手袋は軍手でなく、革製をお勧めします。 

(2)昼食、飲み物など、食事の時に下に敷くシート 

(3)簡単な雨具 

作業用具：ヘルメット、作業用具は貸していただける見込みで、個々人での用意は不要です。 

保 険：ヤビツの活動は CONE 保険の対象外であり、これまでヤビツの活動には保険がかかっていません。今後ヤ

ビツの活動に参加するときは、各市町村の社会福祉協議会（略称：社協）で行っているボランティア活動保険に

加入することをお勧めします。年間保険料 350円が必要です。加入の手続きをとってください。 

安 全（ヒル対策）：ヒルの忌避剤をもっていきますが、使い慣れた薬がある方はお持ちください。忌避剤にスパ

ッツを併用するのがいいかと思います。 

申し込み：yoshiit@441.cc 吉井宛にお願いします。 

車を出していただける方はルート概要を、同乗をご希望の方はピックアップ希望場所を書いてください。 

参加の連絡をいただいた方には、集合場所・時刻、作業などの詳細とともに 9 月 10日ごろにお知らせします。こ

の日までにメールが届かなかったときは、吉井宛お問い合わせください。 

＊参考情報 県道から作業地へ入る林道は、車は通れません。車は県道から入った林道やヤビツ峠の駐車場など

に停めてください。                                    （吉井記） 

 

■湘南の森 

9月の具体的な予定を編集担当は、把握できていません。情報の必要な方は、下記 HPでチェックをお願いします。 

http://shonann-mori.sakura.ne.jp/index.html                           (編集担当記) 

 

★■名瀬谷戸の会 

名瀬谷戸の会の 9月、10月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：9月 4日（土）、13日（月）、21日（火）、10月 2日（土）、11日（月）、18日（月） 

作業時間：10:00～15:00 夏時間に変更することがあります。（9:00～12:00）           （福田記) 

 

★■フォレスト21「さがみの森」 

9月の具体的な予定を編集担当は、把握できていません。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                        (編集担当記) 

 

★■神奈川の身近な自然を訪ねて 

9月 12日(日)まで神奈川県下において緊急事態宣言が出されました。 

それに伴い 9月再開（予定）を 11月からの再開（予定）にいたします。              (鈴置記) 

 

■四季の森公園  

緊急事態宣言が続く中、四季の森公園のイベントは県からの要請により 9月 30日（木）まで原則中止です。 

従って、9月に予定されている「自然を訪ねて」などの観察会は中止となります。 

10月以降については、宣言の解除、解除後の県の指示を踏まえて、公園より連絡が来ます。     （福田記) 

 

■室内勉強会（オンラインで実施） 

日 時 :9月 10日(金) 19：00～21：00 

テーマ：「チベット・聖山カイラス」一周トレッキング 

講 師：山路洋護さん（17年） 

mailto:yoshiit@441.cc
http://shonann-mori.sakura.ne.jp/index.html
mailto:sagami@moridukuri.jp
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概要：古来より仏教徒などの巡礼者にとって究極の目的地であ

った聖山カイラス（6656ｍ）、その一周トレッキングを学生時代

からの山仲間が計画、12人の賛同者を集めツアー・リーダーを

指名してツアー会社に持ち込み、2011年 4月から 5月にかけて

23日間のツアーが催行されました。ツアー・リーダーの安東浩

正さんは冬季チベット高原単独自転車横断を経験、さらに厳冬

期シベリア単独自転車横断の実績で植村直己冒険賞（第 8 回）

を受賞した冒険家であり、私達が前々年に登ったキリマンジャ

ロのツアー・リーダーで、それ以降すっかりファンになってい

ました。 

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

        補佐 嶺 義則 📩：UGK58629@nifty.ne.jp       📱：090-3532-0479   (嶺記) 

 

■山こい倶楽部 

9月の山こいは緊急事態宣言が解除され、安全に実施できる状態になった時点で提案します。    （松井記) 

 

■森こい倶楽部 

9月以降の森こいは、コロナ感染者数が 6月までの実施期間の 10倍近くに拡大しており当面中止します。緊急事

態宣言期間中等に関わらず、森こい倶楽部事務局にて感染が減少傾向にあると判断した場合には、再開をご案内

する予定です。 

皆様には、ご自愛され、再開時のご参加をお待ちします。                    (久野記) 

 

■名瀬谷戸の会 

【１】＜定例活動＞ 

作業 1回目 

日 時：8月 7 日（土）9:00～12:00 

参加者：合計 36名（JFIK：11名 地元・地域ボランティア：25名、横浜メダカの会は日程を変更→8/21） 

作業内容：●ゾーン 6のマダケ林エリアの保全・・・しがら柵作成・林内清掃、刈払い機によりマダケ皆伐及び

下草刈り ●子供班は夏休み特別メニュー：虫取り、ネイチャービンゴゲーム、カートンドッグ  

 

  

集合写真 子供班の昆虫採集 

活動報告 

朝日に輝く聖山カイラス 

mailto:sato.forest2807@gmail.com
mailto:UGK58629@nifty.ne.jp
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作業 2回目 

日 時：8月 16日（月）9:00～12:00 

参加者：合計 9名（JFIK：5 名 地元・地域ボランティア：4名） 

作業内容：●尾根道において希少種等の保護作業 

 

作業 3回目 

日 時：8月 23日（月） 9:00～12:00 

参加者：合計 15名（JFIK：6 名 地元・地域ボランティア：8名 見学者：1 名） 

作業内容：●ゾーン１エリア横の鉄塔周辺の民有地の除草作業・・・手作業と 3台の刈払い機利用 

 

その他 横浜メダカの会は、8月 21日（土）に名瀬川の水生生物調査を実施。           (福田記) 

 

 

■室内勉強会（延期） 

日 時：8月18日(水) 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） 

＊実施予定の勉強会は講師のご入院のため延期しました。一日も早いご回復をお祈りいたします。 

                                           (佐藤(淳)記) 

 

  

セイタカアワダチソウなどの処分 作業後の様子 

竹柵作り 竹柵で保護作業 
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古文書は面白い（その 4） 

      江戸時代の古文書でその時代の自然観察感を探ってみた。 

 

竹とんぼはちいちゃかった 

白鳥元巳 

 

竹とんぼは何時頃からあったのか。少なくとも古墳時代にはありませんでした。

NHKの大河ドラマで平清盛が牛若丸に切り出しナイフで竹とんぼを作っている場

面がありましたが、切り出しナイフ自体平安時代にはないことがわかっています。

竹とんぼに似ている木とんぼみたいなものが平安京跡や奈良時代の鎌倉の鶴岡八

幡宮や鎌倉市佐助ケ谷遺跡から独楽と一緒に出土していますが、不思議なことに

いずれの場合も軸が発見されていません。果たして木とんぼか、それともスズメ

脅しの風車か？ 

 

年代的にはっきりとした竹とんぼが現れるのは文

政 2年（1819年）です。奈良公園の中にある氷室神

社（和銅 3 年 西暦 710年創建）社前に寄進された

石灯籠 2基の 6 面に 7種の玩具のレリーフがありそ

のうちの一つが明らかに竹とんぼです。 

 

1845 年（天保 15年）ようやく確かな資料が現れました。その 3 で述べた万亭応賀（1818～1890）文、静斎英

一画、の絵双紙「幼稚遊昔雛形」の中に幼児が竹とんぼを飛ばしている図があります。「とんぼ竹」と題名がつい

ており作り方と飛ばし方の説明があります。この絵双紙には他に玩具を使わない遊びなども含めて子どもの遊び

25種類が納められています。竹とんぼは空飛ぶトンボに魅せられて作り出されたものでしょう。 

 

翻刻すると「とんぼ竹」「これは竹を

うすくへきはば四ぶほど ながささん

ずんほどにきりまんなかへひごをとお

し たがいちがいにかたなのはをそい

たように 志のぎをつけてりょう手で

よりてとばすものなり」 

 

これによれば「とんぼ竹」の大きさは

羽根が長さ 3寸（約 90ｍｍ）幅 4分（約

12ｍｍ）と非常に小ぶりです。このサイ

ズは非常に興味を持たせられます。 

 

大正時代に大阪の版画家の碧川居泉

寄   稿 
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（明治 10年～昭和 17年）が日本の玩具の版画を多数残しております。竹とんぼがカラーで印刷されているのは

これが初めてではないかと思われます。サイズは明らかに現在と同じと思われます。新潟の農家で昭和 16年以来

平成 19 年までの間、開かずの蔵から出てきた竹とんぼ（筆者が所有）は翼長 14ｃｍ幅 1.5cm と現在お土産で売

られているものと同じサイズです。江戸時代は子供が高価な刃物を持つことはありませんでした。竹とんぼは大

人が作って子供に与えたものと思います。したがって子供が飛ばせる大きさであったと想像できます。ではなぜ

現在竹とんぼは大きくなったのでしょうか。推定ですが明治時代に玩具のヨーロッパへの輸出量で上位に入って

いるのが竹とんぼです。慶応元年（1867年）といえば明治時代に入る 3年前で開国が進み、日本の貿易は輸入超

過ですが輸出も多かった年です。この年京都の大和屋という家で大量の竹とんぼを作り輸出して莫大な儲けをし

たとの記録があります。竹とんぼは輸出用に大人が作っていたようです。ヨーロッパ人のサイズに合わせたので

しょうか。 18，19 世紀のものと思われるオランダのタイル画 50 枚に各種玩具を使った遊戯風景が描かれ、そ

の中の 1枚に回転とんぼと凧揚げの絵があります。当時のヨーロッパには竹がなかったので儲けるほど輸出でき

る大きな竹とんぼの需用があったという証左でしょうか。 

子供用に「ちいちゃな竹とんぼ」は理にかなっています。筆者はいま翼長 9ｃｍ幅 1.7ｃｍ重さ 1.9ｇの竹とん

ぼを作っています。子供でもよく飛ばせます。 

 

新しい道 

 

                         R2 羽田 直也 

 二度目の受験でなんとか森林インストラクター資格試験に合格した。学業でも仕事でも無縁な分野であっただ

けにハードルの高さも感じたが、それ以上に自分にとって新たな分野への興味関心が勝っていた。一方でいろい

ろと学ぶにつれて、これまでの認識が違っていたり理解があいまいだったことに気づく機会にもなった。「初心者

あるある」かどうかわからないが自身の例をここで紹介しようと思う。 

生態系について講習テキストには次のように書かれている。生態系とは「あるまとまった空間に生活する生物す

べてと、その生活空間を満たす非生物的環境との間に物質とエネルギーのやり取りがあり、かつ生物間の相互作

用によって形成されている系（システム）」である。この説明はとてもうまく腑に落ちた。と同時に今までまとも

に理解していなかったことにも気づかされた。 

 

其の一）生態系と食物連鎖の違い 

小学生の頃に食物連鎖を習ったが、生態系をそれと同じものと思い込んでいた。生物間で起こる物質とエネルギ

ーのやり取りという意味では同じものの、生態系は、それに加えて「非生物的環境」も含めた空間であるという

こと。そう考えると、生物間だけでなく、「非生物的環境」の様々な要因（気温、降雨、地形など）と、それぞれ

の要因の条件（具体的な数値や性質）との掛け合わせになり、生態系がいかに多様な空間であるかを想像できた。 

 

リレーエッセイ 
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其の二）生態系には境界がある 

生態系に「まとまった空間」というイメージを持っていなかった。しかしながら「システム」として捉えると、

（概念的な）境界があり入力と出力があるということ。地球スケールの生態系を考えると、システムには太陽エ

ネルギーが入力され、これをもとに食物連鎖を含む様々な活動があり、その結果として熱エネルギーが出力され

ると理解できる。物質はシステム内で循環する一方で、入力されたエネルギーはシステム内で一巡したあとに出

力される。エネルギーの出入りと物質循環のバランスがシステムの安定性に寄与していることを理解した。 

 

 

其の三）温室効果ガスはどこにあるのか 

温室効果ガスは、生態系とは別の存在として生態系に害を及ぼしているような想像をしていたが、温室効果ガス

も「非生物的環境」として生態系に内在していると理解した。其の二に述べたように、太陽エネルギーが生態系

に入力され、内部の活動で発生した熱エネルギーは生態系から出力されるが、その中には人間活動によるエネル

ギー、つまり過去に蓄積した太陽エネルギー（化石燃料）から発生させた熱エネルギーも含まれる。これらの熱

エネルギーは温室効果ガスに阻まれてうまく生態系から出られない、というシナリオを想像できた。 

 

 

其の四）二酸化炭素は多いのか 

CO2濃度の具体的な数値を講習テキストで知り少なからず驚いた。大気全体から見て約0.04％という低い数値は、

その性質である「温室効果」の感度が高い（変化に敏感）と捉えることもでき、ほんのわずかな増減が「温室効

果」の具合いを左右すると推察できる。其の三には温室効果ガスは生態系を熱する存在のように書いたが、凍り

つかないよう絶妙に暖めている側面もあることを理解した。 

 

ここまでの話、実際はもっと複雑なものだろうし、それを理解されている人も多いだろう。しかし一方で自らが

そうであるように、日ごろ見聞きする事柄でも実はよく知られていないこともまた多いのではないだろうか。ま

だ知らないことに気づくこと、それを知って新たに気づくこと、といった気づきの連鎖も生態系に内包されてい

るのかも知れない。 
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No.10 県立座間谷戸山公園   （菅原啓之） 

▶ 概要 

県立座間谷戸山公園は、神奈川県のほぼ中央の座間市にあ

る都市公園である。里山の風情を残す「自然生態観察公園」とし

て整備されてきた。（概要・地図・アドバイスは編集部作成） 

▶ 公園とのかかわり 

平成 18年、森林インストラクターの資格を受けて以来、何も知

らなかった植物のことを一から教えていただいた思いのある場所

である。現在もその団体のスタッフとして観察会他諸活動を行っ

ている。 

▶ 豊蘆原・瑞穂の里 

公園西入口の長屋門をくぐりぬけると、目の前に田んぼとヨシ

原（以前の呼称は蘆）が広がり、右手高台の趣のある里山体験館

と風景が一体になってなぜか気持ちを落ち着かせてくれる。 

我が国の古称は「豊蘆原・瑞穂の国」、肥沃で広々とした蘆原と緑の水田の風景が重なりあった様子を表わし、

人々はこのような環境と隣り合わせに生活を営んでいた。瑞穂とはみずみずしい稲穂のことを表わし、水は肉体的な生

命の源とも考えられ、古代人の最高の誉め言葉は「みず…」だった。 

「稲」の野生種は米がポロポロと落ちる「脱粒性」、脱粒性の弱い種

が選び出され栽培が繰り返され、本来は風媒花だが「花が咲けば、必

ず米が実る」自家結実性に改良されてきた。葉にガラス体を蓄積して

直立し、受光効率が高い。田に水をためると土の中に空気が入らなく

なり、多くの生物は呼吸が出来なくなり死んでしまう。稲は体内を通し

て空気を根に運ぶことが出来る。さらに水田の除草は畑の除草より

楽、水生の雑草だけを相手にすればよい。米は小麦に比べて食べる

ときにも効率が良い。湛水と落水の交替が連作障害「忌地」の原因に

なる病原性生物がはびこることも防いでいる。先人は米の利点を生かし暮らしてきた。今、米余りにより減反政策が続け

られている。減反によって失うのは水田の貯水・水源涵養であり他の計り知れない多くの機能も失われつつある。 

谷戸山公園の水田は近隣の子供達のために餅米や古代米を栽培し、秋にお餅などにしていただくが（昨年はコロナ

禍で中止）、水田機能、米について再認識することは我々の生活を守ることにもつながる大切なことのひとつなのだ。 

「蘆」もすだれや屋根ぶきの材料として生活に欠かせないもの

だった。春は「蘆の角」「蘆若葉」、初夏は「青蘆」、秋は「蘆の花」、初

冬は「枯れ蘆」、季節ごと人々に親しまれてきたことが伺える。 

徳富蘆花（本名健次郎）は「蘆の花は見どころとてなくと清少納言

は書きぬ、然もその見どころなきを余はかえって愛するなり」から蘆花

と名付けたと言われている。 

太い地下茎と種子で繁殖し、塩分を含む水域でも生育できる。そ

の遺伝子が明らかになれば、イネに導入し、高い塩分濃度に耐えら

れる稲の品種を作り出すことが出来る。世界の食料の安定供給にも

つながる。ヨシは栄養塩類を吸収し、水の汚濁の原因になる富栄養 
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化も防いでくれる。谷戸山公園のヨシ原は通年刈り取らずに残している部分があるので、トリノフンダマシ、ナガコガネグ

モ、植物ではガガイモなども多く見られる。10年ほど前まではカヤネズミも見られたのだが、現在は確認できていない。 

水田脇のベンチに腰掛け、稲とヨシに深くかかわった先人達の生活を想い、周りの木々の緑など自然の色、草木の

なびき、野鳥の声など自然の音を静かに感じていただきたい。 

人に聞こえる周波数の範囲は、低い音で 20Hz(1秒間に 20回の周波数)、高い音で 20kHz、良好に聞こえる範囲は

2kHz～4kHz（聞こえない高い音は超音波、低い音は超低周波）。しかし本来人間は 20kHz 以上の高い音を受け入れ

る可能性がある。音楽（演奏会がより効果）などに含まれる超高波が心を癒す作用を持っていることも実証されている。

逆に低周波（ボイラー音など）はイライラや不眠につながる。ただそれも都会生活では避けることは出来ない。テレビな

どでは一般的範囲を超える音域は出せないのでカットしてしまうそうだ。以前私と同期の JFIK 会員（18 年）でテレビ局

に勤められていた平塚の K さんから伺ったが、太鼓や花火の上がる臨場感のある音はどうしてもテレビでは伝えること

が出来ないとのことだった。やはり実際の鳥の声、風の音、せせらぎの音などの自然の音を聞くことが大切で素晴らしい

事だと言われた。 

植物も全身で音を聞く。ショパンの音楽を聞かせるとブドウは生育が良くなるとのデーターがある。昔から農家の人は

稲に音を聞かせろと言っていた。（煩雑に畔に通えと言う意味もある） 

可視光線は 380 ナノメートル(nm:10 億分の 1ｍ)（これより短い波長は紫外線）～780 ナノメートル（これより長い波長

は赤外線）。昆虫、蝶は人に見えない紫外線を感じると言われる。最近、コロナの影響（外出自粛）で眼科医が込んで

いるそうだ。子供の眼に異変が起きている。近くばかりで見ていると眼軸が伸びぼんやり見える。又低学年の子供たち

にスマホなどの影響で近視が増えていると聞く。明るい室外での活動が重要。（NHK で放映）近視、疲れ目を改善する

ためには、とにかく遠くの緑をしっかり見る習慣をつけることが大切なようだ。ただ単に遠くをボ～っと見るのではなく、目

の中の筋肉を意識して、しっかり見つめることを心がける。「見えないけど見ようとする」事が一番重要なようだ。 

緑色が目に優しい理由は、人間の目が認識する色の中で、一番見えやすい色だからだ。松の葉の緑色はクロロフィ

ルの色、生命維持の根源であるヘモグロビンの構造とほとんど同じことと関係あるのかもわからない。 

テレビ等は光の三原色（赤、緑、青）で人工的に作られた色。印刷物などは色の三原色（シアン・濃い水色、マゼン

タ・薄紫、黄色）で約 1億色も作られる。いずれにしても本物の色ではない。   

自然の中で本物の色、音、香りなど見たり、聞いたり、嗅いだり、感じたりすることが大切。(感性を養いリ

ラックス効果）日本人は昔から自然を注意深く観察し世界に誇る文化を築き上げてきた。座間谷戸山公園は緑が濃く自

然度も高い。たまにはゆっくり本物の色、音、香りなどに触れリラックスしていただく事をお勧めしたい。園内の田んぼの

奥の「水鳥の池」さらに「わき水の谷」で季節の花を、「伝説の丘（本堂山）」から丹沢連峰の雄姿を楽しみ、「長屋門」

までのコースが推奨です。 

 

▶ 動植物・昼食・休憩情報 

 パークセンターで「自然観察マップ」や「四季だより」を入手できます。詳細は下記ホームページをご覧ください。 

公園周辺にレストランやコンビニがありますが、お弁当を持参して公園内でゆっくり過ごすことがお勧めです。 

▶ アクセス 

・電車：小田急線座間駅から徒歩で約 10分、相武台前駅から徒歩で約 15分 

・マイカー：国道 246号の「西原交差点」を座間市役所方面へ北上し、約５分 

駐車場 東入口駐車場 78台、北入口駐車場 39台、多目的広場駐車場 27台 料金無料 

▶ 基本情報 

県立座間谷戸山公園管理事務所 パークセンター  TEL 046-257-8388  FAX 046-257-8533 

指定管理者 (公財)神奈川県公園協会  

公式ホームページ： http://www.zamayatoyama.kanagawa-park.or.jp/ 

アドバイス 
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「くらべてわかる シダ」 

著 者：桶川 修 、写真：大作 晃一 

出版社：山と渓谷社 

発 行：2020年 4月 

価 格：（紙版）2,640円（税込み） 

 

シダの初心者向けの図鑑としては、「シダハンドブック」（文一総合出

版、北川淑子(著)、林将之(写真)、約 80 種）が一押しです。質感が伝

わってくる写真であり、持ち運び同定しながら、ミゾシダ、イヌワラビ

などよく見られるシダを覚えるには適しています。 

本書は、上記で代表的なシダが何となくわかってきた次の段階のもの

です。B5サイズで写真も大きく豊富で、約 260種が紹介されおり、持ち

運びできる重さのAPG体系(被子植物の分類体系)のシダ植物図鑑として

は、知っている限りでの初めての本です。例えばイノデ属は、「神奈川

県植物誌 2018」で神奈川県内に分布としている 18 種 1 変種 28 雑種

中、本書では 17 種 1 変種が掲載されており、雑種を除くと神奈川県内

のシダはかなり網羅されていることがわかります。雑種を極めようとす

ると別の図鑑も必要になりますが、そうでなければ神奈川県内の観察では本書でほぼ十分でしょう。 

個人にとって最初から 100 点の図鑑はなく、何回か読み込み、観察した実物や Webなどで得た情報を書き込む

ことで、自分好みに進化させることにより、より使いやすくなるものです。本書はシダの分野ではこれに値する

図鑑だと思います。 

（ex） 

  

月刊ブックレビュー 
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会員異動 

＜8月度の会員異動＞ 

8月28日現在  会員数158名 

 

月例会 

8月の月例会は、休会です。 

 

会費納入のお願い 

令和 3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 3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） 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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：福田 渉   

編集人：梶浦 雄介  編集スタッフ：松山 成二 投稿用メール：editorial@jfik.org 

事務局所在地：226-0026 横浜市緑区長津田町 3016-1-943 電話：（045）985-3865 メール：info@jfik.org   

事務局長：福田 渉 メール：w-fukuda@mrj.biglobe.ne.jp  

ⓒ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。 

掲 示 板 

暑いですね、9月に入ると少し涼

しくなるそうです。コロナ禍、皆

さんお元気でお過ごしですか？

お時間があれば寄稿をお願いし

ます。（かじうら） 

編集後記 

私の大好きなフルーツ、梨の季節

がやってきました！ (松山) 
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