
 

 

 

 

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 7 月の定例活動は、7 月 8 日（金）、23 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 7月、8月の定例作業予定は、次のとおりです。 

  7 月：2日（土）、11日（月）、19日（火） 

  8 月：6日（土）、15日（月）、22日（月） 

時間：10:00～15:00 （ただし、猛暑日が予想されるときは夏時間に変更する）        （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 

かながわジュニア・フォレスター教室が３年ぶりに再開 

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5月の定例作業予定は、次のとおりです。 

日 時：7月9日(土)、24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  

  ７月、８月の予定はありません。 

 

★■四季の森公園 四季の森公園 「特定植物観察会～ヤマユリ」 
 

JFIKがガイドを行う、7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。 

 四季の森公園ではヤマユリのつぼみが膨らみ始め、７月上旬には公園内の里山周辺で、華麗な花を咲かせる

ことでしょう。かつて、“golden banded queen (金色の筋の入った女王)” として欧米の人々をとりこに

したヤマユリを、一緒に観賞しませんか。 
 

本 番 ： 7月 9日（土）13：00～14：30    

下 見 ： 7月 2日（土）10：00～11:30 当日下見：7 月 9日（土） 10：30～12：00 

スタッフ ： 広川、久野、佐野 

 

  四季の森の活動は会報発行予定日 7月 11日以前に終了しております。会報には記録を残すという使命がある

ため、記載しました。 

 

■室内勉強会 

今回より開始時刻を 19:30にいたします。 
 

仕事帰りの方の帰宅時刻、夕食準備の繁忙時を考慮し、30分遅く致しました（終了は 21:00です）。 

休憩時間、質問時間を大きく短縮します。 
 

7月の室内勉強会講師は R2の高橋利宏さんです。 

日時：7月8日(金) 19:30～21:00 

テーマ： 「火山のはなし」   講師：高橋利宏（R2） 
  

概要：火山は普段は美しい山容を見せてくれる神々しい存在です。しかし、一度活動を始めると猛々しく荒

ぶる神のように猛威を振るい、時に甚大な自然災害を引き起こします。火山国日本に住みながら、火山のこ

と、知っていますか？大地のこと、もっと知りたくないですか？今回は「火山って何？」「噴火するってどう

いうこと？」といった基本的な話を中心に写真などを交えて紹介しつつ、火山噴火と水のかかわりについて

触れてみたいと思います。「火山のはなし」が火山を知るきっかけ作りになればと思っています。（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）  

mailto:sagami@moridukuri.jp
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■かながわジュニア・フォレスター教室 2022 

第 1回「森で学ぼう」 

日 時：6月 12日(日)10:00～15:00  

場 所：横浜市戸塚区名瀬町、名瀬谷戸の会管理の里山 

スタッフ：JFIK会員 12名、名瀬谷戸の会会員 5名、かながわトラストみどり財団 2名 看護師 1名 

一般参加者：児童 34名 、保護者 21名＋幼児 1名 合計 56名 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジュニア・フォレスター教室は、「第 61 回全国植樹祭 2010 かながわ」のプレ事業として、2009 年にスター

トしました。今年でもう 14年目となる JFIKの看板事業の一つでもあります。当初は年 3回開催でしたが、諸事

情により２回開催となり現在に至っております。台風や新型コロナの影響もあり、この数年は開催自体も停滞

しておりましたが、今年度は、当初の目的の一つであった「緑の少年団におけるリーダー層に相当する人材を

育成して，開催後も継続した森に親しむ活動の仕組みを整備する。」という点を見直そうということもあり、年

3 回開催が復活しました。しかし、復活とはいえ新しく会場を確保し、新規プログラムを構築するのは困難なも

のがありました。そんな中、JFIK も設立当初より関わり、いまや貴重な市民活動へと発展を遂げている「名瀬

谷戸の会」の協力により名瀬の里山で開催することができたのです。 
 

開催数日前より、午前中雨あるいは午後から雨だとか、ころころ変わる天気予報に翻弄されましたが、当日 

は朝から天気に恵まれ、熱中症に注意が必要なほどの暑さとなりました。参加申し込みは児童 40名、保護者 27

名幼児 1名の 68名でしたがキャンセル等により 56名を 6班に分けての開催となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前中は、二手に分かれて「竹林整備体験」と「竹とんぼ作り」を前半後半の交代制で行いました。 

竹林整備体験の指導は、竹林作業には手慣れた名瀬谷戸の会メンバーが指導してくださり、子どもたちも「楽

しい！」「自分で切った竹を持って帰る～！」と大好評でした。名瀬谷戸の会の協力がなければできなかったプ

ログラムでした。ありがとうございました。 

竹とんぼ作りは「地産地消」をコンセプトに、名瀬の竹を加工して準備した材料を使いました。 

 

活動報告 

竹林整備作業体験のようす 保護者も一緒に竹とんぼ作り 

本日は晴天なり～…閉会式にて 
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保護者の方と一緒に、バランスとりに苦労しながらも、やっと作り上げた竹とんぼが空高く空に舞うと、本当

にうれしそうな笑顔を見せてくれたのが印象的でした。何日もかけて材料を作った竹とんぼオジサン（誰？）

も報われたのではないかと思います 

 

 午後は、「ミッション オリエンテーリング」と題してミッションをこなしながら名瀬の里山をぐるっと巡る

プログラムです。回る順番が書いてあるミッションカードを引いて、各ミッションのあるⒶ、Ⓑ、Ⓒ、Ⓓ、Ⓔ

地点目指してスタートです。 

 

                      …ところが、１時間もたたないうちに 

「３０分後に雨がふるよ」と雨雲レーダー予報が…、 

急いで連絡を取り始めましたが、              

１０分位で雨が降り始め、         

すぐに土砂降りに！  

 

３０分程のゲリラ豪雨でしたが、竹林に避難を余儀なくされた班

も出て大混乱となりました。   

天気の良さに油断していました。雨雲レーダーなどで常に確認が 

必要だと反省です。ずぶ濡れ、足元ぐちゃぐちゃのミッション終了となりました。 
 

閉会式を早めた午後３時、あの土砂降りは夢だったかのように青空が広がってきました。 

（角田 記） 

 

 

 

■名瀬谷戸の会   

【１】 定例活動の報告 6月分 

1回目 

・日時：6月 4日（土）10:00～15:00 

・参加者：合計 51名 

JFIK：9名 地元・地域：7名 ファミリー：26名 横浜メダカの会：9名  

 

 

作業内容：●メダカ池向きの急斜面のタケ間伐は 45本 

 ●ゾーン６の枯れ掛木の伐木処理大 ●自販機のあるプ

レハブ倉庫の周辺の除草作業 ●子供班：ミニフルー

ツ＆ミント狩り、昆虫採集 ●横浜メダカの会：水生

生物・水質調査、除草等の環境整備、名瀬川水生生

物・水質調査、6月 5日にメダカ池の観察用ウッドデッ

キ設置が完成 

 

       

 

虫を探してジャ～ンプ！でもこの後雨が

… 

集合写真 
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2回目 

・日時：6月 13 日（月）10:00～15:00 

・参加者：合計 9名 JFIK：3名 地元・地域：6名  

                         ・作業内容：●久右衛門邸裏・道具小屋裏手斜面の竹林 

作業路修繕 ●ナラ枯れ対策のファイルトラップ設置 

 

 

 

 

 

 

3回目 

・日時：6月 20 日（月）10:00～15:00 

・参加者：合計 12名 JFIK：8名 地元・地域：4名  

                        ・作業内容：●久右衛門邸竹林上部の尾根道・園路と民

有地の境界柵作り ●久右衛門邸裏・道具小屋裏手斜

面の竹林作業路修 

 

 

 

 

                                            （福田記） 

 

■神奈川の身近な自然を訪ねて～足柄平野「あじさい祭」を楽しむ～ 

日 時：6月 8日(水)、11日(土) 10：00～15：00 

参加者：一般 54名（8日 29名、11日 25名） 

スタッフ：佐藤（淳）、昆野、吉原、花田、大橋、坂間、菅原、鈴置、山路（9名） 

   

数日前から、関東地方は梅雨入りしていました。梅雨にあじさい、多少の雨なら実施も仕方がないと覚悟し

ていましたが、両日ともに雨には降られず、キャンセルも 1名ずつで、むしろ日照りの極暑もなく、梅雨空の

下、濃い緑の中を快く散策できたのではないかと思います。 
 

小田急線新松田駅に集合、8日は 5斑、11日は 4斑とそれぞれ少人数の体制で出発しました。さっそく、駅

前に小さな祠があり、ご神木のナギを観察しました。しばらく歩くと、寒田神社です。仁徳天皇 3年（315年）

創建と伝わる古社、相模国延喜式 13社の一つでもあり、見事な社叢林に囲まれています。樹齢 800年と言われ

るカヤと、県の名木 100選に指定されているイチイガシの巨木があります。ケヤキ、エノキ、イチョウ、タブ

ノキ、クチナシ、サカキ、ヒサカキ、シロダモなどを観察しました。この辺りが北限と言われているモクレイ

シもあります。 

神社の裏口を出ると、すぐに酒匂川に架かる新十文字橋です。晴れていれば、富士山、箱根、伊豆の山々が

望めますが、あいにく両日とも雲の中でした。帽子を飛ばされないように注意をしながら、開成町に渡りま

す。合同庁舎の植え込みに数本のアキニレがあり、落葉樹とは思えない堅い葉が話題になりました。枝をだら

りと垂らしたドイツトウヒがありました。すでに道端には点々とアジサイが植えられていて、花の見ごろを迎

ナラ枯れ対策のトラップ設置 

 園路と民有地の境界柵作り作業路修繕  
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えていました。ガクアジサイの株を選んで花の構造を勉強してから、「あじさいの里」に入りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田植えを終えた水田が広がり、ところどころに茶畑があります。この地域は昔から度重なる酒匂川の洪水に

悩まされてきました。昭和 53年（1978年）から水田、畑、農道や用水路が整備され、さらに昭和 58年（1983

年）からは植栽面積 17ha、植栽延長 10.6kmの範囲にガクアジサイとセイヨウアジサイ 5000 株が植栽されてい

ます。 

第 35回「開成町あじさいまつり」は 6月 4日（土）～12日（日）まで開催されていました。 

数か所ある会場にはテントが張られ、屋台が出て法被を着た子供達もいて、お祭り気分を盛り上げています。

思っていた以上に見物客も大勢出ていて盛況のようでした。 

最近植栽されたと思われるアナベルやスミダノハナビなどの園芸種も目を楽しませてくれました。一方、田

んぼの畦道ではヒメジョオン、ノボロギク、ハキダメギク、ユウゲショウ、カタバミ、ギシギシ、スイバなど

の野草を観察しました。 
 

次に訪ねたあしがり郷「瀬戸屋敷」は江戸時代、名主を代々つとめた瀬戸家が約 300年構えていた屋敷で、

寄付を受けた開成町が貴重な歴史文化遺産として保存しています。雨天時でも上屋が確保できるここで、昼食

をとりました。主屋や土蔵、展示物は各々自由見学をしていただきました。午後の出発に先立ち、屋敷内のヤ

エドクダミ、サンシヨウバラ、シャクナゲ、ザクロなどを観察しました。 
 

再び「あじさいの里」を通り抜けて、道中、馬頭観音群を拝み、吉田神社を訪れました。ここは源頼朝が伊

豆の三島から、西相模へ勧請した８社の一つといわれています。本殿に祀られているご神鏡は、富士山噴火後

の天領編入時代、元文５年(1740年)に、代官を勤めていた蓑笠之介が奉納したものだそうで、近くの道沿いで

その陣屋跡も見学しました。ところで、吉田神社のご神木はカヤとケヤキの巨木の合体木で皆さん驚嘆してい

ました。 

                         小田急線のガードを潜って、開成水辺スポーツ公園で一休

み、ヘラオオバコとミヤコグサの咲く酒匂川の土手道に出

ます。途中、酒匂川の洪水対策のために河口からおよそ

1000 本植えられたと言われる松並木、九十間堤防（堤防が

不連続な二重に連なっていて、洪水調整を行うもので、信

玄堤で初めて使われた技術と言われています）を実感し、

木工沈床、聖牛、釜段工などの展示に、昔日の人々の労苦

を偲び、偉大さを学びました 

                       程なく土手道と分かれ、小田急線開成駅で皆さん無事元気

で解散しました。            （山路 記） 

 

「あじさいの里」でアジサイの観察 

 

酒匂川・九十間堤防の堤内地を歩く 
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■四季の森公園  

「特定植物観察会～コケの仲間」 

日  時：6月 18日（土）13：00～14：30  曇り 

場  所：県立四季の森公園 北口広場～しょうぶ園周辺 

スタッフ：上野、金子、坂間 

一般参加者：19名(うち JFIK会員 1名) 公園職員：１名 
 

最近降った雨と適度な湿気のおかげでコケ観察日和となりました。まず、参加者にルーペを配り使い方

を説明。次に、「コケ」と言われるものには、コケ植物以外に地衣類、シダ類、種子植物、藻類もあるこ

と、コケ植物は蘚類、苔類、ツノゴケ類に大別されること、コケ植物の形態、生活史などの説明を行いま

した。観察は、ある程度の種類のコケがまとまって見られ、人の通行の邪魔にならず、観察者どうしが密

集しにくい道沿いや広場の独立木周辺を中心に行いました。岩の上にはチヂミバコブゴケ、コツボゴケ、

ホウオウゴケの仲間など、樹幹にはサヤゴケ、コモチイトゴケ、タチヒダゴケなど、地面ではケゼニゴケ

やジャゴケなど、特徴的な形をした様々な種類が見られ、ルーペの中の「小さな森林」を堪能しました。 

 

 

今回は、全部で 20種類以上のコケ植物を観察することができ、解散時の挨拶では、参加者から「種類ご

とのコケの形状が少し分かるようになった」との言葉もいただきました。 

なお、5月 28日の事前下見には 5名、当日下見には 7名、スタッフ以外の会員の参加がありました。 

（上野 記） 

 

「自然を訪ねて～シダの観察」 

日  時：6月 19日（日）13：00～15：00  晴れ 

場  所：県立四季の森公園 はす池・あし原湿原周辺、ピクニック広場、しょうぶ園、紅葉の森 

スタッフ：日比野、坂間、嶺 

一般参加者：20名(うち JFIK会員 2名) 公園職員：1名 

 

まず、事務所前でシダ植物の分類、形態、生活史、観察のポイントなどを説明。分類については、シダ植物は、

コケと同様に胞子で増えるが、種子植物と同様に維管束をもつ植物群であること、5 グループに分けることがで

き、そのうちの 1 つは他のグループよりかなり前に分岐したグループで、「小葉類」と呼ばれること、トクサ類

や薄嚢シダ類（いわゆるシダらしいシダ）など他の 4グループはまとめてシダ類とされ、種子植物とともに「大

葉類」に属することをお話ししました。 

 岩に生育するコケを観察 
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3 斑に分かれ、観察開始です。事務所の側には最もポピュラーなシダであるイヌワラビとベニシダが並んで生

えているところがあり、両者の特徴を比べることができます。多くのシダの地上部はすべて葉ですので、葉全

体のシルエット、葉身の分かれ方、色合いや質（厚さ）、毛の有無、葉柄や葉軸の鱗片の様子、葉の裏側の胞子

嚢群の様子などが種類を見分けるときの識別点となります。したがって、シダの観察では、葉を見て触って、

裏返すのを繰り返すことになります。早速 2種類のシダを見て触って裏返してもらいました。ベニシダはイヌワ

ラビに比べ葉が厚くつやがあり、葉軸には根元が袋状の鱗片があります。芽立ちは葉全体が赤く、胞子嚢群に

は真っ赤な蓋（包膜）がついており、見分けやすいシダです。イヌワラビはいかにもシダという感じで、最も

ありふれていながら識別が難しいシダでもあるということでした。生育環境としてはイヌワラビの方がやや明

るいところに多く、街中でも多く見られるのはこちらの方です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 梅雨の晴れ間の炎天下で 2 時間、見て触って裏返して回った結果、全部で 40 種近くのシダを確認することが

できました。事務所脇の築山には小葉類のイワヒバとイヌカタヒバがありました。明るく開けた所では、イヌ

ワラビやトクサ類のスギナが多く見られ、手触りが柔らかく独特の緑色（図鑑では鮮緑色と記される）のミド

リヒメワラビも大きな三角形の葉を広げていました。やや暗い所では、葉柄に鱗片が多く毛むくじゃらな印象

のイノデ（猪手）・オクマワラビ（雄熊蕨）・ヤマイタチシダ（山鼬羊歯）、裏表が同じ感じのリョウメンシダ、

笹みたいなイワガネソウ、冬緑性のオオハナワラビなどなどが、石垣では独特の形で覚えやすいゲジゲジシダ、

柔らかい毛が多いイヌシダなどが、樹幹ではノキシノブ、シノブ、マメヅタが見られました。 

 

しょうぶ園では国の絶滅危惧種である小葉類のミズニラが、満開のハナショウブの隙間で元気に生育してお

り、あし原湿原ではコウヤワラビが端に追いやられながらも頑張っていました。コナラの大木がナラ枯れで伐

採され明るくなった斜面では、ベニシダが恥ずかしそうに葉身をさらしていました。 

 なお、1 週前の事前下見には 5 名 当日下見には 3 名のスタッフ以外の会員の参加があり、とても楽しく勉強

させていただきました。                                （日比野 記） 

 

 

■室内勉強会 「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 

日 時：6月 10日(金) 19:00～21:00 （Zoomで実施） 

講 師：佐野淳之（R1） 

参加者：荒井、藏田、菅原、瀬尾、高田（裕）、寺元、羽田、松井、吉無田、福田、嶺、佐藤(淳)  12名 

 

ベニシダとイヌワラビを観察 ミドリヒメワラビの手触りは？ 
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佐野さんは、北海道生まれ、22 年間鳥取大学に勤務ののち、藤沢の住居と鳥取を行き来、コロナで現在はほぼ

鳥取にお住まいだそう。 

今回は大山（だいせん）の原生林、蒜山（ひるぜん）の二次林、鳥取の照葉樹林（社叢）について。 
 

大山は人の手が入らない自然が残る数少ない原生林が残る地域があり、

そこでは台風などでしばしば攪乱が起き、森は更新している。     

大山は弥生時代から人の手が入っていて、山の中に炭焼き窯の跡が多数

あり、伐採後に山から木を下すより、切ったその場で炭にしてしまい、

炭を持ち出していた。 

中国地方はたたら場が多く、材となる鉄鉱石が多く出土した。刀の原

料となる磁鉄鉱を含む花崗岩が多く、かんな流しが行われ、比重の重い

磁鉄鉱は残り、軽い砂は下流へ。 

 

蒜山では、屋根材・堆肥材・家畜飼料のために必要不可欠なススキを、火入れをすることで栽培し採取をして

いたが、生活の変遷により、火入れを行わない拡大造林（スギ・ヒノキ）が増えた。火入れは、手順を間違え

なければ山火事になることはほぼないが、最近では禁止の動きが広がって

いる。 

下草刈、水まきを行い、焼く順は、斜面上部→側面→下部、最後に中央

で燃え尽きるのが良い形。 

火入れ後は、通常空気中に炭素を放出するものが炭に固定されることに 

なり、温室効果ガスが減少する。また、希少植物や昆虫の発育が見られ、 

種の多様性維持にもつながる。 

火入れ後にブナ科コナラ属が多いことについては、樹皮の厚さと、根へ

の栄養配分が多いこと、カシワは焼かれた後も再生能力が高いこと、ネズミの 

分散貯蔵行動により地面に埋められたドングリが発芽することなどがあげられる。 

 

鳥取県の社叢として、倉田八幡宮社叢があげられた。ここはスダジイ・タブノキの多い常緑広葉樹林として

国指定天然記念物となっている。        

社叢を調査すると、小さい攪乱が頻発して起きていて、太い木が倒れ、落葉樹が増えている。社叢の重要性

は、長い時間をかけて発達した常緑広葉樹林で、優占種のスダジイだけでなく多様な樹種が共存していること、

外来種が少ないこと、後継樹のため実生更新と萌芽更新による後継樹が必要で、落葉樹が増えたことで季節的

ギャップができ更新が行われる森の移り変わりがあること。更新を妨げるタケやハランは注意が必要である。 

 

自然と人間の歴史を考える上で重要なことは、自然林の生態を知り人間の影響を考えること、攪乱と遷移、火

入れ、温暖化と樹木、人間と動物の関係、外来種問題、とまとめられた。 
 

人為的攪乱、とタイトルが付くと、人間が悪さをしてきたイメージを持ってしまうが、ずっと共生してきたこ

と、一度手を入れた場所が放置されている現状を考え直すいい機会となりました。個人的には火入れ後のどん

ぐりの活躍に、どんぐりの可能性の高さをさらに感じる機会となりました。 

佐野先生、ありがとうございました。 

                                          （寺元 記） 

 

 

大山（だいせん） 

蒜山の火入れ 
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■山こい倶楽部第 81回企画「三頭山」報告 

日 時：6月 26日（日）晴 

場 所：東京都西多摩郡檜原村 

活動時間：8：50～17：00 

コース：都民の森入り口→三頭ノ大滝→コマドリの路→ブナの路→東峰→中央峰→西峰→ムシカリ峠→大沢山

→クメタケタワ→槇寄山→大平分岐→仲の平バス停 

参加者：伊東、加納、篠田、田川（裕）、中澤（靖）、引田、松井、久保、辻、境、山路 計 11名 
 

JR 武蔵五日市駅に集合、バスで檜原都民の森へ移動しますが、途中の数馬で無料送迎バスに乗り換えます。

極端に早い梅雨明けとも思える好天ですが、猛暑で熱中症対策が必要です。バスの車窓から深緑の森の眺めを

楽しめますが、マタタビの半夏生をした白い葉が目立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都民の森入り口で準備体操をして出発、出会いの路から大滝の路を経て、三頭ノ大滝を観賞しました。道中

は、チップを敷き詰めた足に優しい道も多く、緑陰に暑さを忘れる森の道でした。時たま涼風が吹き抜け、フ

タリシズカの花々と、ハルゼミとエゾハルゼミの合唱も嬉しい道でした。                                                                              

   コマドリの路へ入ると野鳥観察小屋がありましたが、残念ながら立ち寄りません。急登に喘ぎ登りついた尾根

筋がブナの路です。汗ばんだ体には涼風が一番です。そこから三頭山の山頂まではブナの森が拡がり、見事な

多くの大木に圧倒されます。かたやコアジサイの花が見ごろを迎えていて目と鼻を楽しませてくれます。木立

の合間からはヤマツツジの花が覗いています。東峰の展望台からは、すぐ近くに青い大岳山を確認しました。

中央峰をやり過ごし、西峰の頂上で昼食を取りました。残念ながら、富士山の山頂は雲で覆われていました。 
 

午後は笹尾根を行きます。頂上から急坂を下りきるとムシカリ峠です。名

の如く数本のムシカリがありました。 

そこから大沢山を越え槇寄山までの尾根道は緩やかな勾配で歩きやすく、

植林されたマツ林、スギ林、ヒノキ林なども経由してきましたが、すべて

緑濃い森の中の散歩道という感じでした。 

槇寄山からは殆ど雲の取れた富士山をはじめ、「山こい」で 5 月に登った

滝子山、７月に予定されている三ツ峠山も綺麗に見えていました。 

そこから仲の平バス停までは急な下り道となりますが、良く整備されて 

いて、厚い落ち葉を踏みしめるようなところもあって、心配していた膝 

痛のトラブルもなく、車道に出ることができました。 

 

 絶妙のタイミングでバス便があり、しかも何故かガラガラのバスで JR武蔵五日市駅に戻り、全員無事,笑顔で

解散しました。拝島で途中下車、有志による反省会がありました。              （山路 記）  

ブナの森 コアジサイ 

三頭山頂上 

       （中澤靖さん撮影） 
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■ 森こい倶楽部 第三十六回 
 

テーマ：三浦一族・衣笠城址の森から花菖蒲園 

日 時：6月 5日（日） 

参加者：山路、吉原、戸田、高田、引田、鈴木（康）会員外 2名、小池、久野、金子、広川   以上 12名 

コース：京急久里浜駅～（バス）～岩戸バス停～満願寺～腹切松公園～青雲寺～薬王寺旧蹟～近殿神社～満昌

寺～慈眼寺旧蹟～大善寺～衣笠城址～（尾根道）～横須賀しょうぶ園～（バス）～JR衣笠駅 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

今回は、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の 13人」で重要な役割を果たす、三浦義澄（佐藤 B 作）、三浦義村（山本耕史）

など三浦一族所縁の地を訪れました。三浦氏の居城であった衣笠城址のある衣笠地区は、三浦半島のほぼ中央

部にあり、大楠山や武山に近い緑豊かな山里です。 
  

コースの前半は三浦氏所縁の寺社を訪れました。三浦義澄の末弟佐原義連（よしつら）が開基した満願寺で 

は、満開の薄紫色のセンダンの花が古刹を飾り、目の高さに咲いていたクロガネモチの薄緑色の花をじっくりと 

観察。また、門前のケヤキの葉にオトシブミ（揺籃）がついており、ルイスアシナガオトシブミ（ゾウムシの一 

種）ではないかとのことでした。ルイスアシナガオトシブミは“オトシブミ”なのに、揺籃を落としたり、落と 

さなかったりするそうです。初めて知りました。 
  

また、治承 4 年（1180 年）の源頼朝の挙兵に呼応して平家方と戦い、衣笠城で討ち死にした三浦義明（義澄

の父）が切腹をした場所とされる「腹切松公園」に、黒く熟した果実を一杯につけたオオシマザクラがあり、

その果実の豊かさに、三浦半島が、オオシマザクラの原産地と言われる伊豆諸島に近いことを実感させられま

した。筆者は落ちていた無傷のサクランボを持ち帰り、即席果実酒を作り一杯。美味かったあ。 

 

  

その後、三浦氏初代の為通（ためみち）から為継、義継と 

三浦氏三代の墓がある清雲寺の境内で、江戸時代に奇品植物  

として栽培されていたシシヒトツバという、今までに見たこ 

とがないないシダに出会うことが出来ました。ヒトツバシダ 

が生長点異常により帯化（たいか）した変異種だそうです。 

 

                       

 

コースの前半最後は衣笠城址。三浦氏初代為通が、前九年の役（1051 年）の戦功で、源頼義（頼朝の五代前）

から相模国三浦郡の領地や三浦性を与えられ、衣笠山山麓に造った居館が衣笠城の始まりです。少し登った平

場にはコウゾリナの黄色い花と共に、ヤセウツボの群落が。ヤセウツボはマメ科のシロツメクサを中心に、キ

ク科やセリ科にも寄生する寄生植物。キク科のコウゾリナに寄生しているのでしょうか。 

シシヒトツバの観察 

 

オトシブミ 
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コースの後半は、三浦半島の原生林の中にある尾根道を歩きま

した。林縁にはテイカカズラの花がそこここで満開。皆さんはテ

イカカズラの花をじっくりと観察したことがありますか。雄しべ

や雌しべはどこにあるのでしょうか。花に詳しい「森こい」スタ

ッフの小池一臣さんの指導で、その場で花を解剖。テイカカズラ

の花の構造がよく分かりました。皆さんも来年の開花期にお試し

下さい。 

 

 

 

コースのゴールは「横須賀しょうぶ園」です。3.8 ha の公園に 400 種 14 万本の花菖蒲が咲く、全国でも有数

の規模の菖蒲園です。花菖蒲は七分咲きでした。花菖蒲には「江戸系」、「伊勢系」「肥後系」、「長井系」とあり

ますが、皆さんは見分けられますか？ 筆者はかろうじて、六英花（花被片 6 枚共に大きい）で大輪の「肥後

系」と、野生種のノハナショウブに似てすっきりとした単純な小輪の花が咲く「長井系」が、なんとなく見分

けられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上、今回は、三浦一族所縁の地の歴史とそこに咲く木花草花を楽しみ、三浦半島の原生林を体感し、菖蒲

園で人に栽培されたハナショウブを楽しむなど、様々な要素を味わうことが出来ました。 

                                            （広川 記）                                         

■鳥こい倶楽部 2022  第 7回「照ヶ崎と湘南平」 
 

日 時：6月 1日(水) 8:00～15:00 晴 

場 所：照ヶ崎海岸と湘南平(大磯町) 

参加者：金子(正)(案内人)、中澤(均)(幹事)、*中澤(美)、山路、西岡、坂間、安武(FIC)、足立、 

鳥越、*池田(由)、田口、梶浦、久野、篠田 （順不同・敬称略、*一般） 以上 14名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テイカカズラ 

岩礁に飛来するアオバトの群れ 

 

横須賀しょうぶ園での集合写真 
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集合は照ヶ崎海岸に 8時から 9時までの間とし、到着した人から岩礁に飛来するアオバトを観察しました。 

アオバトは数羽～数十羽単位の群れで数分おきに飛来し、岩礁の上を何度も旋回した後に、降り立っては岩の

窪みに溜まった海水を飲む群れ、ただ旋回するだけで去って行く群れなど様々でした。 

全員が揃った 9:00より「こまたん（大磯の野鳥観察・調査グループ）」でも活動されている金子（正）さんに

「照ヶ崎のアオバト」について説明して頂きました。アオバトの雌雄の違い（翼の色、雄は紫色が入る）から

はじまり、飛んでいるドバトとの見分け方（下面の色、アオバトは黒、ドバトは白）、飛来する時期やピークの

時間帯（夜明け～朝 8時台）など、アオバトの生態、観察時の注意事項などを紹介いただきました。 

 

金子さんの指導で、鳥たちがあまり警戒しないように、

観察は少し距離をとって行いました。カメラなどを持った

人には警戒するアオバトですが、岩礁に居た一人の釣り人

には警戒していない様で、彼らもしっかりこちらを観察し

ている様です 

観察が一段落した９時半頃から、金子さんの案内で湘南

平に向かいました。大磯駅の西側から住宅地の急な坂を上

り、高田公園で小休止、ここから森に入ると登山道です。

森の中ではキビタキの声が響き渡り、一部の方はヤブサメ

の囀りも確認することができました。途中、曽我十郎の 

「硯水の池」を横目にさらに登って高麗山公園内の湘南平 

に到着しました。藤棚の下の木陰などで各自昼食としました。 

 

昼食後は、レストハウス展望台から眼下の大磯の街、相模湾の奥の伊豆大島、丹沢や房総の山々の展望を楽

しみました。西方には箱根の山々や矢倉岳も望めましたが、残念ながら富士山は雲の中でした。 

 

展望台を後に再び森に入り、高麗山公園（湘南平）の 

最高峰である仙元山付近を往復、カゴノキやアカショウマ 

等の植物を観察しました。シジュウカラ・メジロ等の小鳥

類を観察しながら下山、１度だけでしたが森の奥からサン

コウチョウの「ホイホイホイ」という声を確認できました。

神奈川県指定遺跡である楊谷寺谷戸の横穴墓群を見学、途

中の公園にて鳥合わせしてから大磯駅にて解散しました。 

 

 

 

参加の皆さん、お疲れ様でした。  

金子さん、アオバトの紹介や湘南平のご案内など本当にありがとうございました。                                 

（中澤(美)記、写真安武） 

＜本日確認できた野鳥＞ 

アオバト、カワウまたはウミウ、ウミネコ、トビ、コゲラ、アオゲラ、ホトトギス、サンコウチョウ、ハシボ

ソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、メジロ、ムクドリ、イ

ソヒヨドリ、キビタキ、スズメ、カワラヒワ、ガビチョウ、ドバト 以上 23種 

金子さんの説明を聞く参加者 

湘南平での集合写真 
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西アフリカ・マリ国のバオバブの種があります。 

砂漠化するマリに 25 年間植林の指導を行っている私の友人から頂いたものです。希望者は 120 円切手を同封

して返送先を明記して下さい。10 粒ほどお送りします。面白い植物です。日本の 7～8 月は発芽させる絶好の機

会です。  

通販では 1粒 100円前後で販売されていますが無料で提供いたします。 

 

 

バオバブはゴンドワナ大陸植物でアフリカ、インド、 

オーストラリアに隔離分布しています。礫地や砂漠とい  

った水環境が厳しい土地に適応して、細胞に水分を蓄え、     

 葉を出さずとも幹で光合成をすることができます。不思 

議と雨季が来る直前に葉を広げるので、人々に雨を知ら 

せる木ともいわれています。    

バオバブは多くの生物のゆりかごとして、住環境や食  

べ物を供給してくれます。現地に暮らす人にとっても、  

樹皮はロープに、葉は食事に混ぜてビタミン源や薬に。 

糖度が 40％もある果実は甘酸っぱくてラムネのような味   

で、ジュースにして飲んだり実に有用な植物です。 

信仰の対象にもなっています。樹高 47m、幹の胴直径が約 15mもの巨木になり、1000年も 2000年も生きると 

いわれますが、その寿命は定かではありません。世界で最も太くなる木と言われています。 

 大木には 10 トンもの水分を幹にたくわえており、乾季になると葉を落とし休眠し、休眠中はその水分で生き

のびています。年輪が無いため樹齢を知ることは難しいが、6000 年に達すると言われ、放射年代測定で測定さ

れています。 

                                                                                                                                   

           バオバブの育て方 

 

① 種を包んでいる白い部分を食べる 

② 種の皮に傷をつける（サンドペーパーやコンクリ  

ートにこすりつける） 

③ 湯飲み茶わんにいれ熱湯をかけ一晩おく 

④ 深さ１ｃｍ位に種を置く   

⑤ ５日～１週間くらいで芽が出ます 

⑥ 土が乾いたら水をやる（発芽後は 2~3日おきに） 

⑦ 年間を通して２０℃（最低１２℃）以上の場所に  

おくのが望ましい。冬は実内で。 

投    稿 
 

バオバブを育ててみませんか 

10期 白鳥元巳 
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マリでは、キビやトウモロコシを挽いてその粉を練った「ト」を主食としてます。「ト」と良く一緒に食べら

れるのは、オクラや、バオバブの葉から作られたソース。オクラもバオバブの葉も生で使用したり、乾燥させ

て粉状にしたりと使い方は様々です。（インドやオーストラリアのバオバブの葉は食べられません） 

お送りするバオバオの種は左上の写真の実を鋸で横に切って取り出します。 

種の周りについている白い部分を食べてみてください。懐かしい味がします。 

食べて興味があれば、その種を育ててみてください。３年もすれば葉を食べられます。 

 

 

 

送り先：JFIK 会員名簿をご覧下さい 

 

締 切：令和４年７月末日まで 

 

ご質問があれば下記メールで 

E-MAIL shiratori6263@nifty.com 

 

 

 

海の日にちなんで  R4 岡村 寛 

 
。 

 

 

 

 

 

 

リレーエッセイ 
 

シーカヤックを利用して沖合の岬の清掃をする 
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今月の祝日“海の日”にちなんで、海岸での清掃のお話をしたいと思います 

 

数年前友人から 葉山の海岸で月一回 自由参加にて海岸清掃（ゴミ拾い）に勧誘されました。単なる美化

運動の一環だろうと軽い気持ちで参加することしましたが、実際に参加すると主目的は“プラスチックごみ”

の回収だと知り、安易な気持ちではだめだと感じた次第です。 

 

回収作業は、ゴミ袋、手袋及び火ばさみを手にし、ひたすら海岸の砂の上に目を凝らし、回収していくわけ

です。ゴミは、砂の中に埋もれているもの、流木や海藻の中や下に隠れているもの等様々です。それを横に移

動させたりして火ばさみで挟んでいくわけです。ただ、細かな小片は、手で拾っていきます。その際にプラス

チック類、ガラス破片等危険物及びタバコ等その他に分類していきます。プラスチック類は幅広く、その内で

①破片類②ペットボトルのキャップ③食品のポリ袋類 が多くを占めています。ゴミの量及び種類は、前日の

気象状況や他ボランティアによる活動により、大きく異なっています。例えば大雨・強風の翌日では、森から

川、海へと流れてきた竹や倒木などが山のように海岸に打ち上がっており、その木々に混ざってたくさんのプ

ラスチックゴミが混じっています。また、小型冷蔵庫やタイヤ類も含まれる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラスチックの中でも海洋生物に大きな影響を与えている 5 mm 未満のマイクロプラスチック（以下ＭＰと

略す）の回収は、神奈川県環境科学センターへの調査・協力及び自主回収を行っています。 

調査・協力は、採集位置・広さ（40 cm×40cm、深さ 3 cm）を決定し、砂ごとスコップで収集し、篩（ふる

い）で選別していきます。その方法は、5 mm の篩を上、下に２ mm の篩とし収集砂ごと篩にかけます。２ mm

の篩に残ったプラスチックをピンセットで選別し、試料瓶に回収し報告となります。（試料は、県にて材質判

別後 、海岸ごとの分布量としてデータ化） 

 

自主回収の場合は、座り込み、砂ごと篩へ、目を凝らしながら、手で回収していきます。単なる回収に比べ

時間と手間のかかる作業です。  

なお、楽しみの一つに目的の岬までシーカヤックを利用し、回収することがあります。普段乗ることがない

ために、パドル操作（カヌー用櫓）もままならず、右へ左へと真直ぐ進まず苦労しましたが、波の上を進む気

分は最高でした。 

 

最後に本活動は SDGｓ14（海のゆたかさを守る）の目標に沿った活動に他ならないことから、体が動く限りほ

んの少しかもしれないが、海洋保全につながる活動を続けていきたいと思っています。 

 

 

 

回収したマイクロプラスチック MP回収作業 
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内容： 

（夫）久しぶりに若者の気合と気負いをひしひしと感じたね。 

（妻）最近は池波正太郎ばかりかと思ってましたよ。 

（夫）冒頭いきなり「SDGs は『大衆のアヘン』である！」「政府や企業が SDGs の行動指針をいくつかなぞった

ところで、気候変動は止められないのだ。」「SDGs はアリバイ作り、――目下の危機から目を背けさせる効

果しかない」ときたよ。 

（妻）私は、面倒なごみ分別や食材の無駄ゼロを心掛けているんですけど、毎日。 

（夫）地道な活動はもちろん大事。それはそれとして、この著者の若者らしい、少し荒っぽいけど大胆な太刀

さばきは爽快。近頃の若者はどうもはっきりしないのが多い気がして、ぐずぐずするな、うじうじするな

と思ってた。 

（妻）そうね。とくに男の子ね。女の子は結構しっかりした子がいるわよ。 

（夫）老化進行中の頭にはいい刺激をもらったよ。 

とは言え、彼の意見をすべて理解、納得したわけではない。次の疑問・要望に答えてもらいたいな。 

 

① 君は脱成長コミュニズムが地球環境を守り人類が生き延びる唯一の方法というが、現中国、旧ソ連を見ても

「脱成長」は不可能ではないかな。なぜならば人間には好奇心がありそれに伴う向上心があるから。好奇心、

向上心は人間の本質であり、悲しい性でもあるかも。 

② これからの君への要望。 

本書の論述で気になることは、思考の根拠をかならずマルクスに求めていること。            

マルクスの著述は君の「聖書」のようだけれど、もうそろそろ君独自の理論の展開に期待したいな。 

（狛） 

 

 

 

月刊ブックレビュー 

書名：人新生の「資本論」（ひとしんせいのしほんろん） 

著者：斎藤幸平 

発行所：株式会社 集英社（集英社新書） 

発行日：2020年 10月 31日 

価格：1,122 円（税込み）（電子版）1,012円（税込み） 
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会員異動 

＜5月度の会員異動＞ 

6月24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：6月24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12名（欠席理事3名）、監事1名 会員4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。 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   
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記事・写真等の無断転載を禁じます。 

掲 示 板 

編集後記 

梅雨が明けました。先日の夜、

11 時過ぎに南の空を見上げると

天の川を見ることが出来、感動

しました！ (松山) 

夏が来た。 

ニイニイやカナカナの音

を聞く間もなく、梅雨が

明けた。 

彼らの人生はどうなるの

か？焦っているに違いな

い。   （荒井） 
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