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/

目 次
1P

活動予定

5 P 活動報告
17P

リレーエッセイ

18P 月刊ブックレビュー
19P

森のｴﾋﾟｿｰﾄﾞ

20P

掲示板

再開したジュニアフォレスター教室でのバウムクーヘン作り

活動予定
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 11 月の定例活動は、11 月 11 日（金）
、26 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 11 月、12 月の定例作業予定は、次のとおりです。
11 月：5 日（土）
、13 日（日）、14 日（月）
、21 日（月）
12 月：3 日（土）、11 日（日）、12 日（月）、19 日（月）
活動時間：10:00～15:00

（福田 記）

JFIK 会報 2022 年 11 月号

■フォレスト 21「さがみの森」
さがみの森11月の定例作業予定は、次のとおりです。
日

時：11月12日（土）､27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
今回は菅原さんが企画しています。
タイトル：～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）
集 合：箱根登山鉄道・箱根板橋駅 改札口外（改札は一ヶ所） 10:00
募集定員：各回 50 名
コースの概要：箱根板橋駅(集合)→小田原用水取入口→秋葉山量覚院→松永記念館→香林寺→古希庵
→三の丸外郭新堀土塁→小峯御鐘ノ台大堀切東堀→城山公園（昼食/休憩）
→小田原高校の自然林→報徳二宮神社→小田原城→ミナカ小田原→小田原駅 15：00 頃解散
歩行距離 約 6km（一部山道があります）
戦国時代に北条氏が施設した日本最古の上水道（早川上水取入口）を通り、歴史ある秋葉山
量覚院ではサカキやイロハモミジの大木、オオバヤドリギなどを観察します。趣のある路地を
抜け、明治から昭和にかけて活躍した電力王・松永安左ヱ門の老欅荘では数寄屋建築、
樹齢 400 年のケヤキ、季節の草花などを楽しみます。名刹・香林寺では多くの秋の草花も迎え
てくれることでしょう。
小田原城・三の丸外郭新堀土塁からの相模湾の眺望には心が癒されます。当時のまま残され
ている小田原城総構えの一部・小峯御鐘ノ台大堀切東堀、城山公園、小田原高校自然林を巡り、
報徳二宮神社、小田原城へと向かいます。貴重な樹木･ビランジュ、イヌマキ、クロマツ等の大木
には目を見張らされます。
さらに城内の御用米曲輪跡を通り、小田原駅に隣接し 2020 年 12 月にオープンした国内最大級の
木造商業施設「ミナカ小田原」も見学します。併設されたビルの 14 階からは小田原全域を見渡す
こともできます。

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 4 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）
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★■四季の森公園
JFIK がガイドを行う、11 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。
「特定植物観察会～紅葉観察会」
今年度最終の「特定植物観察会」です。真っ赤に色づく
イロハカエデやニシキギ、橙色になるコハウチワカエデ、
黄色が鮮やかなハナノキ等々が待ってます。師走間近の
1 日を錦秋の里山で過ごしませんか。ソシンロウバイも
咲き始めていることでしょう。

本

番：11 月 27 日（日）13：00～14：30（12：45 受付開始）

事前下見：メーリングリストで連絡

色づき始めたイロハカエデ
先月末、北口広場近くにて

当日下見：11 月 27 日 10：30～12：00
場

所：四季の森公園 はす池周辺・しょうぶ園・紅葉の森
集合は下見・本番とも北口管理事務所前

リーダー：日比野 サブリーダー：坂間、松田、嶺

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。

（日比野 記）

■室内勉強会（オンラインで実施）
12 月から鳥こいクラブの新しいシーズンが始まるのに先立ち、11 月は鳥こいのリーダー中澤均さんに野鳥に関
する様々な知見をクイズも交えながら、ご紹介して頂きます。皆さんのご参加をお待ちしています。
日時：11 月 11 日(金) 19:30～21:00
テーマ：野鳥ってなに？～鳥ビアと野鳥クイズ～
講

師：中澤均さん（H20）

概

要：観察会やハイキングで野鳥に出会うことも多いと思います。身近な野鳥の名前やその生態が判ると、

より楽しく歩くことが出来るでしょう。そもそも鳥類とは何か、身近な野鳥の識別や観察のコツ、野鳥に関す
るトリビア（鳥ビア）や野鳥クイズで楽しく学びましょう。（講師記）

参加方法等：開催日が近づいてきましたら、会員宛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
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■森こい倶楽部第 41 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：小坪住吉城跡から逗子の海岸緑地の眺望（逗子市）
プラス One テーマ水:城の水確保
開催日： 12 月 4 日（日）
集

合：JR 鎌倉駅東口改札外

10:00

リーダー：久野正樹（25 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、双眼鏡など。
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、12 月 2 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
鎌倉から逗子への峠の難所、小坪坂は日本武尊も通った古東海道の一部と言われています。深い森におおわれ
た、鎌倉時代から戦国時代に戦いが行われたという住吉城跡から下れば、逗子リビエラの海が広がります。
鎌倉幕府の将軍たちも遊覧した小坪漁港から丘に上がり、披露山庭園住宅地を経由し、披露山から相模湾の眺
望を楽しみます。七曲の急坂を下り、のどかな逗子湾ビーチをわたり太陽の季節記念碑を訪れます。田越川沿
いを歩き、平家最後の六代御前の墓、承久の乱で朝廷側に味方した三浦胤義遺孤碑、延命寺三浦道香主従七武
士墓などの歴史遺産を巡ります。海岸崖の照葉樹林、史蹟・寺社の名木古木、紅葉なども愛でながら、初冬の
逗子を楽しみましょう。

コース概要：JR 鎌倉駅🚻🚏→🚍→🚏飯島→内藤家墓所宝篋印塔→小坪坂→住吉神社（城址）→正覚寺
→飯島小坪公園→海前寺→小坪寺→子之神社→小坪漁港🚻→小坂天王社→伊勢町八幡→諏訪神社
→天照大神社→披露山住宅→披露山公園🚻（昼食）→尾崎行雄碑→七曲→新宿稲荷社
→逗子海岸🚻→逗子開成学園→東郷橋→太陽の季節記念碑→田越川富士見橋→六代御前の墓🚻
→宗泰寺→仲町橋→三浦胤義遺孤碑→逗子市民プラザ🚻→延命寺→亀岡八幡宮→逗子駅🚻
歩行：約 7 ㎞、アップダウンがあります、トレッキングシューズ等足元をしっかりしてご参加ください。
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
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）
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）
（事務局 久野）
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活動報告
■かながわジュニア・フォレスター教室 2022 第 3 回戸川公園 ｢森で遊ぼう｣
日

時：10 月 15 日(土) 8：30～16：00 小雨のち曇

場

所：神奈川県立秦野戸川公園園路及びバーベキュー場

参加者：53 名（子ども 26 名、大人 26 名幼児 1 名）
JFIK スタッフ：足立､大槻､角田､河野､西岡､中澤､羽田､藤川､松井､松田､吉無田､渡邉
公益法人かながわトラストみどり財団：倉野・南橋・広報関係 4 名 ・看護師：榊

3 年ぶりのかながわジュニア･フォレスター教室
概

第 3 回戸川公園「森で遊ぼう」

要：
3 年ぶりの開催となったこの催しは、コロナ鎮静化に伴う規制緩和もあって､申込者約 90 名と予想以上の大人

数となり一部の人をお断りせざるを得なくなりました。
スタッフは 8 時 15 分県立秦野公園パークセンター前に集合、朝礼後 8 時 40 分よりパークセンター南の東屋で
受付開始。多少のキャンセルもありましたが、参加者 53 名を予定通り 5 班に分けることとしました。

芝生広場で 9 時 15 より開会式とオリエンテーション。
かながわみどりトラスト財団倉野さんの挨拶のあとスケ
ジュール等の紹介、安全についてはヒルとスズメバチ等に
注意すること、増水した川に近づかないように説明をしま
した。体操で身体をほぐした後、班別に分かれて出発。
園路を辿りつつ、植物と昆虫等の観察です。コスモス、
紅葉の始まったイロハモミジ、ミズキ、カツラ等を眺めな
がら各リーダーの丁寧な説明に参加者は興味を深めている
ようでした。バーベキュー場に向かう道は落葉の始まった
カツラ並木で、前日の雨でぬれた落ち葉から｢醤油せんべい｣の
香りがしていました。
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今回はこれまでとプログラムの順番を少し変え、時間のかかるバウムクーヘン作りを最初に行います。
まず炭火の扱い方です。最近は小学生ではマッチを使ったことのない子供がほとんどで、マッチの擦り方をス
タッフより教わります。次に新聞紙を固めて木炭の間に差し込み火を点けます。ここまでは大体うまくいきま
したが、新聞紙のみではナカナカ木炭に火が移らず、多くの班で着火剤を使ったようです。
次にバウムクーヘン作りに取り掛かります。まずホットケーキミックス、牛乳、卵、砂糖を大きなボール入
れよく混ぜ生地を作ります。次に節を抜いた直径約 10cm 長さ 1.5m の青竹の両端を 2 人で持ち、中央 30cm の幅
にお玉で生地を塗り回しながら炭火で焼きます。子供たちは生地を作る係、お玉で生地を塗る係、青竹を回し
焼き上げる係と分かれて役目を果たします。

出来上がったバウムクーヘンは班によりにバラつきが見られ、

スズメバチの巣のように丸く仕上がった班、余り盛り上がりのない痩せた班等色々でした。もちろん味は変わ
りませんが、生地の粘り具合にコツがあるようでした。

焼き上がったバウムクーヘンを前にインタビュー

バウムクーヘンが冷えるまで、昼食のカートンドッグの調理に入ります。切り目のあるパンにキャベツ、ソ
ーセージをつめアルミホイルで二重に巻き牛乳パックに入れ火をつけるだけ。キャンプなどで経験している子
供も多く焼き上がったドッグを美味しそうに食べていました。
次に竹に巻き付けたバウムクーヘンを抜きます。普通は奇麗なタオルを巻き付け、竹をゆっくり回しながら
抜くのですが、班によっては両端の粘りを除いて竹を縦にして、トンと衝撃を加え一挙に抜くベテランスタッ
フもいました。今回は昼食の後にデザートとしてバウムクーヘンを食べるようにしましたが、これは結果的に
良かったと思います。
約 1 時間の休憩の後、午後のプログラムは
ネイチャークラフトです。
まずは丸太のぶんぶんコマ。
直径 5cm ほどの枝を玉切りして、2 か所に穴を
あけ紐を通します。これはやった子も多く、
玉切りには多少てこずりましたが、そこはス
タッフ､保護者が手伝います。
出来上がったコマを楽しそうにブンブン。

ブンブンゴマ作りは、ノコギリで切るのが大変！
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次のホウの葉のお面は実に簡単で鋏で目、鼻、口の穴を空けます。次にススキの穂などで髭をつけて出来上が
り。最後のクラフト小枝の鉛筆は小枝の先をナイフで尖らせ、先端をマーカーペンで色を塗ります。
最近は学校でもナイフは使わせないので、子供たちはカッターナイフで先を尖らせるのに苦労していたよう
です。またこれをアクセサリーにするため、輪付きのねじを小枝に取り付けるのですが、木によっては硬い種
類もありスタッフ、親が応援していました。しかしほとんどの参加者は立派な飾りを完成していました。
14 時半より感想文を作成して班内発表後、全員近くの広場に移り閉会式を実施。かながわみどりトラスト財
団の講評と修了書の授与後、各チーム代表による感想の発表を行いました。感想は「自然とのふれあいが楽し
くまた参加したい」、「バウムクーヘンが少し難しかったが良くできた」、またアンケートにも「時間が短くもっ
とやりたかった」等、嬉しい内容もありました。
最後に全員を引率し、バーベキュー場を後にパークセンターに向かいます。今回は 3 年ぶりの開催とあって、
参加者もスタッフも満足度が大きかったようでした。
(文、写真 松田)

■名瀬谷戸の会

定例活動の報告

2022 年 10 月

1 回目
・日時：10 月 1 日（土）10:00～15:00
・参加者：合計 52 名
JFIK：5 名 地元・地域：6 名 横浜メダカの会：7 名 子ども里山体験班：34 名
・作業内容：●午前中は、台風 14 号後の緑地点検、全体のエリアの 2/3 位を完了 ●午後に、ゾ－ン 6 中央の
やせ尾根下部とモウソウチク育成エリア上部の園路沿いの刈込み。園路沿い 10ｍほどを残しゾ－ン 6 の刈込み
はほぼ終了。また、除草ごみと散乱していた枯れ枝等の片づけを実施。
大作戦をやりゴミを拾った。

●こども里山体験班：里山ピカピカ

●横浜メダカの会：メダカ池の水生生物調査・環境整備及び名瀬川の水生生物

調査

こども里山体験班のゴミ拾いの結果

集合写真
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2 回目
・日時：10 月 9 日（日）10:00～15:00
・参加者：合計 17 名
JFIK：6 名 地元・地域：1 名 子ども里山体験班：10 名

・作業内容：●午前中は、台風 14 号後の 10 月 1 日の続きの
緑地点検、以上で点検は終了。●ゾ－ン 6 の林地整備、前
回残った園路沿い 10ｍほどの刈込みを実施。また、除草ご
みと散乱していた枯れ枝等の片づけを実施。これにてゾ－
ン 6 の林地整備は完了。

緑地点検の様子
3 回目
・日時：10 月 11 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：●久右衛門邸竹林とゾーン 6 のモウソウチク
間伐の選木マーキングを実施して、合計 260 本のマーキング
及びモウソウチク林全体保全管理が終了。 ●久右衛門邸竹林
上部尾根道に山積みされた伐採竹の整備作業及びピザ窯周辺の
除草作業を実施。

間伐モウソウチクのマーキング
4 回目 10 月 17 日（月）
・参加者：合計 8 名
JFIK：6 名 地元・地域：2 名
・作業内容：●午前は品濃小 5 年生の第 2 回目の里山環境教育を実施

●午後からヤマユリストリートのゾー

ン 3 に向かって右側エリアの除草を実施。刈払機、鎌、ブロワー等による除草作業がほぼ完了

ヤマユリストリートの除草

除草の結果
（福田 記）
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■神奈川の身近な自然を訪ねて ～鎌倉古刹の名木古木と、鎌倉幕府ゆかりの地を巡る～
・日時：10 月 19 日（水）
、22（土） 10：00～15：00
・参加者：一般 67 名（19 日 24 名、22 日 43 名）
・スタッフ：昆野、山路、田口、久野、吉原、大橋、花田、鈴置、広川（9 名）
・コース：ＪＲ北鎌倉駅～東慶寺～浄智寺～（亀ヶ谷坂切通し）～寿福寺（昼食）～英勝寺～鶴岡八幡宮～
若宮大路幕府旧蹟～大佛次郎旧邸～妙隆寺～宇津宮辻子幕府旧蹟～蛭子神社～大巧寺～JR 鎌倉駅
集合場所の JR 北鎌倉駅を出発した後、すぐ近くにある円覚寺門前の白鷺池（びゃくろち）畔で今回のコース
概要を説明しました。池の畔からは、円覚寺の総門の左右にあるスギの古木を仰ぎ見ることが出来ます。
夏目漱石の小説「門」に登場するスギで、小説の中で「山門を入ると、左右に大きな杉があって、高く空を遮
っているため、路が急に暗くなった。その陰気な空気に触れた時、宗助（小説の主人公）は世の中と寺の中と
の区別を急に覚った（さとった）」と書かれています。

次に訪れたのが東慶寺と浄智寺。東慶寺は、八代執権北条時宗の正室覚山尼（かくさんに）が 1285 年に開山
した臨済宗（禅宗）の尼寺で、明治初頭まで女性の「駆け込み寺」として多くの女性を救済したそうです。こ
のお寺は「花の寺」としても有名で、ヒヨドリバナ、ホトトギス、フヨウ、シオン、ノギク、ワレモコウ、オ
オケタデなど秋の草花が満開で、参加者の方々も時間を忘れて観察していました。
浄智寺も臨済宗のお寺で、十代執権北条師時が
1281 年に創建しました。鎌倉五山第 4 位の禅寺です。
このお寺は、山門を入るとビャクシンの古木が植生
されており、前栽列樹（ぜんさいれつじゅ）という
南宋の禅寺の前庭様式に倣っています。また、境内
には鎌倉市の天然記念物に指定されたコウヤマキ、
タチヒガン、ハクウンボクの古木があり、古刹の趣を
一層深いものにしています。

ビャクシン（浄智寺）
今回のコースで唯一の上り坂の「亀ヶ谷坂切通し
（かめがやつざかきりどおし）」を過ぎると、そこは
扇ヶ谷（おうぎがやつ）。この辺りは武蔵大路へと
続く古道があり、関東管領扇谷上杉家の居館や、上
杉家家臣の太田道灌の屋敷があった処です。また、
この古道と六浦道、今小路の三つの古道が交差する
処にある寿福寺は、源頼朝の父義朝の居館があった
処に、北条政子が頼朝の菩提を弔うために 1200 年に
創建した臨済宗のお寺です。この古刹にもビャクシ
ンの古木が植栽されています。

亀ヶ谷坂切通し
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お弁当を食べたあと訪ねた英勝寺は、太田道灌屋敷跡に徳川家康の側室英勝院によって 1634 年に創建された
浄土宗の尼寺です。境内には、八代将軍徳川吉宗の時代に植栽されたトウカエデの古木が植栽されており、東京
の浜離宮のトウカエデと共に日本最古のトウカエデと言われています

続いて、鶴岡八幡宮経由、鎌倉幕府ゆかりの
小路（こみち）を歩きました。鶴岡八幡宮は
コロナ禍以前と同じ賑わいで、参加者の方々
が迷子にならないか気遣いが大変。
12 年前に風雪で倒れたイチョウの跡には、
かなり大きくなった後継樹が育っていました。

鶴ケ岡八幡宮

鎌倉幕府ゆかりの小路には、若宮大路幕府旧蹟、宇津宮辻子幕府旧蹟などの石碑がありますが、往事の面影
は全くなく、「強者どもが夢の跡」に思いを巡らせるしかありませんでした。戦後、大佛次郎などの鎌倉文士た
ちが歩いた静かな「鎌倉の裏小路」も、新しい家が多くなり寂しい思いがしましたが、小路の道端や垣根の草
木の花や果実を楽しみながらゴールの JR 鎌倉駅に到着。古刹の名木古木と、鎌倉の小路を楽しんだひとときで
した。

（広川 記）

■四季の森公園
「特定植物観察会～キクの仲間」
日

時：10 月 2 日（日） 13：00～14：30 晴

場

所：県立四季の森公園 はす池周辺・しょうぶ園・里山斜面

スタッフ：日比野、鳥越、松田、嶺

一般参加者：12 名（うち JFIK 会員 2 名） 公園職員：1 名

。

コスモスで舌状花と筒状花を確認
当日は旧暦では 9 月 7 日、菊の節句ともいわれる重陽の節句の 2 日前でしたが、とても暑い日でした。
まず、北口広場での全体説明で、キク科がとても大きい科であること、1 つの花に見えるキクの花は頭花といい、
小花と呼ばれるたくさんの花の集まりであること、小花には筒状花と舌状花があること、頭花には、筒状花だ
けのもの、舌状花だけのもの、両方をつけるものがあること、種子は冠毛による風散布が多いことなどを説明
しました。
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広場には花壇が 1 つとプランター群が 2 つあり、各々にキク科の園芸種のジニアが咲いていたので、3 つのグ
ループに分かれて筒状花と舌状花からなるジニアの花の構造をじっくり観察しました。他の同タイプの多くの
キクと同様に、頭花の中央部に両性の筒状花があり、周辺部の舌状花には雄しべがなく雌花になっていること
が確認できました。また、小花の模型を使って雄性先熟の仕組みも学びました。
3 グループに分かれたままで、はす池方面に向かいます。池の北西側では、ダンドボロギク、アメリカセンダ
ングサ、いかにも野菊という風情のユウガギクやシロヨメナ、虫媒花が多いキク科では少数派の風媒花である
ヨモギとオオブタクサなどを観察しました。セイタカアワダチソウもあり、虫媒花なので花粉症の原因にはな
らないことや観賞用に北米から輸入されたことなども話題になりました。

あし原湿原の手前からしょうぶ園に向かう途中では
コスモスを観察。ジニアと異なり、舌状花には雄し
べだけでなく雌しべもないことがわかりました。こ
の辺りからシラヤマギクやヒヨドリバナ、痩果表面
のべたべた物質で種子を動物に運んでもらう（付着
散布）のヤブタバコが見られるようになってきます。
ヤブタバコやコヤブタバコ、ガンクビソウの花はタ
ヌキたちの背中につきやすいように斜め下～下向き
に咲いていることも学びました。

下向きに並んで咲くヤブタバコの花を観察

しょうぶ園では水散布種子をつけるタカサブロウが、その奥には北米原産のマルバフジバカマが咲いていま
した。
はす池南東側を通って北口方面に向かいました。里山花壇では花の盛りを過ぎたコヤブタバコを、斜面を少
し上った所では開花前のカシワバハグマとシロヨメナ、開花中のガンクビソウとオケラを観察できました。斜
面を下りた北口広場付近の草原では、とげとげ痩果タイプの付着散布種子をつけるコセンダングサが咲き始め
ており、岩の斜面ではツワブキとイエギクが蕾をつけていました。
集合場所に戻り、25 種以上のキク科植物を観察したことを確認（キク合わせ？）して解散しました。
なお、９月 23 日の下見にはスタッフ以外に 2 名の JFIK 会員の参加がありました。
（日比野 記）

「自然を訪ねて ～秋の実りと草花たち～」
日

時：10 月 23 日（日） 13:00～15:00 晴

場

所：県立四季の森公園 はす池・あし原湿原周辺

一般参加者：18 名（うち JFIK 会員 1 名）

スタッフ：佐藤（淳）
、久野、加納

少し暑いくらいでしたが秋の陽光に恵まれ、参加者も 18 名となりました。2 班に分かれてはす池の木道側の
コースと里山側のコースから進み、種子散布の方法を中心に観察しました。
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北口のスタート地点ではカツラのバナナ状の実を拾い裂いて、中の翼のついた種を観察しました。アキニレ
でも翼のある実を確認し、周辺に幼木が多数生えていることで種が効果的に散布されていることがわかりました。
アキノウナギツカミとミゾソバはタデ科で花は似ていま
すが、茎のトゲの有無、葉の形の違いを観察しました。ツ
リフネソウとキツリフネの違いも確認しました。ツリフネ
ソウは花序が葉腋から斜上し距が巻くのに対し、キツリフ
ネは葉腋から下垂し距は巻かないことがわかりました。膨
らんだ実に触れると勢いよく弾けて種子が飛び散り、皆さ
ん大きな歓声をあげていました。

ツリフネソウの観察

アメリカセンダングサ、コセンダングサ、ヌスビトハギ、フジカンゾウ、キンミズヒキ、ミズヒキ、
イノコヅチ、ハエドクソウなど、種や実などの散布体がトゲで動物に付着する植物もいろいろとみることがで
きました。植物によって柱頭や萼など様々な部分がトゲに変化していることを確認しました。
粘液で付着するチヂミザサ、ヤブタバコ、ガンクビソウも観察できました。ガマズミやムラサキシキブなど
果実を鳥に食べてもらうことで種子を散布している植物も多く観察しました。そういう中で、赤い星形の萼の
上に藍色の果実が乗るクサギや赤い果軸に黒紫色の実をつけるヨウシュヤマゴボウは、どちらも二色効果で鳥
にアピールしていました。

ヌルデ、カラスウリ、ガマズミなどのフシ（虫こぶ）も観察し、実や茎などがタマバエ、アブラムシなどの
働きによって変形していることがわかりました。
あし原湿原ではオオブタクサ、カナムグラ、カラムシ
などの雌花が残りたくさんの種が詰まっている様子も確
認しました。シナサワグルミ、イロハカエデは翼の付い
た実を実際に飛ばし、どういう形がよく回転して飛ぶの
かを考えてみました。あし原湿原横の草原ではガガイモ
の大きな実に皆さん感動し、ゲンノショウコの神輿型に
巻き上がった果皮を見て自動散布の仕組みがわかりました。

ゲンノショウコの観察

ユウガギク、シラヤマギク、シロヨメナ、タイアザミ、ヒヨドリバナ、イヌタデ、ツクバトリカブト、ノダ
ケ、シャクチリソバなど秋らしい草花も観察することができ、秋の自然を満喫した観察会となりました。
なお、15 日の事前下見には 2 名、当日下見には 3 名スタッフ以外に会員の参加がありました。
（佐藤淳 記）
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■室内勉強会

「マチュピチュ : インカトレイルを辿り「太陽の門」へ」

日

時： 10 月 14 日(金) 19:30～21:00

講

師： 佐野仁子さん（R1）

会議方法：Web(Zoom)利用のオンライン会議
参加者： 足立（正）、荒井、藏田、須山、鳥越、日比野、福田、細井、松井、山路、吉無田、渡邉、
中澤（均）、佐藤（淳）、嶺 計 15 名
概要
講師をされた佐野仁子さんは現在四季の森で特定植物観察会のガイドを
されています。私もご一緒に活動させていただく機会があるのですが、
植物にとても詳しいのはもちろん、語学勉強など探究心の深さにいつも
感心しております。
今回、佐野さんがご紹介下さったのは、まだ森林インストラクターにな
る前に訪れたという南米ペルーのマチュピチュ遺跡についてでした。
お話はインカ帝国の歴史から始まりました。

マチュピチュ遺跡の景観

○インカ帝国について
インカ帝国は西暦 1200 年頃、南米北西部のアンデス高原で前身であるクスコ王国から次第に勢力を拡大し、興
った帝国です。第９代、第 10 代皇帝の時代には近隣部族を加え一大勢力になりますが、第 13 代皇帝アタワル
パの時代にスペインのフランシスコ•ピサロによって攻め滅ぼされ、約 200 年続いたインカ帝国は滅亡します。
現在のクスコにはスペインによって神殿や皇帝の宮殿だった場所に教会がたてられています。
佐野さんは世界と日本の歴史年表を用いて、日本では室町、戦国時代にあたる時代のスペイン、ポルトガルの
侵略の歴史や織田信長と宣教師との関係なども交え、お話しくださいました。
○ペルーの気候について
ペルーの国土は広く、熱帯雨林のシエルバ、砂漠地帯のコスタ、山岳地帯のシエラの 3 つに分けられます。
クスコはシエラに当たり、11 月〜3 月が雨季で、マチュピチュ、クスコは平均気温が 20℃くらいです。
○リマからクスコを経てマチュピチュへ
佐野さんの旅は 12 日におよぶ日程で、現在のペルーの
首都リマから標高 3,360ｍのクスコに飛行機で移動し、一
旦クスコで高度順応、ウルバンバ谷に移動し再び高度順
応のための 1 泊、そこからインカ道を歩き、テント泊で
３泊しマチュピチュ村に行かれ、1 泊。翌日にはワイナピ
チュ峰を登山し、マチュピチュ遺跡をめぐり、帰りは列
車でクスコまで移動されるというものでした。

旅行者・現地ガイドとの集合写真

現地では高山病にも効くというコカ茶というお茶がよく飲まれており日本からの旅行者は 15 人でしたが、コ
カ茶のおかげで 1 人しか高山病の症状が出なかったそうです。しかし、コカ茶は日本に持ち帰ることが禁止さ
れており、持ち帰ることが出来ず残念だったそうです。
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マチュピチュまでのインカトレイルには公認ガイドの同行が必要で入場人数は
季節により 300 人などと制限があり、入り口のゲートでは書類記入等が行われま
す。
スライドでは、マチュピチュの厳しくも美しい山々の景色やインカ帝国時代の
暮らしを感じさせる日時計や天体観測場所、神殿跡等の遺跡群の数々を見せて
頂きました。中でも高度差を利用し、石を積み上げて造ったアンデネスと言わ
れる段々畑は印象に残りました。アンデネスは石の熱を効果的に利用でき、乾
期には雲霧林が湿気をもたらしジャガイモなどは栽培できたようです。
また、遺跡の住居部分は粘土を突き固めたもので土台が造られており、傾斜を
つけた水路によって水を有効利用していたこと、石切場も遺跡内にあり、現地

トレイル入り口にて

調達していたということ等を説明して頂きました。

最後に講師の佐野さんより、日本の山のオーバーユースに関する問題提起があり、南米を含め海外の登山経験
が豊富な松井さん、同じインカトレイルを歩かれた山路さん他からも貴重なコメントを頂きました。

今回佐野さんのお話を聞き、マチュピチュではインカ時代から、限られた場所で生活を送るための様々な工夫
を行っていたということに感銘を受け、このような考え方は現代にも生かせる部分が少なくないと感じました。
佐野さん、この度は貴重なお話しありがとうございました。
（鳥越 記）

■山こい倶楽部 85 回企画「浅間嶺（せんげんれい）」
日 付：2022 年 10 月 30 日（日） 晴
参加者：中澤（均）（リーダー）、境（サブリーダー）、松井、久保、引田、吉原、篠田、*中澤（美）(*一般
参加)
コース：JR 武蔵五日市駅=(バス)=人里バス停（準備体操・トイレ）～人里峠～浅間嶺（昼食・トイレ）～時
坂峠～
払沢の滝園地駐車場（トイレ）～払沢の滝ピストン～払沢の滝入口バス停（トイレ）=(バス)=
JR 武蔵五日市駅（解散）
人里（へんぼり）バス停を降り、コミュニティーセンター駐車場の隅でコース確認と準備体操のあと出発
しました。まずは集落内の舗装された細い急な車道を上ります。路傍にはヒメフウロなどの草花、アオツヅ
ラフジやヤマブドウの実が実っていて観察しながらゆっくりと進みました。
舗装道を 500m 程歩いてようやく登山口です。
畑や人工林、雑木林の中をキッコウハグマやシラヤマギクなどの秋の草花を観察しながら登っていくと、
途中、テレビ番組「ポツンと一軒家」で紹介されたという民家の前を通ります。その民家の前は開放されて
いて良い休憩場所で展望台となっており、南秋川を挟んで対面に生藤山から丸山にかけての笹尾根が望まれ
ました。
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人里峠で浅間尾根へ。
この尾根道は江戸時代には広州裏街道と呼ばれる生活道だったとの
ことで、ほぼ平坦な尾根道です。途中人工林が皆伐された展望の良い
場所にでました。

大岳山、御前山、雲取山、三頭山など奥多摩の名

峰が見渡せました。春なら種々のスミレ達に出会える場所ですが、今
回はコウヤボウキやサラシナショウマ等の白く可憐な草花、紅葉が始
まったウリハダカエデやツタウルシ、イヌシデの巨木などを観察しな

浅間尾根でサラシナショウマを観察

がら進みました。

浅間嶺展望台で集合写真
払沢の滝にて
休憩所やトイレのある浅間尾根休憩所を抜けて、浅間嶺展望台まで上り、
山々の展望を楽しみながら昼食としました。ここの展望は、大岳山や御前山の他に、南方に大室山や蛭ヶ岳
など丹沢の山々の他に、西方に雲をまとった富士山の山頂部分をかろうじて確認できました。
浅間嶺から時坂峠（とっさかとうげ）に向けてリンドウ、ノハラアザミの花を観察しながら下山します。
再び大きな伐採地に出ます。谷側が切れ落ちて少し怖い感じがしますが、登山道はしっかりしています。更
に下っていくと沢沿いの道になりやがて車道に達しました。かつての生活道路を集落の家々を抜けながら払
沢の滝(ほっさわのたき)園地駐車場まで下っていきます。
紅葉には少し早い感じでしたが天候に恵まれ、様々なキノコ、木や草の実に出会い、まさに秋のハイキン
グといった気持ちの良い山行でした。最後に払沢の滝をピストンして、バスで武蔵五日市駅へ戻りました。
皆さん、お疲れ様でした。

（中澤(美) 記）

■森こい倶楽部三十九回
日

時：10 月 2 日(日) 快晴

テーマ：名木・古木を巡りながら、中郡大磯町はなぜ政治家や文人に愛された別荘地になったかを解き明かす。
参加者：岡部、佐藤(淳)、田川(裕)、戸田、西岡、引田、皆川、山路、石川、金子、小池、久野、広川、
会員外 2 名、合計 15 名
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コース：JR 平塚駅北口→（バス）→花水バス停→高来神社→高麗ホルトノキ→旧東海道→化粧坂→一里塚跡
→大磯宿江戸方見附→旧木下建平邸→照ヶ崎海岸入口→新島襄終焉の地→鴫立庵→旧島崎藤村邸
→一本松稲荷→大磯松並木→明治記念大磯邸園→白岩大門バス停→（バス）→国府新宿バス停
→宝積院→六所神社→国府新宿バス停→（バス）→JR 大磯駅、JR 平塚駅

概

要
最初に高来神社を訪れました。かつては高来寺ともいい、高麗山に広がる朱印地と山林を持ち鎌倉・江戸幕

府の崇敬が厚く、徳川家康没後は東照大権現(家康)を勧請し寛永寺の末寺となったことから、高麗山では樹木
の伐採が禁じられ、本来の照葉樹林が残されています。境内にはスダジイの古木の窪みにヤブニッケイが根付
いて違和感なく一体化したシイニッケイ(町指定天然記念物)があります。西へ進み、日本画家、堀文子が私財
を投げうって伐採から救った高麗ホルトノキを見学。南下して旧東海道の化粧坂へ。鎌倉時代には大磯の中心
として栄えた場所で、旅籠や遊女の館などが軒を並べ、鎌倉武士の遊興の場となり賑わっていました。
さらに旧東海道を西へ。江戸時代の大磯の街の中心へ向かいます。途中、目にすることが少ないシェフレラ
（カポックの名前で流通）の花と実を見ることができました。大磯宿には本陣が 3 軒、問屋場が 2 か所あり栄え
ましたが、明治時代となり宿駅制度が廃止されると、大磯はさびれていきます。初代陸軍軍医総監、松本順は
退官後、国民の健康増進のために大磯の照ヶ崎海岸に日本初の海水浴場を開設しました。当時の海水浴は海中
に立てた棒杭につかまり、強い波で身体を刺激するもので、ここはうってつけの場所でした。海水浴はブーム
となり、当初予定になかった東海道線の駅もでき、以後、大磯は別荘地として発展をとげました。
北上し、旧島崎藤村邸と一本松稲荷の樹林(町指定天然記念物)を訪問後、再び旧東海道に戻り、さらに西へ。
明治記念大磯邸園(陸奥宗光別邸跡、旧大隈重信別邸、伊藤博文邸跡、西園寺公望別邸跡の邸宅と庭園）は、
2025 年度の全面開園に向けて現在整備中ですが、庭園の一部が公開されています。ここでは海に向かって小高
い砂丘があり、海が間近にありながら風や波を防いでくれることで別荘地として適していることがわかります。
最後に向かったのは大化改新後に相模国の主だった神社の分霊を合わせて総社とした六所神社です。鎌倉幕
府や小田原北条氏の崇敬が厚かったところで、樹齢 600 年以上のケヤキ、500 年以上のタブノキ・カヤなど大磯
町でも特に古い樹木が多くあり、町の天然記念物となっています。
以上、名木・古木を巡りながら、大磯の街の変遷と別荘地となった理由を探りました。

高麗ホルトノキ

シェフレラ
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リレーエッセイ
どんぐりの誘惑
R3

寺元 美代

どんぐりに魅了されて、8 年目。なんでこんなにどんぐりに惹かれてしまうのか、
理由はよくわからない。
息子が幼稚園に入るまで、いつ終わるとも知れないどんぐり拾いにため息をついていたのに、今やどんぐりを
拾って帰ってくるのは私の方だ。もちろん、ため息をつくのは息子の方。
読み聞かせの絵本では、ネズミやリスがどんぐりのクッキーやパンを作って食べている様子が描かれている。
人も食べられるんじゃない？と思って調べると、いくつかのサイトにクッキーやパンやお菓子が載っていた。
食べられるのなら、と見様見真似で食べてみることに。
初回は失敗し、石のようなかたさのどんぐりが入った、ちょっと食べられないクッキーが出来上がり、なんだ
か悔しくて何度かチャレンジの末、かなりおいしいクッキーができあがった。
何に目覚めたのか、それから毎年マテバシイを見つけては食べている。

どんぐりカフェで作ったおやつ、スコーン、マフィン、どんブラン

初代、粉にするのにバーミックスというハンディーフードプロセッサーを使ったところ、刃が折れた。
2 代目、ミル付きコーヒーメーカーの電動ミルを使ってみたところ、コーヒーの匂いでどんぐりの匂いがまった
くわからない。
3 代目、ジューサーミキサーは、あまり細かくならない上、まわしすぎてモーターが焼き切れた。
4 代目、手回しコーヒーミルにしばらく落ち着く。しかし、あまりにも時間がかかりすぎる。
5 代目、製粉機購入！！ これが今の現役で稼働 2 年目。

製粉機を購入して製粉効率が上がってしまったことで、クッキー以外の物も作るようになった。
マフィン、モンブラン（どんぐり界ではどんブランと呼ばれる）、スコーン、どんぐりあんこ、どらやき、ドー
ナツなど、どんぐりを入れるとおやつは何でもおいしい！！
特に、どんぐりドーナツはまったくスイーツに興味のない主人が褒めるほど。

- 17 -

JFIK 会報 2022 年 11 月号

趣味が高じて、そしてこんな変な私を受け入れてくれる友人たちのおかげで、月に一度、どんぐりおやつを提
供する「どんぐりカフェ」は毎月いろいろな方に来ていただいている。、はや 1 年 3 か月、どんぐりカフェで借
りているコミュニティカフェは、普段シニアのサロンもやっており、秋になると私のせいで皆さんがどんぐり
に詳しくなっていくという不思議な現象が、あるとかないとか。

近年話題のナラ枯れは、周辺での被害はマテバシイばかりで、どんぐりカフェ存続の危機になるのでは、と
戦々恐々としている。
今日も、このエッセイのネタを考えつつ、どんぐりの誘惑に勝てずに、保育園児に交じってコナラとクヌギの
どんぐりを拾い、ポケットを満タンにしてきたのだった。
お詫び
１０月号リレーエッセイ写真のキャプ
ションに間違いがありました。
誤：アブラゼミ → 正：ミンミンゼミ
申し訳ありませんでした。

月刊ブックレビュー

・公園、神社や並木等に何故この木が使われているのか、
いつも不思議に思っていました。例えば、鎌倉市の北部
にある龍寶寺（りゅうほうじ）の沿道にはエンジュの並
木があります。
・この寺には第三代鎌倉殿源実朝の位牌が祀られていま
す。実朝を暗殺した公暁配下の七騎士が実朝の首を持っ
て鎌倉を逃れた際、後年この寺の建つこの地に一時隠れ
たと伝えられ、そのゆかりで位牌があるとのことです。
・では、なぜエンジュなのか。エンジュは中国では朝廷
の高官を象徴する木で、右大臣であった実朝を象徴する
とされました。彼の和歌集「金塊和歌集」の「塊」
はエンジュ、
「金」は鎌倉を表しています。
・この本には「首賭けイチョウ」の話があります。明治時代
＊書名：公園・神社の樹木

、日比谷通りの拡張計画で伐採が予定されていた樹齢 400 年

＊著者：渡辺一夫

のイチョウの大木を、職を賭けて日比谷公園に移植した東大

＊出版社：築地書館（株）

教授の話です。今でもこの巨樹は公園を代表する樹木として

＊初版発行日：2011 年 12 月 15 日

親しまれています。最近でも明治神宮外苑再開発計画の中で

＊定価：1,800 円＋税

イチョウ、ケヤキなど数百本の樹木が伐採されることが問題
となっています。いつの世も同じですね。

・この本から、公園、神社や並木などの木々にこめられた先人の思いを改めて知りました。顧みて我々人間は
自分たちの都合だけで一方的に環境を改変してきたのではないか、あるいは自儘に環境をもてあそんできた
とさえ言えるのではないか。この本にある先人の知恵を見習わなくてはならないと思いました
（狛）
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掲 示 板
会員異動
＜10月度の会員異動＞
10月31日現在 会員数 158名
次回月例会は、11月25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。

編集後記

暑くなったり、寒くなったり、
今年は 10 月のはじめにトレンチ
を出してしまった。
（荒井）

メ ー ル ： amelieamelie92@gmail.com

低山もそろそろ紅葉シー
ズン。カメラ片手に散歩
が楽しみです。(松山)
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