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▲52名の参加者全員が完歩されました。

　当日は、今季一番の寒さで、平均気温５度の中でス
タートしました。 かながわのナショナル・トラスト運
動によって鎌倉広町緑地、山崎・台峯緑地の保全活動
を推進することができ、常盤山緑地を含めた３つの緑
地が「鎌倉３大緑地」といわれています。 今回は鎌倉３
大緑地を湘南モノレール西鎌倉駅からJR北鎌倉駅に
かけて、約10キロを歩くイベントを開催し、鎌倉歩け
歩け協会のガイドによってコースを巡ることができ
ました。
　参加された方から「初めて訪れることができまし
た。 また、３大緑地の大きさを知ることができて感激
です。」などの感想をいただきました。 これからもトラ
スト緑地が良好な自然環境を保全できるよう支援し
ていきます。

※現在：鎌倉広町緑地及び山崎・台峯緑
地は環境整備中のため通常の立入が制
限されている場合がありますので、ご注
意ください。

鎌倉3大緑地を巡る新春ウォーク［トラスト緑地］ 平成26年 1月15日(水)

◀長島 貴さん

山口 富治さん▶

　仙石原のススキ草原の環境保全として、ボランティ
ア参加によるススキ刈りを行いました。 昨年に引き続
きかながわ森林インストラクターの指導のもと、47名
の参加によって作業を行いました。 ススキ刈りは春先
に草原の自然遷移を止める「火入れ」の防火帯整備と
して、道路沿いのススキを長鎌で刈り、集積させてい
く作業でした。
　作業終了し、午後からは箱根高原ホテルのご協力に
より日帰り温泉を利用させていただきました。

仙石原ススキ刈り作業［トラスト緑地］ 平成25年 12月4日(水)

　人々は古くから、森や海・川の自然を守り、育て、その恵みを得ながら、
生き続けてきました。 そこには、優れた知恵や技があり、同時に、その営
みが自然の豊かさを育んできました。 その重要性を多くの人に理解し
ていただくため、平成14年度より「もりのくに・
にっぽん運動」を展開しています。 国土緑化推進
機構では、その運動の一環として、自然を守り育
て、その恵みを暮らしに活かすための優れた知恵
や技を受け継ぐ人を「森の名手・名人」として選定
しています。 神奈川県からは、今年度、秦野市の
山口富治さん、横須賀市の長島貴さんのお二人
が認定されました。

山口さんは、山林種苗生産の中心的存在として、古くか
らヒノキ優良苗を生産され、その技術力は多くの人から
高く評価されています。 近年、無花粉スギの生産にも力
を注ぎ、本県の花粉対策にも大いに貢献されています。 
また、若手組合員の技術指導や地域の小学生の森林体験
学習の指導にも積極的に取り組まれています。

長島さんは、里山の竹林を活用して、筍掘り体
験もできる「ながしま農園」を経営し、野菜を主体
に、筍やキノコ（ヒラタケ自木栽培）を出荷して
います。 竹材を有効活用し、畑の土壌改良や竹
炭・竹酢液の生産販売も手掛けています。 竹林
の手入れに地域の人の手を借りる一方竹材を提
供するなど竹林を地域の交流の場とし、竹林（里
山）管理に役立てており、人々を引きつける寛容
さは最大の魅力です。 また、親子２代にわたり
里山の維持管理技術を伝承しておられます。

かながわの「森の名手・名人」
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～サシバとオオタカ～～サシバとオオタカ～
里山のタカ

　里山に棲むタカ類にはサシバとオオタカがいます。 本来はのどかな
環境に生きているタカたちですが、道路や住宅の建設、企業誘致など
開発される地域に棲むため、常に人の生活の影響を受けています。

増えるオオタカ、減るサシバ
　絶滅に瀕していたオオタカが増加したことを素直に喜んでよいの
かというと、そうでもありません。 エサとなる食物連鎖下位には、実際
に減少や絶滅が心配されている鳥類がいるからです。 オオタカが棲む
ようになってミゾゴイやサンコウチョウが見られなくなったという
話も聞かれますし、サシバの巣を襲ってヒナが補食されることも知ら
れています。 食物連鎖上、下位の生き物が上位の生き物に捕食される
のは健全な生態系や個体群を維持していく上では重要なことですが、
絶滅が心配されるほど数が少ない鳥類となるとそうもいきません。
　オオタカが増えた原因はよくわかっていませんが、自然環境が良好
な状態になったというよりも、オオタカにとって都合のよい環境に里
山が変化したとも考えられます。 建造物に集団で棲みついて増加して
いるドバトはちょうどよ
いエサになりますし、水
田を埋め立てた造成跡地
や放棄田はよい狩り場に
なることもあります。 市
街地の環境に適応したオ
オタカは、街中で狩りを
行い、公園や住宅地のそ
ばの林で繁殖をしていま
す。

　夏鳥として3月末から4月の初めご
ろに渡来し、10月中頃までには越冬
地である南西諸島や東南アジアに
去って行きます。 水田と林のある谷
戸環境を好適な生息地とし、カエルや
ヘビ、昆虫類などを捕まえて食べてい
ます。 かつては大磯丘陵を歩いてい
ると「ピックイー」という特徴のある
鳴き声をよく聞いたものですが、現
在、県内の繁殖地は1～2か所程度の
ようです。 サシバは里山を代表する
タカといえますが、里山環境の崩壊と
ともに姿を消しつつあります。
　北関東や東北地方ではまだ良好な
環境が残されている地域が多くあり
ますが、関東地方より西では減少が著
しく、環境省のレッドリストでは絶滅
危惧Ⅱ類に掲載されています。

山口  喜盛神奈川県立生命の星・地球博物館　外来研究員

マツの枝に止まるサシバ

サシバ

飛翔するオオタカ▶

　オオタカは、主に中・小型の鳥類を
捕まえて食べていますが、ときにはリ
スや大型鳥類も襲う勇ましいタカで
す。 里山に生息していますが分布域は
広く、低山帯から平地まで見られま
す。 かつてから冬鳥として少数が県内
各地で観察されていましたが、1990
年に平塚市土屋で始めて営巣が確認
されて以来、繁殖期の確認例が増えて
います。 現在では県西部から県北部の
山麓には連続した繁殖地があり、市街
地の緑地でも繁殖するようになって
います。 このような現象は全国各地で
もみられることから、環境省のレッド
リストでは、2006年の見直しによっ
て絶滅危惧Ⅱ類から準絶滅危惧種に
格下げになりました。

オオタカ

オオタカが棲む市街地の緑地
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  サシバが減った原因には、里山の造成や水田の減少、
捕食などが考えられます。 繁殖中のサシバを見ている
と水田やその周辺でカエルやヘビなどを捕まえ、水田
に面した営巣林に入っていく行動を繰り返していま
す。 サシバにとって水田と隣接する林がいかに重要な
のかがわかります。 もちろん水田には多くの生きもの
が棲んでいなければなりません。

多様な里山のタカ
　オオタカが好む環境とサシバが好む環境は相反して
いるようですが、複数種のタカ類が同じ環境に棲んで
いてこそ健全な生態系といえるのです。 採食場所やエ
サ内容などを資源分割することによって、異種間で同
じ場所に棲息できます。 多様な里山環境ではそれが可
能なのです。 たとえば、サシバは水田に面した林縁で
両生・爬虫類や昆虫類、オオタカは林内や林縁で鳥類、

ノスリは林縁の草地や畑で小型哺乳類や鳥類などを主
に探しています。

里山の再生とタカ
　サシバは県内において絶滅寸前といえますが、最近
ではサシバの生息環境を回復させるために、水田の再
生活動を行っているところもあります。 このように積
極的に対策を立てて行かないと、サシバが姿を消して
いくのは時間の問題といえます。
　現時点ではオオタカが絶滅する危険性はないようで
すが、タカ類は食物連鎖の頂点に位置するため基本的
に個体数密度が低く、減少し始めると絶滅に至りやす
いと考えられています。 たとえば都市部に増えたツミ
は、その後減少したといわれているので、オオタカもそ
の可能性を否定できません。 サシバの復活に向けた対
策とオオタカの動向に注意しながら、多様な里山環境
を再生させることが必要です。

サシバの巣と巣立ち近いヒナ

耕作前の水田に降りたサシバ。 冬眠から覚めたアマガエルを探している

サシバが棲む谷戸

市街地で育ったオオタカの幼鳥



お弁当

水筒

ハンカチ・
ティッシュペーパー

ノート・
筆記用具

タオル

虫除け
スプレー 雨具
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オアシス

　初めての方から経験豊富な方までを対
象としたさまざまな作業を行う森林づ
くり活動!
　作業内容は、苗木の植え付け、苗木の
成長を助ける下刈り、成長の悪い木や
目的以外の木を取り除く除伐、健全で
節のない木材を育てる枝打ち、混み合っ
た木を間引く間伐など、さまざまな活動
を行っています。

苗木が周りの雑草に負けない大きさに
育つまで、周りの雑草等を刈り取る作業

造林木の成長を妨げる木を除去する作業

節のない木材を作ったり、
林内に光を入れるために
枝を切り落とす作業

苗木を植える作業
作業時期 春と秋

作業時期 秋～冬

作業時期 秋～冬

作業時期 夏

森林づくりのための主な作業

1 植 栽

2 下 刈 り

4 間 伐

3 枝 打 ち

持ち物

森林
づくりの
服装

自然
観察会の
服装

帽子

ヘルメット

長袖 長袖

軍手

長ズボン

長ズボン

森ヘ行
こう! 活

動に参加しよう!
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※秦野戸川公園戸川諏訪丸駐車場

専用バスで移動
※現地に自家用車駐車場はありません

専用バスで移動

徒歩で移動 
※現地に自家用車駐車場はありません

専用バスで移動
※箱根町浄水センター駐車場

予備日：5/26（月）5/25
【活動場所】 南足柄市 塚原
【集合】 小田急線 開成駅西口：8時30分

竹林整備竹林整備

除伐・枝打除伐・枝打

100人（先着順）満
員になり次第締切

100人（先着順）満
員になり次第締切

100人（先着順）満
員になり次第締切

100人（先着順）満
員になり次第締切

100人（先着順）満
員になり次第締切

100人（先着順）満
員になり次第締切

100人（先着順）満
員になり次第締切

100人（先着順）満
員になり次第締切

100人（先着順）満
員になり次第締切

100人（先着順）満
員になり次第締切

100人（先着順）満
員になり次第締切

50人（抽選）締切：8
/29（金）

100人（先着順）満
員になり次第締切

100人（先着順）満
員になり次第締切

100人（先着順）満
員になり次第締切

専用バスで移動
※現地に自家用車駐車場はありません

5月
2014年

日

8/30
【活動場所】 葉山町 木古庭
【集合】 ＪＲ横須賀線 
　　　田浦駅南口：8時30分

8月
2014年

予備日：8/21（木）8/20
◆作業・昼食後に温泉に入ります。
【活動場所】 箱根町 
　　　　　仙石原箱根イタリー水源林
【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 
　　　小田原駅西口：8時30分

【共催】神奈川県企業庁箱根水道営業所

下 刈下 刈

専用バスで移動
※現地に自家用車駐車場はありません

専用バスで移動
※現地に自家用車駐車場はありません

水
予備日：7/6（日）7/5

【活動場所】 小田原市 久野
【集合】ＪＲ東海道線・小田急線 小田原駅
　　  西口：8時30分

【共催】小田原市

下 刈下 刈

専用バスで移動 
※現地に自家用車駐車場はありません

7月
2014年

土

予備日：8/31（日）土

予備日：10/2（木）10/1
◆作業・昼食後に温泉に入ります。
【活動場所】 
箱根町 仙石原
【集合】ＪＲ東海道線・小田急線  
小田原駅西口：8時30分
浄水センター：9時30分
【共催】箱根町 

広葉樹植裁広葉樹植裁10月
2014年

11月
2014年

12月
2014年

水

予備日：10/12（日）10/11
【活動場所】 伊勢原市 日向
【集合】小田急線  
　　　伊勢原駅北口：8時30分

【共催】伊勢原市

間 伐間 伐

専用バスで移動 
※現地に自家用車駐車場は
ありません

土

予備日：10/30（木）10/29
【活動場所】 真鶴町 岩
【集合】ＪＲ東海道線 真鶴駅：8時30分

【共催】真鶴町

間 伐間 伐

専用バスで移動 
※現地に自家用車駐車場は
ありません

水

予備日：12/4（木）12/3
【活動場所】 小田原市 小竹
【集合】ＪＲ東海道線 
　　　二宮駅北口：8時30分

【共催】 神奈川県住宅供給公社

竹林整備竹林整備
水

予備日：7/20（日）7/19

【活動場所】 南足柄市 塚原
【集合】 小田急線 開成駅西口：8時30分

下 刈下 刈

専用バスで移動 
※現地に自家用車駐車場はありません

土

予備日：6/8（日）6/7

◆昼食後に講話を行い、解散。
【活動場所】 山北町 谷峨
【集合】小田急線新松田駅北口
　　　富士急湘南バス操車場：
　　   8時30分

【共催】山北町・山北町森林組合

下 刈下 刈
土

予備日：6/22（日）6/21

【活動場所】 中井町 比奈窪
【集合】小田急線  秦野駅南口：8時30分

　　　中井中央公園野球場脇駐車場：9時
【共催】中井町

竹林整備竹林整備

専用バスで移動

土 予備日：8/10（日）8/9
【活動場所】 秦野市 堀山下
【集合】小田急線 秦野駅南口：8時30分

　　　秦野戸川公園パークセンター前：9時

【共催】秦野市

下 刈下 刈

専用バスで移動

土

予備日：11/9（日）
11/8

【活動場所】 湯河原町 鍛冶屋
【集合】 ＪＲ東海道線 湯河原駅：8時30分

【共催】 湯河原町

間 伐間 伐

専用バスで移動
※現地に自家用車駐車場はありません

土

予備日：11/23（日）11/22
【活動場所】 相模原市 鳥屋
【集合】 小田急線  本厚木駅南口：8時30分

　　　宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場：9時30分
【共催】（公財）相模原市まち・みどり公社

間 伐間 伐

専用バスで移動

土

予備日：12/14（日）12/13
【活動場所】 川崎市 麻生区
【集合】 小田急多摩線 栗平駅西口：8時30分

【共催】川崎市

竹林整備・除伐竹林整備・除伐
土

　　　　　　専用バスで移動　
※現地に自家用車駐車場はありません

入門
コース

50人（抽選）締切：
5/23（金）

予備日：9/14（日）9/13

◆地元の食材を使った昼食の後
に講話「学校林と地域林業」。 実
費にて温泉入浴可（割引あり）。 
【活動場所】 相模原市緑区 青根
【集合】小田急線 本厚木駅南口：
　　　8時30分
　　　宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場：
　　　9時30分
【参加費】 1,000円（昼食代）
【共催】（公財）相模原市
　　　まち・みどり公社

除 伐除 伐
土

入門
コース

森
どなた

ボランティア

育

夏休み

を てよう!
でも参加できます!

は
デビューのチャンス!

森林インストラクターや経験豊富なスタッフが同行します。
初心者のための〈入門コース〉や講座もついた企画もあります。

一緒に

6月
2014年

9月
2014年

申込方法は、P14へ▶▶▶

★各活動の先着順の受付は、
　 活動月日の2か月前の1日から1週間前まで となっています。
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県民参加の森林づくり・緑の募金保全活動申込
方法

【申込先】 （公財）かながわトラストみどり財団 みどり森林課
　　　　     045-412-2255     045-412-2300     midori@ktm.or.jp     www.ktm.or.jp
【申込方法】 活動内容をご確認の上、●参加希望日 ●参加希望者の氏名・住所・電話番号 ●登録番号をお持ちの方は登録番
号を明記して、はがき・電話・FAX・Eメール・財団WEBサイトにてお申し込みください。
【荒天の場合】 予備日に延期します。 
【実施の可否の確認方法】実施日前日の18時以降に、電話（045-412-2255）でご確認ください。 録音テープでご案内します。

7月
2014年

1月
2015年

予備日：1/18（日）1/17

◆昼食後に講話を行い、解散。
【活動場所】 中郡大磯町 生沢
【集合】 JＲ東海道線  二宮駅北口：8時30分

【共催】 神奈川県立おおいそ学園

上記イベントでは、箱根高原ホテルのご協力
により、活動後に温泉入浴ができます。

除伐除伐
土

専用バスで移動 ※現地に自家用車駐車場はありません

入門
コース

50人（抽選）締め切
り：12/25（木）

緑の募金 保全活動

9月
2014年

緑の募金による森林保全活動を行います。
神奈川県森林インストラクターがやさしく指導します。

予備日：7/13（日）7/12

【活動場所】 南足柄市 内山（21世紀の森）
【集合】 小田急線 新松田駅北口
　　　富士急湘南バス操車場：8時30分
　　　専用バスで移動
　　　21世紀の森駐車場：9時

下 刈下 刈 40人（抽選）締切
：6/27（金）

土

予備日：9/22（月）9/21

◆作業・昼食後に温泉に入ります。
【活動場所】 箱根町 仙石原
　　　　　（小塚山トラスト緑地）
【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 小田原駅
 　　　西口：8時30分
　　　専用バスで移動　※現地に自家用
　　　 車駐車場はありません

除 伐（ササ刈）除 伐（ササ刈）
日

8/20 下 刈下 刈水

9/21 除 伐（ササ刈）除 伐（ササ刈）日

10/ 1 広葉樹植裁広葉樹植裁水

40人（抽選）締切
：9/5（金）
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194/
2014年

（土）

13時～16時  
【講師】 八幡義信 氏
【集合】 光明寺山門前
【コース】 光明寺～和賀江嶋～秋葉権現神社～光明寺。

光明寺から和賀江嶋を訪ねて
古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】 （公財）鎌倉風致保存会

みどりのがっこう 【共催】 生活協同組合ユーコープ

森林探訪 【共催】 NPO法人かながわ森林インストラクターの会

20人（先着順）受付中

28/
2014年

（土）

9時20分～14時  
【講師】 倉持 卓司 氏
         （葉山しおさい博物館）
【集合】 JR 逗子駅
◆葉山しおさい博物館や自然
公園で水生生物や展示物の
観察会。　◆葉山しおさい公園 入園料 高校生以上：
300円、小中学生：150円

◆野毛山動物園での動物観察会。

◆新設された木道を歩
きながら、秋の小網代の
森を観察します。

葉山しおさい博物館・自然公園

20人（先着順）受付：6/1～

1110/
2014年

（土）

811/
2014年

（土）

動物博士と一緒に野毛山動物園へ行こう

10時～15時  
【講師】 矢部 和弘 氏
         （小網代野外活動調整会議）
【集合】 京急線 三崎口駅

8時15分～15時30分  
【講師】 NPO法人 かながわ
          森林インストラクターの会
【集合】 小田急線 新松田駅
◆新松田駅～寄～三廻部
林道～やどりき水源林～寄

9時～15時30分  
【講師】 NPO法人 かながわ
          森林インストラクターの会
【集合】 JR 相模湖駅：8時30分

秋の小網代～自然再生される湿原を歩こう

20人（先着順）受付：9/1～

10時～14時  
【講師】 神保 賢一路 氏
【集合】 京急線 日ノ出町駅

20人（先着順）受付：8/1～

175/
2014年

（土）

◆相模湖駅～相模湖大橋～嵐山～
ねん坂～渡し船から相模湖公園

新緑の三廻部林道・やどりき水源林を訪ねる

80人（先着順）受付：5/10まで

2911/
2014年

（土）

相模湖 嵐山 ～晩秋の相模湖を楽しむ～

80人（先着順）
受付：11/1～11/22

111/
2014年

（土）

13時～16時  
【講師】 八幡義信 氏
【集合】 大塔宮鳥居下
【コース】 大塔宮～百八
やぐら～朱垂木やぐら
～九つやぐら～西御門地区。

大塔宮から百八やぐらを訪ねて

20人（先着順）受付：9/1～

自然観察会・自然体験教室・ウォーキング ほか

会員
一般
無料
500円

会員 一般無料 500円

会員 一般無料 500円

会員
一般
無料
500円

別途交通費負担

別途交通費負担

【森林探訪申込先】 往復ハガキにイベント名、参加者全員の氏名・住所・電
話番号・年齢を記入し、〒245-0016 横浜市泉区和泉町6206-1グレーシア
いずみ野105号 松永 廣まで（☎050-8880-3465）　かながわ森林インスト
ラクターの会 自然観察部会

◆摘みたてよもぎで
白玉を食べてみよう！ ◆どんぐり山荘～
水無川周辺草～風のつり橋～ビジター
センター見学ほか

9時30分～15時  
【講師】 村井正孝、小沢章男
（かながわ森林インストラクター）
【集合】 どんぐり山荘
 （秦野市堀山下１５２４）

摘み草ハイキングで春を食べよう

264/
2014年

（土）

会員
一般

500円
1,500円

◆竹林や里山の自然観
察会と竹の子掘り活動
を実施します。

9時30分～15時  
【講師】 神保賢一路 氏
【集合】 小田急江ノ島線 桜ケ丘駅194/

2014年

（土）

〈かながわの自然と食を味わう会〉
竹の子掘りで竹林整備をしよう

会員
一般
無料
500円

2510/
2014年

（土）

弘法山の南面に咲き乱れる
秋の植物と昆虫の観察

◆万福寺おやしろ公園～十二神
社～弁天公園・向原の森公園～
中村正義の美術館～読売ランド・
聖地公園（仏舎利）～寿福寺～小沢城址
公園～三沢川～指月橋～薬師堂 など

〈ウォーキング：川崎周辺〉
都県境の史跡と自然を巡るウォーク

50人（先着順）
受付：8/1～

30人（先着順）受付：8/1～

9時30分～15時30分  
【講師】 宮前区観光案内人の会
【集合】 小田急線 新百合ケ丘駅

2810/
2014年

（火）

◆鶴巻温泉駅～石座神
社～菅原神社～自興院
～みかん畑～町内自治
館前（バス）～東海大学前駅

会員
一般
無料
500円

会員
一般
無料
500円

9時30分～15時
【講師】 足立 直義 氏
　　　（ナチュラリスト）
【集合】 小田急線 鶴巻温泉駅

◆小田原・曽我の里での梅もぎ
体験と梅ジャム作り（ジャムのお
土産付！）。

〈かながわの自然と食を味わう会〉
梅もぎ体験と梅ジャム作り in 小田原・曽我の里

10時40分～15時30分  
【講師】 ＪＡかながわ西湘 
　　　 梅ジャム生産部
【集合】 JR 下曽我駅

246/
2014年

（火）

会員
一般

500円
1,500円

会員
一般

500円
1,000円

別途交通費負担

会員
一般

500円
1,000円

会員
一般
無料
500円

◆昔ながらの棚田や上山口地区
の鎮守の杜である杉山神社など
を訪ね、豊かな春の自然を満喫
するコースです。

9時30分～15時30分  
【講師】 伊東 進 氏
（葉山まちづくり協会代表理事）
【集合】 JR 逗子駅

春の棚田（葉山・上山口）と神社仏閣を訪ねて

46/
2014年

（水）

20人（先着順）受付中

20人（先着順）
受付中

30人（先着順）受付中

15人（先着順）受付中

トラスト会員募集中!詳しくは裏面をご覧ください ※写真はすべて
イメージです

会員
一般
無料
500円
＋
入園料
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主催イベントかながわトラストみどり財団

申込
方法

【申込先】 （公財）かながわトラストみどり財団 みどり企画課
　　　　 〒220-0073 横浜市西区岡野2-12-20     045-412-2300     midori@ktm.or.jp     www.ktm.or.jp
【申込方法】 イベント内容をご確認の上、●参加を希望するイベント名 ●参加希望者全員の氏名・住所・電話番号 ●会員の方は会員番号を
明記して、FAX・Eメール・ハガキ・財団WEBサイトにてお申し込みください。
【雨天の場合】 原則として雨天決行です。集合場所にて講師がコース変更等を判断します。 【持ち物と服装】 筆記用具・雨具・弁当・水筒・敷物。 長袖・長ズボン、歩きやすい
靴でご参加ください。 【お願い】 集合時間になりましたら出発します。 遅れないようご注意ください。

自然観察会・自然体験教室・ウォーキング ほか

◆大船駅～湘南町屋駅～鎌倉
中央公園～源氏山～佐助稲荷
～鎌倉駅

10時～14時30分
【講師】 全国森林インストラクター 
　　　 神奈川会
【集合】 湘南モノレール 大船駅

鎌倉中央公園・
源氏山における樹木観察

◆足柄駅～久野古墳群～みかん園～小田原フラ
ワーガーデン（解散）※解散場所周辺も総世寺や
ざる菊園など見どころいっぱいです。

11時～14時  
【講師】 初瀬川 政典 氏
【集合】 小田急線 足柄駅

〈かながわの自然と食を味わう会〉
小田原西部丘陵の散策とミカン狩り

30人（先着順）受付：9/1～ 30人（先着順）受付：9/1～

2911/
2014年

（土）

612/
2014年

（土）

◆小田急小田原線 新松田駅北口または
　JR御殿場線 松田駅南口から
　富士急湘南バス「寄」行き終点
　下車後、川沿いに上流へ徒歩40分。
◆赤い橋（寄大橋）の手前が水源林ゲートです。

〈ウォーキング〉
鎌倉広町緑地ウォーク

50人（先着順）受付：9/1～

◆北鎌倉駅からスタートし、鎌倉広町緑地をめざ
します。（解散：湘南モノレール西鎌倉駅）
◆起伏に富んだ健脚向けコースとなります。

9時30分～14時  
【集合】 JR 北鎌倉駅
【共催】 鎌倉歩け歩け協会

会員
一般
無料
500円

1511/
2014年

（土）

会員
一般
無料
500円

＋

会員
一般
無料
500円

新企画『やどりきの森へ行こう！』
要・申込 【集合】小田急線 新松田駅前 現地にて10時より案内開始

※やどりき水源林までのバス代など交通費は、各自ご負担ください。

　水源林では、約１１種類
のウツギを見ることができ
ます。 イベント当日は何種
類のウツギの花を見るこ
とができるかな？
　運がよければカモシカ
に会えるカモ!?

10時～13時185/2014年 日

土

夏も近い！
ウツギ&動物探し
【定員】 50人（抽選）
【申込締切】 5月1日（木）

【内容については】 
財団ウェブサイトへ
【申込】 NPO法人 かながわ
森林インストラクターの会

　この時期、秦野峠「林道」は「リンドウ」の花
盛り。 さらに紅葉とスギ林の織りなす幾何学
模様は必見！
　林道には、さまざまな動物の痕跡も。何種
類見つかるかな？

●希望するイベント日時、参
加者全員の氏名、住所、電話
番号を明記して往復はがきま
たはEメールにてお申し込み
ください。

10時～14時2911/2014年

もうすぐ冬！
紅葉&動物の痕跡探し

【定員】 50人（抽選）
【申込締切】 11月13日（木）

〒243-0014　厚木市旭町
1-8-14 グリーン会館4階
　 k-inst0981@friend.ocn.
    ne.jp

◆みかん狩り入園料（園内食べ放題）
　大人： 500円、 小学生以下： 300円

別途交通費負担

入園料

※写真はすべてイメージです
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オアシス

■ 各活動内容等は、事情により変更する場合があります。 必ず主催者にご確認のうえ、お出かけください。　
■ 無料企画は原則として申込み不要。 資料・保険代は有料。 一律保険はかけませんので、自己責任を了承の上でご参加ください。
■ 野外での活動は、いずれも雨天中止です。 また、落雷や河川の増水の危険が予想される場合は、現場の判断で直前に中止の判断を行うこともございます。 
　あらかじめご了承ください。
■企画はすべて、（公財）かながわトラストみどり財団との共催企画です。

行事 日程 集合時間・場所など 連絡先 ほか 主催団体

いるか丘陵 イベント
2014年 4月ー6月かながわトラストみどり財団と市民団体の共催行事 多摩三浦丘陵（いるか丘陵）で

公開型のイベントを開催しています。

たま-ゆめ
崖線たんけん

（自然観察会）
たま-ゆめ崖線
ネットワーク

4月 6日（日） 090-7247-2706（白井さん）【集合】 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅：10時
　　　（解散：桜ヶ丘公園15時30分）

5月 4日（日）【集合】 京王線 宿河原駅：10時　　　（解散：久地円筒分水16時）
6月 1日（日）【集合】 東急東横線 日吉駅：10時　　　（解散：日吉駅16時）

源流丸池
水辺のお世話 鶴見川

源流自然の会

毎月第2・4日曜 090-1650-2515（岸さん）【集合】 町田市みつやせせらぎ公園丸池：10時
　　　（終了：12時）

小山田緑地・みはらし
広場野外談話室

毎月第2日曜 【集合】 都立小山田緑地みはらし広場：13時30分
　　　（終了：15時30分） ※5月は鶴見川源流祭のため中止

梅木窪野外談話室
梅木窪の会・
NPO法人鶴見川
源流ネットワーク

毎月第4日曜
042-726-7139（西池さん）

044-987-7336（青砥さん）045-975-1909（渡利さん）

【集合】 都立小山田緑地梅木窪分園アサザ池：13時
　　　 （終了：15時30分）

関山橋わんどの
お世話 わんどの会毎月第2土曜 【集合】 鶴見川関山橋わんど：9時（終了：10時30分）

岡上・小川と
雑木林のお世話

和光大学・
かわ道楽

毎月第2土曜・
第4日曜

044-989-7777［内線4311］
（和光大学/堂前研究室）　◆雑木林の下草刈りと小川の清掃
をします。 【服装・持ち物】 動きやすく汚れてもよい服装。軍手 。

【集合】 和光大学G棟３１１堂前研究室13時
　　　（終了：15時）

バリケン島
クリーンアップと
自然観察

カワウネットワーク
(綱島バリケン島
プロジェクト）

毎月第4土曜
090-3907-2299（亀田さん）【集合】 鶴見川大綱橋上流側 綱島バリケン島：14時

          （終了：16時）

恩田川水辺談話室 恩田川の会

矢上川で遊ぶ会

毎月第3日曜

毎月第3日曜

【集合】 恩田川高瀬橋：14時 （終了：16時）

早渕川親水広場の
お世話 npoTRネット毎月第2土曜 【集合】 センター南 早渕川親水広場：13時30分

          （終了：15時）

矢上川源流宮前
美しの森公園のお世話

ミクリわんどのクリーン
アップと生きもの観察

矢上川流域ネットワー
ク/npoTRネット毎月第3土曜 【集合】 宮前美しの森公園 ビオトープ入口：10時

          （終了：15時）

【集合】 鷹野大橋下左岸：10時（終了：11時30分）

【集合】 京浜急行 三崎口駅改札：9時30分（終了：現地12時）小網代の森 学習・
ボランティアウォーク

NPO法人小網代
野外活動調整会議

045-540-8320（浪本さん）
【服装・持ち物】 汚れてもいい服装。 長靴必携。※雨天中止 

※雨天中止 
小網代の森と
干潟を守る会自然観察＆クリーン

5月10日（土）

4月29日（祝）
6月14日（土）

4月15日（火）

090-8053-4848（矢部さん）【集合】 京浜急行 三崎口駅改札：10時（終了：15時）
【持ち物】 長靴必携。

日吉の森 散歩会／
雑木林と水辺のお世話

慶應義塾大学・
日吉丸の会毎月第1土曜 080-5021-0499（伊藤さん）

散歩会【集合】 東急東横線 日吉駅改札（銀球前）：10時
（終了:12時30分） 雑木林と水辺のお世話【集合】 慶應
日吉キャンパス・一の谷：14時（終了:16時30分） 

いずれも【要事前申込】 

【要事前申込】 

いずれも【要事前申込】 

いずれも【要事前申込】 

三浦半島川紀行／
湧き水調べ

横須賀
「水と環境」研究会定例会：毎月

第１・３火曜

4/15【集合】 JR 衣笠駅：10時（終了：15時30分）

【要事前申込】

【服装・持ち物】 汚れてもいい服装で。 長靴・タオルを持参。
着替えがあるとgood

【要事前申込】

【要事前申込】

【持ち物】 軍手、長靴（あると便利）

◆多摩川南岸崖線に沿って緑地や水辺を歩きながらの生き
もの観察会　【費用】資料代100円
4/6 原峰公園・桜ヶ丘公園へ　
5/4 東高根森林公園へ
6/1 夢見ヶ崎公園周辺へ

◆町田市みつやせせらぎ公園丸池を中心とした流れのお世話。

042-745-6449（松本さん） 【要事前申込】

【5月は中止】

◆湿地植物の保全と回復のための管理作業等を行います。

045-546-4337（npoTRネット）
◆生きもの調べや観察、クリーンアップ、水辺体験活動、自然植生
回復作業などを行います。【服装・持ち物】 ぬれてもよい服装で。

市が尾
水辺の広場のお世話 npoTRネット毎月第2土曜 【集合】 青葉区市が尾高校前 市が尾水辺の広場：

          10時30分 （終了：12時）

鴨居・流域水辺
談話室

npoTRネット・
連携TRネット毎月第1土曜

045-546-4337（npoTRネット）

【集合】 鴨居高水敷左岸（JR鴨居駅から鴨池人道橋を
           渡った下流側）：10時 （終了：12時）

◆鶴見川上流（別名：谷本川）で生きもの調査と観察、クリー
ンアップなどを行います。

045-546-4337（npoTRネット）
◆鶴見川の中流で生きもの調査と観察を行います。 また高
水敷の自然植生の回復作業も実施します。

045-594-3041（保川さん）

【服装・持ち物】 長袖・長ズボンを着用。軍手持参。 
◆矢上川源流の森の保全活動を行います。

044-588-7929（庄司さん）

【服装】 汚れてもいい服装・運動靴で。
◆クリーンアップと魚とりをして生物調査をします。

042-723-1202（深見さん）
◆生きもの調査と観察・川辺の中の川づくりと親水広場の
池の管理作業・高水敷の草刈・ごみ拾いなどを行います。

090-5499-0831（高橋さん）
◆【定例会】 三浦半島川の水質・水生生物・湧き水調査、自
然観察。　【参加費】300円

◆平作川中上流部の環境調査を行います。
※定例会の詳細については、お問い合わせください。

水質調べ・
生きもの調べ

あおばく・
川を楽しむ会毎月第4土曜 【集合】 市ヶ尾 谷本川(鶴見川)田園都市線陸橋下：10時

　　　（終了：12時） ◆谷本川の水と湧き水の水質調べ・川に入って生きもの調べ。 
【持ち物】 双眼鏡のある方は持参してください。

◆都立小山田緑地梅木窪分園の自然観察会＆管理作業。

090-1650-2515（岸さん）
◆源流コーヒーを飲みながらの交流と自然観察会＆管理作
業。ナチュラリストメニューあり(14時から）

トラスト緑地講座

※詳細は次号で
紹介します。

桜ケ丘緑地の明治時代の
麦酒工業遺産講座
◆トラスト緑地の桜ケ丘緑地に眠る明治時代の近代化産業遺産である
麦酒工場跡を観察します。工場のあった明治期当時の写真と比較し、自
然環境や歴史的環境の変化について考えます。 ◆星川駅～桜ケ丘緑地
～（バス移動）～横浜麦酒（株）・講習会16:30現場解散

【集合】 相鉄線 星川駅：13時

13時～16時30分

下旬9/
2014年

予定

会員 一般500円 1,500円

工場できたての
ビールの試飲が
できます。
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事務局だより

緑の募金活動にご支援ください。
付属の振り込み用紙で、

ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で手続きできます。

緑の募金

矢部小学校の児童が
緑の募金活動

（緑の羽根募金）
緑の募金運動

緑の募金運動

指定校緑化事業
　県内の推薦を受けた公立・私立小中高等学校へ
の緑化活動を推進し、子ども達の学び舎の緑化を
推進しています。

　緑の募金法は正式には、「緑の募金による森林整
備等の推進に関する法律」といいます。緑の募金の
歴史は古く1950年（昭和25年）から緑の羽根募金
として開始、学校や各家庭への協力から、緑の少年
団やボーイスカウトやガール
スカウトなどの子どもたちに
よる街頭募金、社会貢献活動
を推進する企業の協力による
募金活動を行っています。

緑の募金

　次の世代を担う子供たちに緑の大
切さや、必要性について、身を持って
体験できる活動を行う団体です。神
奈川県では、箱根、南足柄、横浜市の

中山、相模原、秦野、鎌倉で活動しており、約２万人
の子どもたちが活躍しています。 また、学校単位
での活動はほとんどなく、自主的な団体として、地
域の人々が協力して団結され、ボランティア活動、
レクリエーション活動を行っています。

緑の少年団

18

2014年 緑の募金キャンペーン

 平成25年10月1日、横浜市立矢部小学校5年の奈良
輪陽菜さん、梅田和真さん、川口真実先生が財団事務
局へ、児童の皆さんで集めた緑の募金を届けてくれ
ました。 この募金は、学校で「環境」をテーマに集め
られたもので、財団の瀬戸専務理事に緑の募金
（12,570円）が手渡されました。

真鶴町の緑の募金活動

　平成25年度、真鶴町において市町村を通じた緑の募
金（家庭募金）を行い、神奈川県第1号の募金活動とな
りました。その贈呈式が平成25年9月30日、真鶴町の
町長室で行われました。 財団からは、瀬戸専務理事、前
西湘地区推進協議会錦織会長が出席。 真鶴町からは、
宇賀真鶴町町長、真鶴町自治会連合会三木会長が出席
し、同会長から目録が贈呈され、当財団から感謝状を
お贈りしました。 緑の募金額は178,630円でした。

　財団では平成26年3月1日～ 5月31日を「春の募金期間」として、緑の募金活動を実施します。 神奈川
県内の森林整備、学校等の緑化、緑の少年団の育成等を行うため、募金の協力を呼び掛けております。

▶左から
川口真実先生、
梅田和真さん、
瀬戸専務理事、
奈良輪陽菜さん

◀左から
宇賀町長、
瀬戸専務理事、
三木会長、
錦織前会長
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事務局だより

イベントや機関誌ミドリの感想など、お寄せいただいた中の一部を紹介します
お便り紹介

　
　緑の写真が多いと大変うれしくなります。 腰痛で山
歩きなど難しくなってきており、ミドリではちょっと
参加できたような気で読んでいます。 「神奈川の木を使
うこと」では、実家近くの製材工場が紹介されたので、
関心をもって読みました。（石田さま）／神奈川の県産木
材の取材について、多くの話題提供をいただきました。これ
からも情報発信してまいります。（事務局）

　
12/4（水）  箱根仙石原自然環境保全活動
　風の揺れる美しいススキ原を見たあと、人に手によ
る景観を保つ作業で、とてもやり甲斐を感じました。 鎌
の扱いが難しくて要領が悪くてなかなかはかどらず、
決してよい働き手ではありませんでしたが、すがすが
しい気持ちで作業できました。 帰りがけの温泉入浴は
とてもありがたかったです。（田中
さま）／トラスト緑地は県内各所あ
ります。これからも会員の皆さまに
参加してもらえるイベントを企画し
たいと思います。（事務局）

イベントに参加して ミドリ91号の感想

　皆さまからの機関誌「ミドリ」への感想や質問、自
然観察会などのイベントへの感想などをお待ちして
います。  掲載された方には財団オリジナルグッズを
プレゼントします。

会員の皆さま!  財団の活動をサポートしてください。
～一緒にかながわのナショナル・トラスト運動を盛り上げませんか？～

　みどりのトラスト会員にご登録いただいている方で、財団主催のイベント、街頭
募金、事務局の発送作業等をお手伝いして下さる方を募集しています。ご協力いた
だける方は、「かながわトラストみどり財団サポーター制度」に申込み、財団より
「サポート」の連絡が入る仕組みです。サポーターは、20歳以上で登録でき、保険や
一部交通費なども財団で負担します。皆さまと一緒にかながわのナショナル・トラ
スト運動を盛り上げていきましょう。

【サポートの種類】
●トラスト会員募集活動　　　●街頭募金活動　　●財団主催の自然観察会や森林ボランティア活動
●機関誌ミドリの発送作業　　●トラスト会員通知の発送作業　など

【 詳しくは、財団事務局まで 】

募集中!!

現在の会員数（平成25年 12月31日現在）
普通会員
　個人会員
　家族会員
　法人・団体会員
特別会員
名誉会員
計

9,902人
3,271人
6,418人
213人
325人
6人

10,233人

（783人）
（361人）
（406人）
（16人）

（783人）
※（　）内は、トラスト緑地保全支援会員数
※会員数は会費の納入があった人数です

＊入会のお問合せは財団事務局まで

　かながわのみどりを守り育てる運動を
支えていただく会員を募集しています。

みどりのトラスト会員の加入及び財団への寄付の協力をお願いしております。
「かながわトラストみどり財団」への寄付
2013年11月～2014年1月　（敬称略）
神奈川県衛生研究所、(特非)小網代野外活動調整会議、国際ソロプチミスト秦野、サンクトガー
レン㈲、リコージャパン㈱神奈川支社、石川 千乃、居谷 敬子、伊東 久、井上 哲也、岩井 禧和、
岩田 洋子、大石 勝吉、大谷 房江、岡崎 浩子、岡村 ちず、加藤 高祥、川越 初榮、河瀬照代、久保 
幸子、熊谷 順子、栗原 八重治、黒元 勇、小峯 正、坂田 富貴子、桜井 美栄子、佐藤 俱規、佐藤 
三郎、佐藤 弘実、佐野 育子、猿渡 信男、澤 長生、柴崎 えつ子、清水 紀彦、首藤 智、信原 志津子、
菅沼 義保、鈴木 克己、鈴木 富美子、鈴木 史人、髙橋 敏雄、竹内 晶子、谷 重和、堤 孝子、友保 由美、
長岡 美代子、中嶋 みどり、丹羽 昌子、浜尾 光吉、東海林 正明、東口 豊、樋口 真弘、三谷 義之、
山口 有子、山本 勝久、山本 道夫、吉澤 暢、吉田 真弓

「かながわトラストみどり基金」への寄付
2013年10月追加分及び11月～2014年1月　（敬称略）
㈱白井組、星野昌司、日本農産工業㈱、(公財)神奈川霊園、(一社)神奈川県造園業協会、中山 
康、藤崎 英輔、㈱りそな銀行

かもめ会より寄付金贈呈
　平成26年1月17日（金）神奈川県庁にて神奈川県職員退職会（呼称：
かもめ会）より125万円のご寄付をいただき、当財団から感謝状を贈呈
しました。 かもめ会は平成26年3月31日をもって解散し、残余財産を公
益団体へ寄付されるところで、かながわトラストみどり財団へその一
部を寄付金としていただきました。

［かながわトラストみどり基金への募金・寄付累計額］
12億6,157万9,496円 （2014年1月31日現在）
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今年の２月は神奈川県も記録的な大雪でしたね。
雪が残る相模原公園を歩いていると、ジョウビタキが雪の上でえさ探しを
していました。 越冬するために北の国から来ているのにこんなに雪が降る
なんて、と驚いているかも。 でも今頃は故郷に帰ってしまっているので
しょうか。 来年もまた来てくれるといいですね。
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    045-412-2525     midori@ktm.or.jp  
    http://www.ktm.or.jp

あなたも写真を掲載してみませんか？
　皆さまが感じる神奈川の自然について、写真とエッセイをお
寄せください。 動植物や風景写真など、皆さまの作品をお待ちし
ております。
応募方法：作品は用紙かデータ（JPEG等）、撮影場所、題目、エッ
セイ（100字程度）、名前、連絡先、電話番号を郵便かEメールにて
お送りください。
注意事項：作品は応募者本人が撮影したものに限ります。 被写
体の肖像権には十分に配慮してください。

「雪の上のジョウビタキ」
相模原市 Nさん
撮影月日：2014年2月18日　撮影場所：県立相模原公園

3校　3/14

みどりのトラスト会員募集
　かながわのみどりを守り育てる運動を支えていただく会員を募集し
ています。県内のまちのみどりから山のみどりまでを保全し、後世に引
き継いでいくために、皆さんの力が今こそ必要です。
＊入会のお問合せは事務局まで

５年分の会費を１回でお払いいただくと６年間会員になれます。

　普通会員の方に任意の加入で特定の緑地を
支援していただく会員です。 ご支援の緑地の
自然再生や管理作業費用に会費の全額が充て
られます。 小網代の森緑地、久田緑地、桜ケ丘
緑地から指定できます。

トラスト会員 トラスト緑地保全支援会員

個人

家族

2,000円
1,000円
500円

大人

中・高校生

小学生

3,000円 3,000円1家族

法人/団体 10,000円1口

個人/家族
10,000円1口法人/団体

任意加入普通会員

トラスト
会員

オプション

支援したいトラスト緑地のいずれかを選択

普通会員 トラスト緑地保全支援会員（オプション）
　かながわのみどりを守り育てる
運動を支える会員です。 
　会費は緑地保全や地域の緑化の
ほか、財団の運営に充てられます。
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