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自然へ一歩

文・絵　神戸 宇孝
あさ  の 　  ふ み ひこ

　　バードウォッチングの楽しみの一つに、見た鳥
の種類を増やすことがありますが、そのハードルと
なるのがシギの仲間。 どれも似たような姿をして
いてせわしなく動き回るので、識別点が確認しにく
いことがその主な理由です。 ビギナーの方からシ
ギの識別のコツを聞かれることがありますが、その
場合は「まずは身近なイソシギで練習を」とお伝え
しています。 イソシギは日本でも繁殖し一年中観
察できるので、飛んだときに見られる翼の白線や腰
の色、足の色に気を配ることなど、シギの識別の基
礎訓練がいつでもできます。 そして「識別の基本が

身近な鳥の観察から」ということを教えてくれる大
切な鳥です。
　イソシギは夜間にも飛び回っているようで、特に
秋の夜空からは「チーリーリー」という声が聞こえ
る機会が増えます。 しかし、私が鳥を見始めた30
年ほど前に比べれば、その頻度が最近は激減して
います。 トキやコウノトリが昔は普通の鳥だった
ことを考えると、今は普通種のイソシギが絶滅しな
いとは限りません。 闇の中に本当にイソシギが消
えてしまう前に、棲みやすい環境の保全など、でき
ることを始める時期なのかもしれません。

イソシギ

野鳥イラストレーター。 
著書に「はじめよう! バードウォッ
チング（文：総合出版）」
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かながわトラストニュース

葛葉緑地を深く刻み、大きく蛇行した峡谷が続く。
高低差は30mもあり、上部の住宅街や国道の喧騒から
抜け出せる。

トラスト緑地の今トラスト緑地の今

　かながわトラストみどり財団が1985年に発足以来、
神奈川県内のみどりの保全と創造に関するさまざまな
取り組みを、県民との協働によって展開してきて30年。
　1987年のトラスト運動第一号となる秦野市の葛葉
緑地の保全に始まり、トラスト緑地は現在28。 都市近
郊の開発圧力のかかる貴重な緑地を守る取り組みを、

全国に先駆けて行政と財団が両輪となって推進し、神
奈川方式といわれる“かながわのナショナル・トラスト
運動”を確立した。 また、2014年にこの運動が実を結
び、三浦市の小網代の森の保全へ具体的なオープンを
迎えたことは、また一歩大きな前進を果たした。 この
30年の歩みを改めて知るため、今の緑地を巡る。

▲葛葉川

▲くずはの家

◀葛葉緑地のゲンジボタル

　小田急線秦野駅から徒歩30分。国道246号線が緑地の
脇を通り、住宅地に囲まれた葛葉川に沿って残された峡
谷。1987年に財団と秦野市が連携して、財団と地権者と
の長期間にわたる緑地を保存する契約、いわゆる保存契
約に着手したことから「かながわのナショナル・トラス
ト運動」の保全が始まる。秦野市の自然観察施設「くずは
の家」とともに「葛葉川ふるさと渓谷」として公園整備さ
れ、駐車場も完備。誰もが気軽に自然を楽しめる緑地だ。

葛葉緑地葛葉緑地 秦野市
くず　  は

5

写真：阿木 二郎

財団創立30周年記念記事財団創立30周年記念記事
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かながわトラストニュース

　鎌倉でも「昭和の鎌倉攻め」と形容されるほど、昭和30年
代後半からの開発圧力は強く、文化人や市民団体による反
対運動が展開された。 広町緑地でも行政、団体、地権者との
長年の調整により保全できるようになった。
　鎌倉広町緑地は市内の南西部・腰越地域に位置。複雑に
入り組む谷戸が残り、わき水が流れ込み、沼地や田んぼなど
のさまざまな水辺環境により、多様な生態系が維持されてい
る。 現在、ボランティア活動によって自然再生や里山復元作
業が行われている。

鎌倉広町緑地鎌倉広町緑地 鎌倉市

　１ヘクタールほどの小さな緑地。 森から水辺や
田んぼなどさまざまな環境があり、多くの動植物
が生息している。ビオトープ整備により地元の小
学校から多くの子どもたちが訪れ、観察会や保全
作業を行っている。　　　　　　　  （写真：宇田川祐美恵）

桜ヶ丘緑地桜ヶ丘緑地 横浜市

　横浜市と大和市の境を流れる
「境川」。 その右岸の大和市側に
沿って１キロ程続く細長い緑地。 
シラカシ林や竹林は、近隣の畑と
連なり相模野の原風景を想像さ
せる「郷土の森」となっている。 竹
林など人の手が入らなければ荒
廃する里山の自然再生活動が行
われている。

久田緑地久田緑地 大和市

久田緑地
　モウソウダケの竹林があり、
定期的な伐採などの手入れが
必要となる。 その中で出た材
を利用した竹垣によって竹林
景観を作る。

▲（上）48ha程の広大な緑地に、田んぼや畑
などの里山的な自然環境が維持されている

▲（下）2015年鎌倉市のビジター施設が緑
地内に完成した。トイレや休憩などに使
用できる。※駐車場はないので最寄りの
公共交通機関を利用してください。

▲2008年3月に行われた植樹会。コナラなどの広葉樹を
植えた。

◀7年経過した現在。人の背丈以上に成長し、葉を広げ
る。林床にも十分な光が入り、キツネノカミソリなど
の花々が咲く。

◀竹材のソダ垣作りの講習を受けるボランティア。 コツ
をつかむと、作業が早く進む。

桜ヶ丘緑地
　普段は静かな緑地も8月の「むしとり大会の日」だけは子どもたちの歓声が響く。スタートの合図にいっせいに駆け出す子どもたち。 田んぼや沼地など水辺の環境が豊かなため、多種多様な生物の小さな楽園だ。

　この日一番の獲物はコオニヤンマ。 このほかオオシオカラトンボやショウジョウトンボ、お腹に卵を抱えたサワガニなども採集した。

　国立公園特別保護地区の仙石原
湿原の一部がトラスト緑地。 「かな
がわの景勝50選」で県内を代表す
る景勝地。 県内ではほとんど無く
なった湿原地帯で、多様な生物が棲
む。 広大な草原が、台ヶ岳などの
山々と一体となった景観を与えて
くれる。

仙石原緑地仙石原緑地 箱根町

仙石原緑地のススキ草原▶

湘南地域

川崎・横浜地域県西地域
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葉山緑地
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桜ヶ丘緑地

日吉緑地

（鎌倉市）

（鎌倉市）

（鎌倉市）

（鎌倉市）

（逗子市）

（葉山町）

（葉山町）

（葉山町）

（葉山町）

（葉山町）

（横須賀市・葉山町）

（横須賀市）

（三浦市）

（三浦市）

（横浜市）

（横浜市）

5

6

12

葛葉緑地

大磯こゆるぎ緑地

川名緑地

（箱根町）

（箱根町）

（箱根町）

（大井町）

（秦野市）

（大磯町）

（藤沢市）

0.66ha 5.79ha

3.91ha 10.4ha

0.17ha

2.43ha 0.23ha

1.96ha

0.43ha

0.10ha

0.21ha

7.05ha

2.76ha

0.74ha

15.96ha

2.35ha

0.31ha

0.52ha

1.75ha

1.62ha

0.39ha

1.06ha

5.13ha

0.45ha

0.25ha

1.07ha

0.57ha

1.20ha

0.03ha

2.27ha

0.88ha

1.24ha

12.69ha

県による買入 24.29ha

県による寄贈等の受入れ 34.31ha
（平成27年3月31日現在）

財団の緑地保存契約 27.98ha

かながわのトラスト緑地
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かながわトラストニュース

　小網代の森は1970年に市街化区域に指定され、ゴル
フ場などの開発計画が持ち上がる。しかし、貴重な自然
環境が再認識され、1995年に「かながわトラストみど
り基金」による緑地の買入れを進め、2005年国が近郊緑
地保全区域に指定し、保全への歩みが始まる。 NPO法人
小網代野外活動調整会議による自然再生活動や県等の
園路整備が進み、2014年に一般開放された。

小網代の森緑地小網代の森緑地 三浦市
こ 　 あ じ ろ

▲一般開放によって、ますます森の保全や環境学習を行うボランティア活動が
不可欠となり、財団による支援の重要性が増している。

▲数年前までササで覆われていた場所も、ボランティアによるササ刈と湿地回復作業により見事湿原に。

森の広葉樹や湿地の新緑が見頃。サラサ
ヤンマやカワトンボなどで賑わう。

干潟ではチゴガニのダンス。 ハサミを上
下し、メスへの求愛ダンスを繰り広げる。 
また、日本最大級のモンキアゲハなどの
蝶類も秋頃まで楽しめる。

銀色に輝くオギ・ヨシ（アシ）原が見頃。心地
よい海風が湿原を通る。 オギはより乾燥し
た場所に生え、ススキのように葉が根元か
ら上に伸び、ヨシはより湿地を好み、葉が茎
の横から出ている。

留鳥や羽を休める冬鳥が見頃。 樹木の葉
が落ち、谷戸や扇状地のランドスケープ
を実感できる。

◀カニの多くは海辺や川辺に
生息しているが、アカテガ
ニは小網代の森のいたると
ころに丸穴の棲みかを作
る。夏の大潮の晩、母ガニは
お腹に抱えた幼生（ゾエア）
を海に放つため、いっせい
に海岸に押し寄せる。

小網代の四季の見どころ
春
4～6月

夏
7～9月

秋
10～12月

冬
1～3月

27

写真：柳瀬 博一
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2015年
12月19日(土) 8:30～

柳瀬 博一

柳瀬 博一 氏 岸　由二 氏 佐野 加奈 氏

養老 孟司 氏

司会：佐野 加奈　ミス日本みどりの女神

東京大学名誉教授

聞き手

NPO法人小網代野外活動
調整会議 副代表

養老 孟司 氏

「小網代の森のこれから」

講演会と

同日開催 栗木山王山特別緑地 竹林整備&除伐作業

※詳細はP１3へ

イベントコーナー 団体パネル展、山作業の道具展示 など

講演

慶應義塾大学名誉教授岸　由二 氏
報告

音楽

programs
都市の少子化、田舎の過疎化は、実は自然環境問題だった。
子どもと自然。 よりよい生き方を一緒に学ぶ子育て方法。
週末は街を出て、森へ行こう。 新ボランティア活動論。

横浜市港南公会堂／港南区総合庁舎5・6階
（市営地下鉄「港南中央駅」
 出口1すぐ）

会場

▲かもめ児童合唱団

2015年 12月19日(土) 
開会14:00（開場13:30）～16：30

午前は竹林整備除伐作業。 昼食後、栗平駅で解散となります。 竹林は毎年定期的な
手入れが必要です。 枯れているものや曲がった竹の整理から、込み合いすぎた所の
除伐などの作業を行います。

講演：養老孟司

財団創立30周年記念事業

　　　  「財団創立30周年記念講演会12月19日」イベント名と日付
／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、WEBサイトにてお申し込みください。
【申込・問合せ先】〒220-0073横浜市西区岡野2-12-20
（公財）かながわトラストみどり財団
　 045-412-2525　　045-412-2300　　midori@ktm.or.jp

申込

養老先生が伝えたい
自然との上手なつきあい方

先着

入場無料
申込受付中

350名様

公益財団法人

かながわトラストみどり財団

港南警察署

鎌
倉
街
道 港南公会堂

市営地下鉄
（ブルーライン）
港南中央駅

バス停：
港南区

総合庁舎前

横浜市立
港南中学校 21

出口1
神奈川県横浜市
港南区港南中央通
10-1
☎045-847-8480

【集合】 小田急線多摩線栗平駅南口



　さる2014（平成26）年9月20日に、かながわトラスト
みどり財団が開催した「桜ヶ丘緑地の明治時代のビー
ル工場遺産講座」で、講座参加者のみなさんと一緒に現
在同財団がトラスト緑地として管理されている横浜市
保土ケ谷区の桜ヶ丘緑地を訪れ、かつてこの地にあっ
た「ビール工場」のお話をさせていただきました。 小稿
では、保土ケ谷の地にあったこの「ビール工場」の歴史
をご紹介し、かつてこの工場の敷地の一部であった
桜ヶ丘緑地が有する歴史的意味を考えてみたいと思い
ます。

　日本におけるビールの工業生産は、横浜・山手の外
国人居留地で始まっており、横浜は日本のビール産業
発祥の地と呼ばれています。
　ビールの本格的な国内生産は、1869（明治2）年に山
手で創業したジャパン・ヨコハマ・ブルワリーを嚆矢
とし、翌1870年にはウィリアム・コープランドが同じ
く山手の地にスプリング・バレー・ブルワリーを起業
します。コープランドが醸造所を構えた敷地は、「麒麟
ビール」を醸造したジャパン・ブルワリーという会社

こう  し

き  りん

に引き継がれていますので、スプリング・バレー・ブル
ワリーは現在のキリンビールの起源と見なすことが
できます。
　こうした外国人によるビール醸造からやや遅れて、
日本人の中からもその将来性に着目して、ビール醸造
に参入しようとする動きが出てきます。 その代表例で
ある1876（明治9）年に札幌に設立された開拓使麦酒
醸造所は明治政府が手がけた官営事業で、現在のサッ
ポロビールの前身にあたります。 
　さらに、明治10年代に入ると多くの日本人起業家が
ビール醸造へ参入し、品質や経営規模の面で限界は
あったものの、産業としての基盤が次第に整っていく
こととなります。 
　続く1887（明治20）年前後には、前述したジャパン・
ブルワリー、「恵比寿ビール」を醸造する日本麦酒醸造
（現サッポロビール）、開拓使麦酒醸造所を民営化した
札幌麦酒、「アサヒビール」を醸造する大阪麦酒（現ア
サヒビール）の各社が相次いで設立され、大規模な機
械設備を導入したビールの大量生産が開始されます。
　それにともない、明治10年代後半から20年代前半
にかけて盛んであった全国の中小規模のビール醸造
所は、次第に淘汰され姿を消していくこととなるので
す。

　では、保土ケ谷にあった「ビール工場」は、こうした
日本ビール産業の歴史の中でどのような位置づけに
あるのでしょうか。
　この工場は、1897（明治30）年に東京市麹町区紀尾
井町から保土ケ谷の地（当時の神奈川県橘樹郡保土ヶ
谷町神戸字芝ヶ谷）に移転してきた東京麦酒株式会社
の工場でした。 同社は、1878（明治11）年に東京の洋
酒販売商金沢三右衛門らが興した発酵社を前身とし
ています。 発酵社は、明治10年代後半に国内最大の製
造高を誇った「桜田ビール」を醸造し、日本のビール産
業草創期を牽引したビール醸造所でした。 
　ビールには大きく分けてイギリス風の上面発酵
ビールとドイツ風の下面発酵ビールの2種類があり、
現在日本の大手ビールメーカーが販売しているビー
ルのほとんどはドイツ風のビールですが、明治10年代
の日本ではイギリス風のビールが優勢で、「桜田」もイ
ギリス風のビールでした。 
　しかし、明治20年前後に相次いで設立された前述の
各社が、大規模な機械設備を導入しドイツ風ビールを
大量生産するようになると、イギリス風に比べて飲み
やすいドイツ風が日本人に好まれるようになり、生産
規模の面でも劣勢となった「桜田」は東京麦酒へと改
組を行うとともに、ドイツ風ビールの生産へ転換する
ことを決断し、その起死回生の地として選ばれたのが
保土ヶ谷の地だったのです。東京麦酒は、保土ケ谷へ
の工場移転の翌1898年にドイツ風の「東京ビール」
（写真2）を発売します。

　保土ケ谷移転後の東京麦酒は生産量を拡大させ、
1900（明治33）年には国内のビール会社ではじめて
ビール瓶の打栓に王冠を使用するなど、業界で一定の
存在感を示しましたが、次第に経営に行き詰まり、
1906年に東京麦酒新株式会社と改称し、その翌1907
年には大日本麦酒株式会社に買収されてしまいます。
大日本麦酒は、1906年に前述した札幌麦酒・日本麦
酒・大阪麦酒の3社が合併して設立された業界で圧倒
的地位を誇るトップ企業でした。 大日本麦酒保土ヶ谷
工場となった「ビール工場」では、当初「東京ビール」の
生産が続けられました。 
　しかし、「サッポロ」「ヱビス」「アサヒ」の3大ブラン
ドを擁する大日本麦酒において「東京」ブランドを維
持するメリットは少なく、同社が1909（明治42）年に
清涼飲料水事業に参入し、保土ケ谷の「ビール工場」に
その製造設備が設置された時点で「東京ビール」の生
産は休止され、「ビール工場」は「シトロン」（現「リボン
シトロン」）などの清涼飲料水を製造する工場に転換
したものと考えられます。 つまり保土ヶ谷の「ビール
工場」の歴史は、わずか10年あまりであったというこ
とになります。
　小稿の冒頭に掲げたのは、大日本麦酒の後継会社で
あるサッポロビールが所蔵する大日本麦酒時代に撮
影したと思われる「ビール工場」の古写真です（写真
1）。 写真中央から右寄りに5階建て相当の高層部分を
含む煉瓦造の大規模な建物が見えます。 ここが「ビー
ル工場」時代に製麦・仕込・発酵・貯酒の各工程を行っ
ていた工場の心臓部であろうと思われます。 
　そして、工場の後背地に広がっているのが現在の
桜ヶ丘緑地です。桜ヶ丘緑地がいつからこの「ビール
工場」の敷地であったのかは、資料不足のため明確では
ありませんが、少なくとも昭和初期には大日本麦酒の
所有地であったことは確認できます。

フィールドノート
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１ なぜ保土ケ谷に「ビール工場」が
　 あったのか？

桜ヶ丘緑地にあった「ビール工場」桜ヶ丘緑地にあった「ビール工場」
丹治  雄一神奈川県立歴史博物館 学芸部 主任学芸員

明治末期ごろの保土ヶ谷の「ビール工場」（サッポロビール所蔵）写真 1



　では、保土ケ谷にあった「ビール工場」は、こうした
日本ビール産業の歴史の中でどのような位置づけに
あるのでしょうか。
　この工場は、1897（明治30）年に東京市麹町区紀尾
井町から保土ケ谷の地（当時の神奈川県橘樹郡保土ヶ
谷町神戸字芝ヶ谷）に移転してきた東京麦酒株式会社
の工場でした。 同社は、1878（明治11）年に東京の洋
酒販売商金沢三右衛門らが興した発酵社を前身とし
ています。 発酵社は、明治10年代後半に国内最大の製
造高を誇った「桜田ビール」を醸造し、日本のビール産
業草創期を牽引したビール醸造所でした。 
　ビールには大きく分けてイギリス風の上面発酵
ビールとドイツ風の下面発酵ビールの2種類があり、
現在日本の大手ビールメーカーが販売しているビー
ルのほとんどはドイツ風のビールですが、明治10年代
の日本ではイギリス風のビールが優勢で、「桜田」もイ
ギリス風のビールでした。 
　しかし、明治20年前後に相次いで設立された前述の
各社が、大規模な機械設備を導入しドイツ風ビールを
大量生産するようになると、イギリス風に比べて飲み
やすいドイツ風が日本人に好まれるようになり、生産
規模の面でも劣勢となった「桜田」は東京麦酒へと改
組を行うとともに、ドイツ風ビールの生産へ転換する
ことを決断し、その起死回生の地として選ばれたのが
保土ヶ谷の地だったのです。東京麦酒は、保土ケ谷へ
の工場移転の翌1898年にドイツ風の「東京ビール」
（写真2）を発売します。

　保土ケ谷移転後の東京麦酒は生産量を拡大させ、
1900（明治33）年には国内のビール会社ではじめて
ビール瓶の打栓に王冠を使用するなど、業界で一定の
存在感を示しましたが、次第に経営に行き詰まり、
1906年に東京麦酒新株式会社と改称し、その翌1907
年には大日本麦酒株式会社に買収されてしまいます。
大日本麦酒は、1906年に前述した札幌麦酒・日本麦
酒・大阪麦酒の3社が合併して設立された業界で圧倒
的地位を誇るトップ企業でした。 大日本麦酒保土ヶ谷
工場となった「ビール工場」では、当初「東京ビール」の
生産が続けられました。 
　しかし、「サッポロ」「ヱビス」「アサヒ」の3大ブラン
ドを擁する大日本麦酒において「東京」ブランドを維
持するメリットは少なく、同社が1909（明治42）年に
清涼飲料水事業に参入し、保土ケ谷の「ビール工場」に
その製造設備が設置された時点で「東京ビール」の生
産は休止され、「ビール工場」は「シトロン」（現「リボン
シトロン」）などの清涼飲料水を製造する工場に転換
したものと考えられます。 つまり保土ヶ谷の「ビール
工場」の歴史は、わずか10年あまりであったというこ
とになります。
　小稿の冒頭に掲げたのは、大日本麦酒の後継会社で
あるサッポロビールが所蔵する大日本麦酒時代に撮
影したと思われる「ビール工場」の古写真です（写真
1）。 写真中央から右寄りに5階建て相当の高層部分を
含む煉瓦造の大規模な建物が見えます。 ここが「ビー
ル工場」時代に製麦・仕込・発酵・貯酒の各工程を行っ
ていた工場の心臓部であろうと思われます。 
　そして、工場の後背地に広がっているのが現在の
桜ヶ丘緑地です。桜ヶ丘緑地がいつからこの「ビール
工場」の敷地であったのかは、資料不足のため明確では
ありませんが、少なくとも昭和初期には大日本麦酒の
所有地であったことは確認できます。

989.on」リドミ「 秋 5102 団財りどみトスラトわがなか

フィールドノート

2  「ビール工場」から
　 清涼飲料水・製瓶工場へ

東京麦酒株式会社時代の「東京ビール」ラベル写真 2

祠の跡ではないかと伝わる遺構写真 3
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丹治   雄一
Tanji  Yuichi

神奈川県立歴史博物館　学芸部 主任学芸員
日本近現代史専攻。ビール産業史や近代建築史
に関する調査研究や展示等を担当している。

プロフィール

図1部分拡大写真 5

桜ヶ丘緑地に現存する煉瓦造構造物写真 4

　また、同緑地には「ビール工場」時代に遡る可能性が
ある煉瓦造構造物（写真3）やかつての祠の跡ではない
かと伝わる遺構が現存しています。 煉瓦造構造物の用
途は現在のところ不詳ですが、緑地内では現在も地下
水の湧出が見られることと、サッポロビールが所蔵す
る大日本麦酒時代の資料に、東京麦酒が契約していた
「ビール工場」周辺の湧水や用水の利用継続の契約書
の控があることから、ビール醸造に関わる湧水利用の
ための施設である可能性を指摘することができます。
　また、祠の跡とされる遺構に関連して図1を拡大し
て見てみると、鳥居と思しき構造物が確認できます
（写真4）。 この「鳥居」は、講座で使用するために図1を
写真パネルに打ち出していただいたことにより「発
見」することができたものです。 現在、緑地内で鳥居の
痕跡を見い出すことはできませんが、写真に写る鳥居
の「発見」は、祠が存在した可能性が高かったことを示
しているといえるでしょう。
　さて、清涼飲料水工場に転換した「ビール工場」のそ
の後にも簡単に触れておきましょう。 1916（大正5）
年に、工場の隣接地（写真1で工場正門の左手前の敷
地）にビール瓶を製造する製瓶工場が建設されます。 

工場を設置した日本硝子工業株式会社は、1920年に
大日本麦酒に吸収合併され、製瓶工場は清涼飲料水工
場と一体で保土ヶ谷工場として運営されるようにな
りました。 1923（大正12）年9月1日の関東大震災では
工場内の多くの建物が倒壊し、死傷者も出ています。 
煉瓦造の「ビール工場」はこの時倒壊したものと思わ
れます。 
　その後1936（昭和11）年に、大日本麦酒が所有する
保土ヶ谷はじめ全国の製瓶工場の資産を継承して日
本硝子株式会社（現日本山村硝子株式会社）が設立さ
れると、かつての「ビール工場」は製瓶専業の工場とな
り、戦後までその事業を継続しました。 製瓶工場は
1985（昭和60）年に閉鎖され、現在は「横浜ビジネス
パーク」に再開発されています。

　桜ヶ丘緑地は、短期間ではありますが「東京ビール」
というビールが醸造され、その後清涼飲料水工場およ
び製瓶工場として長く使われた敷地の一部であり、
「ビール工場」操業時にさかのぼる可能性がある遺構
が遺されている、ビール発祥の地・横浜にある日本
ビール産業史を語る上で重要な位置を占める場所で
す。今後も調査を継続してこの工場の歴史的変遷を明
らかにする必要があることを確認するとともに、工場
時代の遺構が遺るこの緑地が長く保存されることを
願っています。

3  桜ヶ丘緑地の歴史的意味
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2014年
8月1日(土)・2日(日)・15日(土)・16日(土)小網代の森アカテガニ放仔観察会

ほう　し平成２７年度

　８月全４回のアカテガニ放仔観察会は天候に巡まれ、すべて
予定どおり実施できました。
　アカテガニの放仔とは夏の大潮の晩に、森に棲むアカテガニ
がお腹に抱えた子どもたちを海に放つことで、産卵ではなく子
ども（幼生・ゾエア）を放つため放仔といわれます。 放仔で放たれ
たゾエアはひと月ばかりを海で過ごし、また森に帰ってきます。
　午後２時30分に三崎口駅に集合し、バスで引橋まで移動し、引
橋入口から「中央の谷コース」で自然観察を行いました。 小網代
の森の保全の経緯や生きものの生態、ボランティア活動などを

スタッフが解説しながら、ゆっくり１時間程度で森を下ります。
　そして、夕暮れ前にガイダンスを受け、アカテガニの放仔を
“海から見る”ため海岸線に一列に並び、夕暮れを待ちました。
　既に浜に着くと数匹のアカテガニが放仔していましたが、日
没30分前後で、次から次へとアカテガニが岸へ降りていきます。
　アカテガニは小網代のように森と海が一体となった自然環境
が必要です。 スタッフによると、アカテガニの数はここ数年で
一番多いということで、湿原回復などアカテガニが生息しやす
い環境が整備され、その成果が出ているようです。

掲載された方には、
財団オリジナルグッズなど  
粗品をプレゼントします。

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から一部を紹介します。お便り紹介

　知識も持たず“楽しそう”という理由で参加しま
した。 植物やカニについて詳しく教えていただき、
子どもがすごく喜び「夏休みの自由課題にしたい」
といいだし、すぐに作りました。（工藤さま）
項目も要点もうまくまとめられていますね！カニや
ゾエアもイラストも可愛らしいです。（事務局）

　月の満ち欠けに導かれて浜いっぱいに集まるアカテガ
ニを想像して、ずっと見たいと思っていました。今回、小
学５年の息子にかこつけて参加し、長年抱いていた夢以
上に素晴らしい光景に出会うことができました。そして、
カニ観察だけではなく、小網代の豊かな自然を、地形や動
植物の丁寧な解説とともにめいっぱい体感できました。
帰り途、暗闇の中を川の上流に向かって登っていきなが
ら、息子に「今日は楽しかったね」と言うと、「過去形? オ
レは今すっごく楽しい」と。目をキラキラさせている姿
に、胸が熱くなりました。（後藤さま）
こちらこそ、楽しい時間を共有できてうれしいです。（事務局）

97号掲載の植物イラス
トを便りいただきまし
た。（事務局）

イベントの感想
ミドリの感想平成27年７月18日（土） アカテガニ放仔観察会

▲「人は海　カニは陸」 岸に集まる
カニの放仔を邪魔しないよう長
靴をはいて海から見る参加者。

◀引橋入口から
　エノキテラスまで散策

お腹に子どもを抱え、　
海にやってきた母アカテガニ▶



かながわトラストみどり財団 主催イベント

～小網代の森を応援！～
京急百貨店エコウィーク

申込
方法

　2015年8月9日（日）、10日（月）京急百貨店エコウィーク
として小網代の森の保全活動をPRする機会をいただきまし
た。 会場ではパネル展やセミナーが行われるほか、県内で採
取された、どんぐりなどの木の実を使った工作コーナーに
は、たくさんの方が来場されました。

【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

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。

30人（先着順）
受付：11/1～

会員
一般

無料
500円

自然観察会

【講師】 グリーンタフ
【集合】 小田急線 
　　　相模大野駅

野鳥観察会24日（日）1月
2016年

9時45分～15時

自然観察会

大船フラワーセンター
自然観察会
【講師】 坂本 英介 氏　　
【集合】 園内の
　　　財団ブース前

イベント

12 かながわトラストみどり財団 2015 秋 「ミドリ」no.98

トラスト会員募集中!詳しくは裏表紙をご覧ください

企業の
社会貢献
活動

▲子どもたちに人気の
　クラフト作業

◀作品と一緒に
▲パネル展示 5日（土）12月

12月19日（土）

30人（先着順）受付中

会員
一般 800円

300円

六国見山・御谷を巡る
北鎌倉ハイキング

日本ナショナル・トラスト運動発祥の地・鎌倉を行く日本ナショナル・トラスト運動発祥の地・鎌倉を行く

9時～12時30分

開会：14時～16時30分

お や つ

※建長寺拝観料等含む・
　小中学生は200円引

※写真はイメージです

財団創立30周年記念講演会

財団創立30周年記念事業 ※写真はイメージです

※写真はイメージです

▶毎年行われるフラワーフェスティバル内で、園内の
植物についてのお話と特別観察会を実施します。 

　【持ち物・服装】 飲物・雨具・筆記用具・トラスト会員
証（会員の方）、動きやすい服装、歩きやすい靴で

【コース】 相模大野駅～北里大学病院～横浜水道沈
澱池～相模原公園～女子美大～相模大野駅（解散）

20人（先着順）
受付中

各
回

① 10時～ 
② 11時～
（各回40分）

31日（土）10月

会員
一般

無料
500円

＋入園料

講演：養老孟司

※詳細および申込方法はP7へ

【集合】 JR北鎌倉駅改札口（1番線側）
【コース】北鎌倉駅～高野の切通～
六国見山～天園ハイキングコース～
建長寺～御谷（解散）　※帰路は北
鎌倉または鎌倉へ(徒歩圏内) 
【健脚向けコース】 行程距離5.67Km
（高低差130ｍアップダウンあり）

高野の切通（写真：上）
　「鎌倉七口」程の知名度はあ
りませんが、住宅街にひっそ
りと残る切通です。 昔交通路
として山を掘り下げた要所で
あり、ゆるやかなカーブが続
き、切通としての歴史的な景
観を楽しむことができます。

▲六国見山展望台
　相模、武蔵、安房、
上総、下総、伊豆の
六国が一望できた
ことに由来し、た
いへん風光明媚な
場所です。

▲御谷（おやつ）の森
　鎌倉八幡宮の裏山で、昭和39年宅地造成計画が持ち上がり、
それを反対した市民運動が起こり、全国的な広がりとなりま
した。現在では(公財)鎌倉風致保存会によって保全され、「日本
のナショナル・トラスト運動発祥の地」といわれています。

高野の切通

建長寺半僧坊



2015年
開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

県民参加の森林づくり

11月 【集合】 小田急線 秦野駅南口：8時30分（専用バスで移動）
　　　中井中央公園野球場脇駐車場：9時
【共催】 中井町 

11日（水）
予備日：11/12（木）

竹林整備

中井町 中井中央公園

【集合】 小田急線 開成駅西口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
◆交流会でボランティア団体を紹介します。 

22日（日）
予備日：11/23（月）

枝打ち&交流会
南足柄市 塚原水源林

※満員になり次第締切

【集合】 小田急線 伊勢原駅北口：8時30分（専用バスで移動）
【共催】 伊勢原市 

6 日（日）
予備日：　無

間 伐
伊勢原市 日向

【集合】 小田急多摩線  栗平駅南口：8時30分
　　　（徒歩で現地）
【共催】 川崎市 

19日（土）
予備日：12/20（日）

竹林整備＆除伐

川崎市 栗木山王山特別緑地

12月

100人
（先着順）

受付中

150人
（先着順）

受付中

100人
（先着順）

受付中

100人
（先着順）

受付中

100人
（先着順）

受付：11/1～
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2016年

予備日：1/17（日） 中郡大磯町 おおいそ学園

1月 16日（土） 除 伐 【集合】 ＪＲ東海道線 二宮駅北口：8時30分（専用バスで移動）
【共催】 神奈川県立おおいそ学園

【主催】小網代野外活動
　　　調整会議
　　　045-540-8320
【集合】京急三崎口駅前

申込不要
直接現地へ

どなたも 無料

9時30分～
12時（現地解散）

毎月第3日曜 毎月 第1日曜・
　 　第3土曜

【問合せ】桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクト事務局　荒川
　　　  （　sakura.trust@gmail.com）

◆定期ボランティア作業を行っています。１５年間放置されていた
テニスコート跡地に、森や田んぼを手づくりし、豊かな生態系を再
生するプロジェクトです。

小網代の森ボランティアウォーク 桜ヶ丘緑地のボランティア活動
市民団体の活動

◆汚れてもよい山歩きの服装で、申込は不要で
す。スタッフが小網代の森の自然の様子や保全
事業の状況を解説しながら散策し、ごみ拾いな
どの体験ボランティアをしていただきます。 

【主催】
桜ヶ丘・水辺のある森
再生プロジェクト

※雨天中止

ボランティアデビュ
ーを

してみませんか？

どなたでも無料でご参加いただけます。

【持ち物】
お弁当（一部を除く）・水筒・タオル・ノート・筆記用具・
ハンカチ・ティッシュペーパー・防水スプレー・雨具など

【服装】
帽子・長袖・長ズボン・安全靴または登山靴など

県民参加の森林づくり申込
方法【申込先】 課林森りどみ 団財りどみトスラトわがなか）財公（ 

　　　　     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】 予備日のある場合は延期、ない場合は中止となります。　
【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。

県内の地元地域で行う観察会やボランティア活動などを機関誌ミドリで紹介します。 ご希望の方はイベント名、日時、
連絡先、詳細（80字以内）をEメール、FAX、写真があればイメージを財団事務局までお送りください。

市民活動を機関誌「ミドリ」で告知しませんか？

※紙面の都合上、掲載できない場合があります。

次号発行は12月末予定です。 およそ翌年１月下旬から３月初旬開催を目途に投稿してください。 なお、応募締切は11月10日です。 

イベント

講座
ボランティア

※団体参加の場合は事前に小網代野外活動調整会議までご一報ください。
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募集中!!

現在の会員数
（平成27年 7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

11,159人

3,842人

7,063人

254人

318人

5人

11,482人

（1,173人）

（493人）

（660人）

（20人）

（1,173人）
※（　）内は、トラスト緑地保全支援会員数

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。

　当基金は、神奈川県に設置され、緑地の買入や財団の行う事業への助
成など、かながわのナショナル・トラスト運動を推進する原動力となっ
ています。

「かながわトラストみどり基金」実績

「かながわトラストみどり基金」への募金・寄附累計額

緑栄造園・日比谷アメニス共同事業体、座間市に緑を育てる市民の会、ユニー株式会社、一般
社団法人神奈川県測量設計業協会、株式会社伊藤園、ライオンズクラブ国際協会330-Ｂ地
区、横浜緑地株式会社、株式会社神奈川保健事業社、ウエインズグループ、株式会社環境管理
センター、一般社団法人茶道裏千家淡交会第46回関東地区大会、株式会社りそな銀行、一般
社団法人神奈川県造園業協会、神奈川エビネ会、羽鳥　亨、藤崎 英輔、関水 和之

大井まちづくりコミュニティ研究会、（有）落合久造商店、山野草に親しむ会、相洋産業（株）、
（株）ヤマシゲ、赤木 豊、新井通子、井口琢郎、磯部せつ、井上哲也、岩田佳世子、岩本千歳、
岩本信冶、内貴治子、梅川照子、大浦輝幸、大川須美、大河内忠義、大塚和夫、大山たか子、
金森 悟、金子和子、金田成生、上内和恵、上村要子、栢原和子、北岡功次、木籐紘次、木山英
雄、久保幸子、桑原京子、小日向 明、佐藤倶規、佐藤三郎、佐藤正弘、志々目一徳、柴崎えつ
子、清水紀彦、首藤 智、菅井良幸、菅沼千幸子、鈴木和男、祖父川精治、高橋 淳、髙橋敏雄、
堂園美穂子、飛松正記、野田重雄、濱中知子、星 江里子、牧寛、増子武教、松尾雄幸、松田江
利子、見永圭子、村山愛子、矢澤千旦、矢部黎子、山本勝久、与儀達昭

「かながわトラストみどり財団」への寄附　 2015年6月～7月（敬称略）

「かながわトラストみどり基金」への寄附　2015年2月～6月（敬称略）

13億3,615万4,423円 （2015年6月末現在）

事業報告及び決算報告
平成２6年度

平成２6年度決算報告

事業活動収入
1億 9,200万円

事業活動支出
1億9,090万円

基本財産 5,427,723円

補助金
143,368,000円

県民参加の
森林づくり事業
66,621,000円

緑地保全事業
50,416,655円

普及啓発事業
26,466,774円

地域
緑化活動事業
16,824,951円

緑の募金事業
19,447,921円

法人会計（管理費）
11,130,447円

負担金
1,594,300円 寄付金

23,492,096円

雑収入 396,654円

（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

積立の差額は△60万円であり、
収支差額50万円を次年度に繰り
越します。

　平成26年度の事業は、一般開園した小網代の森のオー
プニングイベントとして「トラスト緑地の音楽会＠小網
代の森」を開催したほか、WEBサイトや機関誌「ミドリ」に
よる情報提供などの普及啓発を行いました。 また森林ボ
ランティア活動などの県民参加の森林づくり事業、地域
緑化活動事業、緑地保全事業、緑の募金事業の５事業を
主軸に展開しました。

普及啓発事業

地域緑化活動事業

緑地保全事業

県民参加の森林づくり事業

緑の募金事業

法人会計（管理費）

トラスト運動への関心を高め、財団の進める活動を広げて
いくため、パンフレット・機関誌の作成やイベント等を実施
地域の特性を活かした緑化活動を行うため、地区推進協
議会を設置し、みどりの実践団体の育成、植樹活動を支援
トラスト緑地の保存契約地における維持管理のほか、市町村
等への緑地保全の支援、トラスト緑地保全支援事業を実施
森林のボランティア活動の推進やインストラクター養成
等事業、森林づくりに関する普及啓発活動を実施
緑の募金を活用した、学校・地域の緑化活動や緑の少年団
などの環境教育を実施
理事会・評議員会の開催や事務局の運営のための人件費
や事務費

事業活動支出事業活動収入

会費 17,386,500円
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　財団は県内各地において、かながわのナショナル・トラスト運動及び県土緑化運動を

行い、自然環境、歴史的環境の保全と緑化の推進を図っています。 みどり豊かな神奈川に

することを目的に、これからも活動を取り組むため、財団の事業へご支援をお願いします。

　かながわのナショナ
ル・トラスト運動及び県
土緑化運動を多くの皆さ
まに知っていただき、活
動に協力してもらうため
の事業。　

「30周年記念バッジいずれか1個」を進呈

付属の振込用紙で、ゆうちょ銀行・
郵便局の窓口で手続きできます。

１．会員の皆さまの会費の振込につきましては、別途、更新のご案内とともに会費専用用紙を
　  お送りいたしますので、そちらの用紙をお使いください。 本用紙はキャンペーン用振込用紙です。
２．振込の寄付金内訳が記載ない場合は、財団への寄付とさせていただきます。
３．財団へご寄付いただいた皆様を機関誌ミドリ等で紹介いたします。 紹介不要の方は振込用紙の
　  通信欄に「匿名希望」とご記入ください。
４．領収書や礼状等の返信がご不要の方は、振込用紙内の通信欄にその旨のチェックをお願いします。

同封の振込用紙の取扱について

財団事業にご支援をお願いします

小網代の森（緑地保全事業）

緑の実践団体研修会

下刈り作業

水源林広報

普及啓発事業

　ボランティア参加による森林づくり活動や小中
高校生の森林体験学習を行うほか、森林インスト
ラクターの養成及び派遣の支援など、県民の森林
への理解や森林づくりの参加を促進する事業。

　1,000円以上のご寄付で、財団創立30周年を記念したオリジナル記念
バッジ３種のうち、いずれか１個をプレゼントいたします。
※バッジご不要の方は同封の振込用紙の通信欄に □ をお願いします。 また、
進呈バッジの種類を指定の方は通信欄に欲しい種名をご記入ください。な
お、数に限りがありますので、種類
のご希望に添えない場合がありま
すことをご了承ください。

県民参加の森林づ
くり事業

緑の募金事業

地域緑化活動事
業

　県内で緑の募金運動を
展開し、その募金は学校や
公共的な場所の緑化、丹沢
への植樹等に活用される。

緑地保全事業
　緑地所有者との保存契約を行い
トラスト緑地の維持管理活動等を
行うほか、小網代の森などトラスト緑
地の保全を支援する事業を実施。

　地域の市民団体を支
援するほか、地域に根差
した活動を行うため地区
推進協議会を設置。
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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、写真とエッセーをお寄せくだ
さい。 動植物から風景写真など、皆さまの作品をお待ちしております。 採
用された方には粗品をプレゼント。
応募方法：作品は用紙かデータ（JPEGなど）、撮影場所、題目、説明（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
権は十分に配慮してください。

　大山の東麓、厚木・七沢温泉の奥に延びる林道を登り詰め、さら
に奥にある滝を探索中、20ｍ程先にいるカモシカと遭遇した。 予
想もしていなかったので、興奮気味にシャッターを押した。 カモシ
カは、しばらく、こちらの様子を窺っていたが、そのうち、ゆっくりと視
界から消えた。

「えっ!  厚木にカモシカ!」
写真撮影者：西出さん（厚木市）　撮影月日：2015年2月  撮影場所：厚木市

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
（小網代の森緑地・久田緑地・桜ケ丘緑地）を支
援していただきます。 会費の全額が支援緑地
の自然再生や管理作業費用に充てられます。

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。

会員の皆さまへ
※転居先不明で返送される方が増えています。 住所などの変更が 
　ありましたらご連絡ください。 
※機関誌「ミドリ」は財団公式　WEBサイト（http://ktm.or.jp）で
　読むことができます。 個別の発送停止をご希望の方は財団事務
　局までご連絡ください。


