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自然へ一歩

絵と文：江良 弘光
サイエンティック・イラストレーター
NPO法人 小網代野外活動調整会議メンバー

え　ら　  ひろみつ

　トンボは生きた宝石のような生きものですが、中
でも美しいと言われるのがマルタンヤンマです。日
本一とまで言う人もいます。 成熟したオスはハネ
が茶色になり、眼も胸も深いコバルトブルーに染ま
り、そう言われるのも納得の美しさです。ですが、昼
は木陰で休んでいて早朝と夕暮れに高いところを
飛ぶ習性があり、めったに見ることができません。
　また、開けた池より、植物のはえた湿原のような移
ろい易い環境を好むためか、安定した繁殖地が少な
く、そういった点でも出会うのが難しいトンボです。

　そんなマルタンヤンマですが、2015年の小網代
の谷でたくさん見られました。 これはNPO法人小
網代野外活動調整会議による管理作業で多様な湿
原が急速に回復し、このトンボが好む環境が大幅に
増えたためだと思われます。
　現在も湿原回復は順調に進んでいて、マルタンヤ
ンマが喜びそうな環境が益々増えています。 来年
もこの美しいトンボがたくさん見られるかも知れ
ません。 今から楽しみです。

「マルタンヤンマ」
青いヤンマ
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財団創立30周年記念インタビュー

財団創立30周年記念

かながわ森林
インストラクター
かながわ森林
インストラクター

― 森林インストラクターとその会の成り立ちについ
て伺います。―
久保
　神奈川県は全国に先駆けて、森林インストラクター
の養成事業を平成2年4月に始めました。 多くの応募者
の中で、抽選によって選ばれた30名が県立『21世紀の
森』に集まり、2年に及ぶ1期生の研修が始まりました。

　2年目には、研修とともに既にインストラクターとし
ても参加し、実践作業を通して、学習を重ねていきまし
た。 研修期間中に実践も取り入れる仕組みは現在でも
続いています。
　そして、平成4年に2年間の研修を終え、県知事認定の
森林インストラクターが誕生したわけです。 併せて、イ
ンストラクターのメンバーが組織としてまとまり、より
自主的な活動、より活躍できる機会を得るために『かな
がわ森林インストラクターの会』として組織化されまし
た。 インストラクターが会を設立することは全国でも初
の試み（※）で、活動理念や規約、ロゴマークに至るまで、

メンバーが苦労を重ねて作り上げたと聞いています。
　また、平成7年には当時指導的な役割を担っていたか
ながわ森林財団による「神奈川県森林インストラク
ター検討委員会」による提言があり、広い視点と長期的
展望による活動を推進していくよう、今後のインスト
ラクター活動へ期待が高まるものでした。

　

　具体的には、行政や企業、財団と当会のネットワーク
化を図り、インストラクターの活躍の場を広げ、県民参
加による森林づくり運動を推進するため

　の四部会を設けるものでした。 現在、これに

　　　　　　　　　　　　も加わり、主に５つの活動

を行っています。 また「やどりき水源林」は設立当初か
ら活動拠点としています。 水源林をベースに森林整備
や自然観察のほか、水源林を巡る｢森の案内人｣や「成長
の森の案内人」を行っています。

※やどりき水源林については、9頁に紹介されています。

左から、インストラクターの宮本 聰 氏(4期)、
赤﨑 さほり 氏(12期)、久保 重明 理事長(8期)、
大原 正志 氏(13期)、聞き手／籾山 希望(財団事務局)

※当時、森林インストラクター制度を有していたのは
　宮崎県のみ。

　NPO法人かながわ森林インストラクターの
会は20年以上にわたり、神奈川県や財団との連
携のもと、県内の森林づくりボランティア活動
や、PRイベント等を通じて、多くの方に森林の
果たす役割、森林づくりの重要性を伝えてきた。
今回、やどりき水源林で神奈川県森林インスト
ラクターのメンバーにお話を伺った。

① 森林づくり　　　　　② 自然観察

③ 森林文化　　　　　　④ 普及啓発

⑤ 森林癒し部会
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　そして平成19年にNPO法人化し、より組織体制の
強化が行われました。 これまで認定されたインスト
ラクターは現在、428名で、うち会員は278名になっ
ています。 
　また今年11月に養成講座を終え、晴れてインスト
ラクターとなる仲間が増えます。

― 皆さんがインストラクターになったきっかけを教え
てください―

宮本
　平成5年に「県のたより」を見て応募しました。 認定
されて20年目。 実際の活動歴は16年。 もともと草花
や樹木が大好きで、当時から森林環境の衰退が叫ばれ
ており、農林水産業にも興味があったので、実際にイ
ンストラクターになって、実践的に学びはじました。
久保
　大学の専攻からそのまま仕事へつながり、地質調査
を続けてきました。 それで退職間際に今後の行く末を
考え、他の市民団体で植物相調査などもやってみたの
ですが、より実践的な活動ができるインストラクター
に惹かれて申し込みました。
　樹木管理の課題を学びつつ下刈りや間伐をどっぷ
りやってきました。 とくに雑木林の管理は大変で、樹
種によって重かったり割けやすかったりなどさまざ
まな癖があります。 また、伐採後の枝木の処理方法が
違うことなどを習得するわけです。
　こうしたことが生きて、現在メンバー数名が「かな
がわ県民会議」のモニターになっています。 より専門
的な見地から意見を述べることができるため、さまざ
まな活躍の場があります。

赤﨑
　小さい頃から、祖母が鍋割山荘の草野さんの大ファ
ンで、よく山登りをしていました。 そして30歳を過ぎ
て育児も済んだ頃、子どもの頃によく登っていた山に
行ってみて、その荒廃ぶりにびっくり。 元々大学でも
森林生態学や分類学を専攻していたので、これから林
業や自然再生に自分が貢献できないかと思い、参加し
ました。
大原
　この中では一番新米で、認定は2年前になります。 
私も「県のたより」で知りました。 それまでは、経済利
益追求のエコノミック・アニマル、夜討ち朝駆けの会
社人間でした。 退職間近のときに会社が開いた定年セ
ミナーなどに出て、第２の人生を考えようと思い始め
ていた矢先に、「県のたより」の“インストラクター”と
いう文字に目が留まりました。
　私も学生時代は山登りや環境保護活動をやってい
たので、それを思い出した。タイミングが良かったと
思います。

財団創立30周年記念

かながわ森林インストラクターの会の主要な活動

森林づくり 自然観察 森林文化 普及啓発 森林癒し1 2 3 4 5
　植樹や下草刈り、枝
打ち、間伐などの作業
指導を行うとともに、
森の手入れの意義や
森林の機能について
の解説を行います。 
また、豊かな森林づく
りのための整備活動
を行います。

　森を探訪しながら、
森林の機能やそこに
生息する生き物の生
態および人との関わ
りについて解説し、森
の楽しみ方を案内し
ます。 県内各地で自然
観察会や｢森林探訪｣
も開催しています。

　森からのめぐみを
使った木工・クラフ
ト・紙すきなどの製作
指導や、中山間地域に
培われてきた伝承文
化、民俗、自然との共
生の知恵を学ぶお手
伝いをします。

　森林の大切さを県
民に伝えるとともに、
市町村、学校、企業、団
体等の森林・林業に関
する各種イベントや、
学習講習などの開催
についての企画や推
進の支援をします。

　森の中で五感を
使った散策などを通
し、森林が人のこころ
やからだに及ぼす働
きを体験できます。心
身の疲れを癒し、健康
でこころ豊かな生活
ができるようにお手
伝いします。
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財団創立30周年記念

― 活動していて楽しいこと、うれしいことは―
宮本
　観察会後の達成感を大事にしています。 そのため
に、しっかり準備を重ね下見を繰り返したり、見つけ
た植物の名前を図鑑で調べたりして臨みます。
久保
　そう、うまく伝えたい思いで、積極的に勉強します。
そしてイベントを重ねて、対応能力が蓄積されていくこ
とが楽しくなります。 すると、もっと勉強したくなる。
大原
　植物の種類がわかると、会社生活でこれまで見向き
もしなかった植物が見えてくるわけですから、新鮮な
毎日の連続でした。 そして気が付けば本棚に並ぶ種類
が全部変わってしまいました。（笑）
赤﨑
　やはり、安全に観察してもらうためにも、よく下見
をしますね。 また１人の意見だけではなく皆で意見を
合わせて、問題が抜け落ちてないか確かめます。
　また、良かったことは以前企業の社会貢献イベント
として、まったく関心のない社員の皆さんをガイドし
たのですが、しっかりと観るポイントを伝えたら、最
後帰る際になって、数名の方がスギかヒノキかの同定
を熱心にされていて、ああ～足元の自然に興味を持っ
てくれた！と思い、ほんとにうれしくなりました。
宮本
　参加者によっては、知識をもった方もいるわけで、
マニアックな話を聞かれるわけですよ。 私たちもそれ
に答えようと準備するわけです。 学名や科名、名前の
起源など、みんな調べて臨むわけですが、それでも相
手が知っていたら、その時は、もう気持ちよくしゃ
べってもらいます。（笑）

― 次に神奈川県の森林について、今皆さんの関心事を
お聞かせください―
大原
　やはり、人工林も含め手入れが行き届いていない森
林が多いことです。 間伐の手を入れてもコストの関係
で切り出し木材はそのまま堆積する。 日本特有の地形
と気候が、豊かな自然環境を作り、それを利用してこ
その「人工林」であり、「里山」なので、もったいないで
すね。
宮本
　神奈川県で県産木材として活用促進がなされる中
で、外国産材は各国で輸出しなくなってきたと聞きま
す。 木材は人の生活にとってなくてはならないもの。
今のうちから、林業の価値を高め、今できる範囲で
使っていくべきでしょう。 間伐材を山から運び出すの
が難しいようなら、土留め材として使うなどの利用促
進を図るべきだと考えています。

タイアザミ

シロヨナメ
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財団創立30周年記念

久保
　山に入ると、まだ所有の境界がはっきりしません。
未だ土地管理面で山の中はあいまいになっているの
で、行政や組合も手を入れにくい。 GPSなどの技術面
が整ってきたからしっかり測量し、区画整理する必要
があるのではと思います。
宮本
　ここ最近、小学校や中学校などの学校からの依頼に
よるイベントが多くなっています。 この機会に子ども
たちにしっかり体験してもらって、自然環境や林業の
重要性を伝えていきたいですね。
赤﨑
　「生物多様性」は、人でいう個性だと思っています。
ちょっと見るだけでは同じ木のように見えても、木肌
だったり、色だったりそれぞれ異なっていて調べると
種類が分かる。 なので、子どもたちにも五感を使って
実体験で個性を感じてもらい、豊かな自然の多様性の
価値を見つけてもらいたいと思います。

― 最後に、これから何かやっていきたいことがあれ
ば、お聞かせください―
大原
　勉強することが多いですが、まずは場数を踏むこ
と。 いろいろ参加しながら、森林の大切さを伝えてい
ければと思っています。 特に、次世代を担う若い世代に
関心を持ってもらうきっかけづくりをしたいですね。
赤﨑
　女性インストラクターはまだ少数です。 また、子育
てしながら活動しているので女性のロールモデルに
なれたらと思います。 これから子どもの受験で大変で
すが、自分の人生も膨らませながらやってきたいで
す。 あと最近、企業対応も多く、海外からの参加者もい
て英語も勉強し自然の価値を伝えていきたいです。
宮本
　新しいことは何もなく、健康と相談しながら「一期
一会」を大切に。 これからもインストラクターの目的
である県民参加の森林づくりを発展させていければ
と思っております。
久保
　まずは役職の任期１年半をまっとうしていきたい
です。 県、財団とスムーズに活動連携を進めていけれ
ばいいですね。 その後は、間伐とかフィールドに出て
いきたいですね。

■メンバーの思いと、それぞれの物語と目標がありま
した。 個が集まってインストラクターの会が成り
立っています。 来年春より第15期のインストラク
ター養成講座が新たに始まります。 関心のある方は
ぜひ、財団事務局にご相談ください。
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　財団では「緑の募金による森林の整備等の推進に関する法律（緑の募金法）」によ
り、学校や企業、行政などを中心に緑の募金運動を推進しています。 また、街頭募
金では、緑の少年団、ボーイスカウト、ガールスカウト、地元の学校の子どもたちが
積極的に運動を展開し、みどりの大切さを街行く人々に訴えており、これらの募金
は、主に学校や公共的な場所の緑化、丹沢への植樹等に使われています。

市町村の協力を得ながら自治会等を中心に各家庭に協力をお願いしています。
例えば、市町村連携して１世帯１口100円程度からの募金をいただき、担当の市町村へは募金額の30％
を、自治会へは10％を、地元の緑化事業及び活動に活用していただくことができます。

事業活動支出

地域緑化の推進事業  5,158,246円
▶ふれあい緑化事業や指定校緑化事業など

緑の少年団育成事業
1,034,177円

緑化運動コンクール事業
211,143円

事務費
176,029円

県植樹祭準備積立
500,000円
交付金  1,515,000円
▶国土緑化推進機構への交付

緑の募金事業
7,970,013円
▶緑の羽根やポスター
　等の募金資材調達や
　広報活動など

事務費
3,921,115円
▶法人会計への振替

緑の募金事業について

募集の期間

募金の種類

春季：

家庭募金

緑の少年団、ボーイスカウト、ガールスカウト、地元の子供会で、駅やイベント、店頭などで街行く人に募
金を呼び掛けています。街頭募金

職場募金
企業募金

学校募金

2月1日～5月31日
（強化月間 4月15日～5月14日）

平成26年度緑の募金決算報告
事業活動収入　計 20,485,723円
事業活動支出　計 20,485,723円

秋季：9月1日～10月31日

職場内で募金箱を設置できたり、グループ内のメンバーで募る活動が行えます。

法人・団体として寄付します。飲料自動販売機での売り上げの一部を募金として寄付することもできます。 

小・中・高等学校、特別支援学校等にご協力をお願いします。
各学校で集めていただいた募金の最大60％を学校の緑化活動へ活用していただくことができます。
子どもたちへの緑化活動への関心を深めるとともに学校の緑化へとつなげていくことができます。 　

丹沢や箱根などをフィールドにして、ボランティア参加による森林保全
活動を行っています。 今回は南足柄市の「県立21世紀の森」で下刈りと
箱根町のトラスト・小塚山緑地でのササ刈り作業を実施しました。

事業の種類

森林保全活動

毎年夏から秋にかけてポスター原画・標語・学校関係緑化の各種コンクー
ルを開催し、作品の制作等を通して緑を大切に思う気持ちをさらに広め
ていく運動を推進しています。

緑化運動
コンクール

丹沢の
緑を育む集い

緑の少年団育成

ふれあい
緑化事業

指定校緑化事業

県内のさまざまな地域での市民団体への苗木の配布や植樹などの緑化
活動を支援し、地域の緑を増やす取り組みです。

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
どもたちの学び舎の緑を増やす事業です。

豊かな自然の残る丹沢の保全を進めるため、県、秦野市、清川村などと共
に構成する「丹沢の緑を育む集い実行委員会」を設置。 丹沢大山地域の森
林衰退域での植生回復やシカの食害が心配されるモミの木などの保護
を行っています。

緑の少年団とは、次の世代を担う子どもたちが緑の大切さや必要性につ
いて身を持って体験できる団体です。 
　学校単位での活動は少ないですが、自主的な団体として地域の人々が
協力して、募金活動や森林の整備などのボランティア活動やレクリエー
ション活動を行っています。 県内では６団体、約1万5千人の子どもたち
が活動しています。

コンクール結果については次頁▶
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緑の募金

平成27年度 緑化運動・
育樹運動コンクール

「緑化運動・育樹運動コンクール」は、
緑の募金運動によって行われています。

標語の部 最優秀賞

ポスター原画
【中学校の部】
最優秀賞
「無題」
鎌倉市立
大船中学校3年　
佐々木 花蓮さん

ポスター原画
【高等学校の部】

最優秀賞
「つなぐ」

神奈川県立
弥栄高等学校1年

戸澤 由起乃さん

【小学校の部】寒川町立旭小学校2年　江口 柊翠さん

うつくしい　わくわくの森の　たねまこう

【中学校の部】川崎市立平間中学校2年　見供 夢夏さん

双葉から　みどりの未来　育ちゆけ

【講評】 おじいさん
が植えた木を孫の世
代にも遺していこう
という制作意図が感
じられる作品です。

【講評】 水滴に写る
木と虹は双葉の未来
を表しているようで
す。ぬくもりを感じ
るメルヘンの世界に
仕上がっています。

【講評】 子どもらしく「わくわくの森」とい
うイメージを作り出し「元は種まきから自
分たちが始めていかなくてはならないか
な」という、自らの役割を書いています。

【講評】 やっと芽が出た双葉が大空に向け
てどんどん伸びていき、未来に向けてどん
どん育っていって欲しいという姿をみるこ
とができます。

ポスター原画
【小学校の部】
最優秀賞
「みんなで木をうえよう」
横浜市立小机小学校2年　
高原 明希さん

【講評】 どことなく
ユーモラスな表情か
らは苗木をいたわる
やさしさや植える喜
びが感じられます。
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フィールドノート

NPO法人かながわ森林インストラクターの会

やどりき水源林の植物観察 ～秋から冬～やどりき水源林の植物観察 ～秋から冬～

シラヒゲソウ

ミヤマシキミの果実

ミツマタの群生

ムササビの
お昼寝

鱗芽
（クロモジ）

裸芽
（ミツマタ）

　松田町寄にある「やどりき水源林」は、神奈川県が平成10年度
に取得し、水源の森林づくり事業の見本的な森林整備を行う場
として、県民の理解と参加を推進する活動拠点となっています。
　この水源林で、訪れた方が動物、植物、土壌水生生物などの調
査・観察できるよう解説する「森の案内人」をしています。
　529ヘクタールの水源林では面積に約150種の植物が確認さ
れています。 秋には、イワシャジン、シラヒゲソウ、ダイモンジ
ソウ、ビランジなど岩場や砂礫を好む可憐な花々に出会えま
す。 山の急斜面や谷筋には広葉樹が多く、晩秋には落葉樹の美

しい紅葉がスギ、ヒノキの濃い緑色に映えて錦絵のようです。 また、サルトリイバラ、ミヤマシキミ、ツリバナなど赤
い果実が目立ちます。 秋の風情を感じるムラサキシキブは果実が美しい紫色です。 よく似たヤブムラサキの毛深い葉
に触るとビロード状のフワフワした感触が楽しめます。 熟した果実は水源林で鳴き声が聞かれるツグミなど鳥た
ちの冬の大事な食糧になりますが、ミヤマシキミは有毒なので春先まで残ります。

　冬なると、すっかり葉を落とした樹木の冬芽が見られます。 夏から準備される冬
芽はそれぞれに特徴があり、冬の乾燥と寒さから身を守る工夫があります。 多くの
冬芽は、芽鱗（鱗のようなもの）で覆われた鱗芽です。 葉や枝に芳香があり、春先に黄
色のよく似た花が咲く、クロモジ、アブラチャン、ダンコウバイは鱗芽で、冬芽で違い
がよく分かります。 一方、ムラサキシキブやヤブムラサキ、円盤状の大きな花芽（蕾）
が特徴のミツマタなどは覆いのない裸芽です。 保護する芽鱗がない分、毛深い葉を

丸めたような形で越冬します。 
　冬芽の観察では、葉痕（枝から葉が落ちた後に残る
痕跡）と冬芽が合わさって人や動物の顔に似た形にな
り、山菜でお馴染みのタラノキ、サンショウなどの楽
しい顔が近くで見られます。 ヤブツバキの花は冬の水源林を彩ります。
　四季を通して自然豊かな水源林に是非お出かけください。

が りん りん が

ら　が

◆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。

『森の案内人』
要・申込特別企画 「やどりきの森ヘ行こう!」

　名物！ 春を告げるミツマタの
群生などを見ながら、森林浴で
リフレッシュ！
　ムササビや
モモンガに逢える
といいな♪

（所要時間目安：
３時間）203/2016年 日

【定員】 50人（抽選）
【申込締切】 3月3日（木）

※新松田駅～やどりき水源林ゲート間は路線バス
　延長利用（片道：620円各自負担）

【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

【案内日時】 
　毎週土・日曜日
　（12～2月の冬期を除く）
【集合場所】 
　水源林ゲート前
　（案内人実施時は看板が
　設置されます）

水源林のミニガイド
（1～2時間程度）

●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。

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

神奈川県森林インストラクターが案内します

春が来た！ ミツマタ＆
モモンガの棲む森散策

【集合】小田急線 新松田駅北口に
        午前8時30分

案内人［定期］

申込不要

アクセス



　2015年6月末、箱根町の大涌谷でごく小規模な噴火
が起こりました。 噴火の前には火山性地震の数が増え、
大涌谷では立ち上る噴気の量が目に見えて多くなりま
した。 これまでにも箱根火山では火山性地震の回数が
増えたことはしばしばありましたが、実際に噴火が起
こったのは今回が観測史上初めてのことでした。 噴火
の種類は水蒸気爆発でした。
　これまでの研究（※1）で、箱根火山の直近の噴火は鎌
倉時代の水蒸気爆発とされています。 今回の噴火はそ
れ以来約800年ぶりの噴火ということになります。 も
ちろん、800年前のことを語れる人はいませんから、何
らかの記録から噴火があったことを突き止めるのです
が、そのことを書き留めた古文書は見つかっていませ
ん。 それではなぜ鎌倉時代に噴火が起こったことがわ
かるのでしょうか? それは自然の古文書ともいえる地
面の縞模様（地層）から読み取ることができるからで
す。 いわば、地層は昔の出来事を私たちに伝えてくれる
タイムカプセルのようなものなのです。 地層として噴
火の痕跡が残るためには、火口からある程度の量のも
の（火山灰など）が噴出し積み重なることが必要です。 
つまり、私たちが読み解くことのできる噴火の記録は、
ある程度規模の大きな噴火ということになります。 
2015 年の噴火では、約40～130トンの火山灰が噴出し
たと推定されていますが（※2）、これは地層に残るほど
積もらない量で、噴火としては小規模なものでした。

　箱根の火山活動の歴史は、人間が文献記録を残して
いる時間スケールよりも遥かに長い時間続いてきてい
ます。 数十万年前からさまざまな規模の噴火が繰り返
されてきたことで、箱根のカルデラ地形や芦ノ湖など
をはじめ、現在あるような箱根の自然の風景が形作ら
れてきました。 さらに神奈川県の大地には、広い範囲
にわたって箱根に由来する火山灰や火砕流堆積物など
が積み重なっています。 これらをもたらした規模の大
きな噴火がどのようなものであったかは、地層という
タイムカプセルが私たちに伝えてくれているのです。

　2015年の噴火は、いずれ噴火の痕跡がかき消される
ほどのごく小規模な噴火でした。 噴火の痕跡は地層に
は残らないものの、今回の噴火は、噴火現象をリアルタ
イムに観測した、箱根で初めての出来事となりました。
このことはつまり、箱根はカルデラ地形や芦ノ湖など、
ダイナミックな過去の火山活動を想像できる地形があ
るというだけでなく、現在も大涌谷で立ち上る噴気を
はじめ、活動的な火山の様子をしばしば見られる場所
であるといえます。 箱根火山はまさに活火山であるこ
とを体感できる神奈川県唯一のフィールドです。 箱根
では、現在と過去の地球の息吹を感じることができま
す。 今起こっていることだけでなく、箱根火山の長い
歴史に想いを馳せながら、箱根の地形や自然を楽しん
でください。
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山口  珠美

フィールドノート

箱根ジオミュージアム学芸員

箱根で感じる地球の息吹箱根で感じる地球の息吹

2015年の小規模噴火と過去の大噴火2015年の小規模噴火と過去の大噴火

活きている火山の成り立ちに想いを馳せて活きている火山の成り立ちに想いを馳せて

箱根大涌谷（11月11日）

※1 小林ほか（2006） 箱根火山大涌谷テフラ群―最新マグマ噴火後の水蒸気
爆発堆積物. 火山, 51, 245-256　※2 箱根山降灰合同調査班

2015年11月20日噴火警戒レベルが「1」に引き下げ
られましたが、火山ガス濃度が高いため、大涌谷の立
ち入り規制を継続しており箱根ジオミュージアムも
引き続き、臨時休館中です。
現在、箱根ビジターセンター「箱根火山展」並びに町
立森のふれあい館でのパネル展示で活動しています。 
箱根へお出かけの際には、ぜひお立ち寄りください。
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　一昨年（2013年）9月の「小網代干潟における無
脊椎動物の多様性・ＲＤ種に関する予報」に続き、
このたび「小網代干潟における希少生物の状況・
第二報」が慶應義塾自然科学紀要に掲載されまし
た。 ＮＰＯ法人小網代野外活動調整会議が、
2012年4月～2015年3月にかけて実施した調査
結果をまとめたものです。 結果は驚くべきもの
で、無脊椎動物に限っても、94種もの絶滅危惧種
（以下RD種）が確認されました。 中には相模湾で
すでに消滅したとされている種や、そもそも関東
圏では記録すらない種もふくまれており、小網代
干潟のかけがえの無さを証明しています。

　約3ヘクタールの干潟の小さな領域にこれほど多くのRD種が生息している理由は、水源となる小網代の
集水域全体の森や湿原、さらにはこれに続く塩性湿地などのエコトーンがまるごと保全されている事にく
わえ、干潟を中心としたこの地に、アシ原・砂浜・泥地・転石地など、多様な生息環境が展開されているため
と考えられます。 こうした環境は相模湾ではすでに小網代にしか残っておらず、広大な東京湾にもほとん
ど見あたらないのが現状です。 小網代は関東における干潟生態系の「ノアの箱船」といっても過言ではあり
ません。 干潟環境の危機が叫ばれる中、小網代干潟の重要性は今後益々大きくなるばかりです。
　調査は継続中で現在も発見は相次いでいます。 水生無脊椎動物以外の植物や脊椎動物その他を含める
と、現在確認されているＲＤ種は128種にも達しており、ラムサール条約指定の基本条件もクリアしていま
す。 この素晴らしい自然がこれからも生きものの賑わいで溢れるよう、みなさまの変わらぬご支援をお願
いいたします。 

かけがえのない命を育む小網代干潟

NPO法人小網代野外活動調整会議

フィールドノート

小網代干潟に生息する絶滅危惧種について小網代干潟に生息する絶滅危惧種について

ベンケイガニ クロベンケイガニ

マメコブシガニ オサガニ

▲小網代干潟では普通に見られるこれらのカニ
も絶滅危惧種に指定されています。▲相模湾では消失したとされる貝類が数多く確認されました。

※これらの論文はKOARA（慶應義塾大学の学術成果、教育研究用資料等の検索と閲覧システム）で読むことができます。
　　 http://koara.lib.keio.ac.jp/
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みどりの実践団体研修会を泉の森で開催

　地域緑化を推進する市民団体や自治会などで構成す
る「みどりの実践団体」を対象に研修会を開催しまし
た。 2015年11月17日(火)・19日(木)各両日に地区を分
けて、トラスト緑地として保全される大和市泉の森の
自然観察センター「しらかしのいえ」で行われました。

平成27年度 樹木配布事業
　「地域の緑化などのまちづくりに取り組んでいる」
「みどりの実践団体」の活動を支援するため、地域の植
生に合ったイロハモミジ、オオムラサキツヅジなど13
種、計2,799本を実践団体に配布しました。

湘南グリーンコネクションを寒川で開催

　湘南地区推進協議会による『湘南グリーンコネク
ション』を寒川町で開催。 50名の参加がありました。
　講演では、樹木医の及川清明さんから、植物の病気や
害虫の対策などを、実際に病気になった枝葉を見なが
ら解説があった他、各地域で活動する団体のパネル展
や活動発表を行いました。

　今年度は神奈川県から唯一、葉山町上山口の
牛嶋保夫（工房杢）さんが選ばれました。 創作注
文家具職人として、「加工部門」で認定されまし
た。国産無垢材を基本として、木本来の魅力を
引き出すことを理念とし、自然の力強さを感じ
迫力がある作品です。

自然を守り育て、その恵みを暮らしに活かすため、
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。

緑地内で自然観察会

なでしこ公民館内フラワーボランティア

団体の皆さん

参加者の皆さん

森の名手・名人

主催：（公財）国土緑化推進機構

木を命のかたまりとして、感じ取り、
ものづくりをしていきたいと願っています。
「木にぬくもりを感じる」というのは、
共に生きものとしての生命感を感じとれるからでしょう。
木は実に美しいものです。
美しい木々と共に生きられるのは、有り難いものです。

工房杢代表   牛嶋 保夫



第7回 森林文化講演会

イベント
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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。

1月23日（土）
地区推進協議会イベント

ウォーキング「プレート境界と箱根火山噴火の痕跡を訪ねる」
定員・締切ほか

【コース】上大井駅～メガソーラー「きらめきの丘おおい」（火山灰層露頭）～足柄いこいの村
～四季の里（直売所）～農村公園（昼食）～ブルックス展望台～ブルックス直売所～相模金
子駅（約9km）　【講師】おおい自然園園長 一寸木(ちょっき)肇 氏 ほか　【持ち物など】弁当、飲物、敷物、雨具、筆記用具、歩きやす
い服装と靴　【その他】小雨決行。JR御殿場線ではICカード利用不可。切符で乗車のこと。

集合9：25/JR御殿場線 上大井駅　解散予定14：50/JR御殿場線 相模金子駅

（先着順）

受付中

受付中

30人

「森に生かされる暮らし」

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
メール、FAX、あれば写真かイメージを財団事務局までお送りください。 ※紙面の都合上、掲載できない場合があります。

市民活動を機関誌ミドリで告知しませんか？
次号発行は３月末予定です。 およそ４月下旬から６月初旬開催を目途に投稿ください。 なお、応募は1月29日です。

【日時】 平成28年２月７日（日） 
　　　  １３：３０～１５：３０（開場１３：００）

【参加費】 500円　【定員】 100人
【申込み方法】 イベント名・氏名・住所・電話番号をご記入の上、
E-mailまたはFAXで下記へ
  【主催】 NPO法人　かながわ森林インストラクターの会
　　　　  046-280-4102     k-inst0981@friend.ocn.ne.jp

会員 一般無料 500円（当日会員加入可）

【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
小網代の森ボランティアウォーク

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。 

※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。

※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。

【講師】 農学博士、樹木・環境ネットワーク協会理事長
          澁澤  寿一  氏
【場所】 桜美林大学 PFC（プラネット
          淵野辺キャンパス）P201教室

澁澤  寿一  氏

しぶさわ   じゅいち

※JR横浜線淵野辺駅北口 徒歩1分
　（相模原市中央区淵野辺4-16-1）

掲載させていただいた方には、
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

　これからもトラスト緑地の状況や活動の様子について取
り上げていきます。（事務局）

　ご応募いただいた方の中から抽選で特別招待券（14ページ掲載）やオリジナルグッズを
プレゼントします。 次回（NO.100）は自然への一歩（2ページ）で執筆された江良弘光（文・
図）、岸 由二（監修）NPO法人小網代野外活動調整会議の「小網代の谷のトンボ図鑑」を抽選
で5名様にプレゼントいたします。

　桜ヶ丘緑地にあった「ビール工場」にことは、まったく
存じませんでしたから、とりわけ興味深く拝読しました。 
是非とも、現地を訪ねてみたく思っております。 また、毎
年、小網代の森に行きたいと思いながら、いまだに叶わず
におりますので、アカテガニの数がここ数年で一番多い
ということを知り、うれしく存じました。(木原さま)

「機関誌ミドリ」98号の感想

　確かにお見事でした。なかなかお目にかかれない生
きものです。（事務局）

　ニホンカモシカの写真お見事。山歩きもままなら
ぬ、84の自分は、沢山の写真を見ながら、静かに春を
待つ幸せを堪能できる昨今です。（栗原さま）

裏表紙の写真投稿の感想

締切 1/31

締切 1/31
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会員掲示版

優待施設からの
お知らせ ポーラ美術館

2組4名様にプレゼントします。 応募は／『99号ポー
ラ美術館招待券』／「ミドリ」の感想／〒／住所／連絡
先／氏名／を明記し、E-mail、FAX、ハガキにて。
発表は発送をもって代えさせていただきます。

（締切1/20）

箱根町仙石原小塚山1285 0460-84-2111

クロード・モネ
《花咲く堤、アルジャントゥイユ》1877年
油彩/カンヴァス　ポーラ美術館収蔵

　自然と都市の風景は、時代とともに変
化する美意識を反映してさまざまに描
かれてきました。 近代化が進んだ19世
紀後半、画家たちはこの二つの主題との
新たな関わり方を模索し、風景表現は多
様な展開をみせます。 本展覧会では、
ポーラ美術館の西洋絵画コレクション
より、19世紀後半から20世紀初頭にか
けての風景画70点を紹介し、絵画に表
された自然と都市の関わりを探ります。

特別招待券をプレゼント！

講演会満員御礼
　2015年多くの皆さまに支えられて、お
陰さまで30周年を迎えることができま
した。 これを記念し、養老孟司氏を招い
た「財団創立30周年記念講演（12月19日
(土)）」前号にて告知しましたが、予想をは
るかに超える応募により、満員御礼とな
りました。 講演会の模様は次号100号記
念に紹介すると共に、財団公式WEBサイト(www.ktm.or.jp)か
らのリンク先にて観覧できるようにする予定です。

財団創立30周年記念事業について

FACEBOOKやTwitterなどの
SNSメディアから情報発信
　財団では、会員や一般の皆さまと情報交流を
図るため、FACEBOOKやTwitterになどのイ
ンターネット上の情報手段を活用しています。 
　紙媒体と異なりイベント情報をリアルタイム
で発信でき、写真・動画配信も可能なため、積極
的に運用しています。 
　ご利用の皆さまは、ぜひご賛同(いいね！・
フォロー)をお願いします。

SNSメディアから情報発信

企画展

【期間】 2016年 3月13日(日)まで

財団会員数と基金実績

現在の会員数 個人会員
家族会員
法人・団体会員
特別会員
名誉会員
計

3,920人（518人）
7,185人（699人）
259人（  23人）

318人
5人

11,687人（1,240人）

遺贈による寄附

　2015年9月に、財団事業の趣旨に賛同いただき、
遺贈による寄附（約20万円）をいただきました。 詳
細は匿名希望のため紹介できませんが、生前の遺
言書によって財団への相続財産の寄附となりまし
た。

「かながわトラストみどり基金」について

「かながわトラストみどり基金」実績

　県内の優れた自然環境や歴史的環境を保全し、緑豊
かな神奈川を次の世代へ引き継いでいくために必要
な資金を積み立てることを目的に、昭和61年に神奈川
県に設置された基金です。 この基金は、緑地の買入れ
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。

東京ガス株式会社神奈川支社様、関東防水管理事業協同組合様、
相原造園研究会、片桐修

13億4,434万1,976円寄附累計額（平成27年10月末現在）

（平成27年
  10月31日現在）

2015年7月分～2015年10月分（敬称略）

「かながわトラストみどり財団」への寄附
　財団へ寄附を頂きましたのでご紹介します。 
誠にありがとうございました。

株式会社三進商会相模原営業所、サンクトガーレン有限会社、
池谷善博、泉上和子、伊藤恭造、上野道子、内田しげ子、
大村友章、北川恵子、重田昌利、髙橋敏雄、竹部照子、
田村まゆみ、冨永重稔、内藤誠一、西多英治、花谷きよ子、
濱尾光吉、吉田千代美

2015年8月分～2015年10月分（敬称略）

※掲載の承諾をいただいた皆さまをご紹介させていただいております。

自然と都市にみる、
フランス風景画100年の変遷
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税の控除について

　当財団への会費や寄附をいただいた
方は、確定申告をすることによって、所
得税、住民税の還付を受けることがで
きます。 ただし、県民税や市町村民税
の控除は各自治体によって異なりま
す。 なお、控除額の計算はいずれかを
選択することができます。

所得税・住民税の
　　優遇措置について

①税額控除（所得税）

　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。

　相続された方が相続財産を、相続税の申告期限（亡くなってから10か月）
までに寄附された場合は、その寄附額は相続税が非課税となります。

所得税の減少分
住民税の減少分

（年間の公益法人等への寄附金総額－2,000円）×４０％
県民税（年間の公益法人等への寄附金総額－2,000円）×４％

②所得控除
（年間の公益法人等への寄附金総額－2,000円）の金額を、
その年分の所得から控除するもの。

相続税の非課税

　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。

普及啓発事業

「３０周年記念バッジいずれか１個」を進呈

　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。

地域緑化活動事業

　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。　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。

緑地保全事業

　ボランティア参加による森林づくり活動や小中高校生
の森林体験学習の支援を行うほか、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。

県民参加の森林づくり事業

　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。

緑の募金事業

（例）　横浜市税：（年間の公益法人等への寄附金総額－2,000円）×６％

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）下刈り作業

水源林広報

※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。 
※バッジの指定指定があれ
ば、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。
同封のキャンペーン用振込用紙をご活用ください。

※会費振込はご遠慮ください。

ニホンアマガエル
ニホンカモシカ

アカテガニ
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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、写真とエッセーをお寄せ下さ
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等)、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。

　相模湾を望む小高い斜面で、お子様と森の健やかな成長を願う
植樹イベントが開催されました。 かながわ森林インストラクター
が植樹のご指導をさせていただいている様子です。
　神奈川県産の無花粉スギが1000本植樹されました。

「平成26年度 成長の森植樹会」
写真撮影者：宇田川さん（横浜市）　撮影場所：県立21世紀の森

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。
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