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きっかけ
　それは198７年の春のことだったように記憶して
います。（財）みどりのまち・かながわ県民会議が発行
する機関誌ミドリ3号の編集をなさった県職員の方
（以下 Iさん）から、「ミドリの編集をしてみません
か?」というお話がありました。
　私は、子供の頃から昆虫、植物に興味があり、学生時
代には野鳥の魅力にも惹かれ、仲間とともに野山を歩
いては自然観察を楽しんできました。また、日本野鳥
の会神奈川支部の機関誌の編集に関わったり、身の回

機関誌ミドリ100号のあゆみ

りから急速に減っていた町の緑(自然)を残したいと、
市民運動に参加したりしていました。 Iさんは、そう
した事情をよくご存じだったのです。
　しかし、なぜ、編集に関してしろうと同然の私に声
がかかったのか。 「ミドリ」の創刊号および２号は専
門の方に編集を委託して、表紙なども本職のデザイ
ナーさんが担当しておられました（写真：ミドリNo.1, 
No.2）。
　創刊号は全頁が詩人で評論家の大岡信氏の緑に関
する文章で、ナショナル・トラスト運動を進めていく

ときに「生命の循環」を礎に「緑」を捉え、人もその一環
として考えようという、現代社会の在り方に通ずる素
晴らしい内容でした。 2号は県内の緑地の保存や市民
の活動の紹介、会員のひろば、散策ガイド等、現在に続
く内容です。
　聞いたところによると、専門家に依頼して作った会
報は、かなりの出費となったもようで、3号は県職員の
Iさんが編集することになったそうです。 3号の表紙
はヤブツバキの花の写真（写真：ミドリNo.3）で、１・
２号より華やかです。 巻頭エッセイは作家の加藤幸
子さん、事務局のルポルタージュもあり、なかなか充
実しているのですが、会員アンケートの結果報告など
はちょっと固い紙面になっており、お役所の報告書の
ような雰囲気があります。
　県の仕事の傍ら会報の編集を行うのは時間的に余
裕がなく、文章が役所の文書のようになってしまう、

と Iさんは悩んでおられ、たまたま2号の散策ガイド
を執筆した私に、「ミドリ」の編集をしてみませんか、
と声をかけてくださったというわけです。

第16号 第17号 第18号 第19号 第20号 第21号

第22号 第23号 第24号 第25号

第28号 第29号

第26号

第30号 第31号

第27号

▲「ミドリ」No.4　6・7ページ
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ときに「生命の循環」を礎に「緑」を捉え、人もその一環
として考えようという、現代社会の在り方に通ずる素
晴らしい内容でした。 2号は県内の緑地の保存や市民
の活動の紹介、会員のひろば、散策ガイド等、現在に続
く内容です。
　聞いたところによると、専門家に依頼して作った会
報は、かなりの出費となったもようで、3号は県職員の
Iさんが編集することになったそうです。 3号の表紙
はヤブツバキの花の写真（写真：ミドリNo.3）で、１・
２号より華やかです。 巻頭エッセイは作家の加藤幸
子さん、事務局のルポルタージュもあり、なかなか充
実しているのですが、会員アンケートの結果報告など
はちょっと固い紙面になっており、お役所の報告書の
ような雰囲気があります。
　県の仕事の傍ら会報の編集を行うのは時間的に余
裕がなく、文章が役所の文書のようになってしまう、

と Iさんは悩んでおられ、たまたま2号の散策ガイド
を執筆した私に、「ミドリ」の編集をしてみませんか、
と声をかけてくださったというわけです。

第16号 第17号 第18号 第19号 第20号 第21号

第22号 第23号 第24号 第25号 第26号 第27号

▲「ミドリ」No.4　6・7ページ
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第34号 第35号 第36号

第40号 第41号

第32号 第33号

第38号 第39号 第42号

第44号 第45号 第46号 第47号 第48号

第37号

第43号

第49号

表紙をどうする?
　編集を引き受けることになってまず気になったの
は、表紙です。 もう少し温かい雰囲気で、思わず手に取
りたくなるようなものにするにはどうしたらよいか？ 
写真ではなく、絵にしたらどうだろう・・・そうだ、日本
野鳥の会の図鑑などを描かれている学生時代からの友
人、谷口高司さんにお願いしてみよう! 昔から昆虫や鳥
の絵を巧みに描いておられるのを見知っていましたの
で、引き受けてもらえれば、会員の皆さまにも喜んでい
ただけること間違いなしです。
　通常は野鳥の絵を専門に描かれている方に表紙絵を
お願いするのは、かなり強引なことだったと思うので
すが、谷口さんは快くお引き受けくださり、どのような
絵がよいのかと問われました。 次号は9月の発行でし
たので、私はなんとなく思い描いていた秋の景色を電

話口でつぶやきました。 「雑木林で、やや紅(黄)葉して
いて、茸が生えていたり、何かそれらしい野鳥がいたり
…」と、思い浮かぶ限りの景色や生物を羅列しました。 
つまり、少々いい加減だったのですが、すぐに意を汲ん
でくださり、早々に描きあげて表紙絵を届けてくださ
いました。 ところが、景色等は思った通りだったのです
が、中央にやや大きめに人が描かれていて、ちょっと、そ
ちらに気をとられそうな感じだったのです。 そこで、申
し訳なかったのですが、人を小さくして景色や生物を
主役に描きかえていただきました。 今思うと、冷や汗
が出てくるような失礼をしてしまいました。 はじめの
お願いがしっかりしたものであれば、二度手間になる
ようなことはなかったのに…と大いに反省したことで
した。 谷口さんの表紙絵はNo.60号まで続きました。 
水彩やパステルによる柔らかいタッチの絵は、会員の
皆さまに喜んでもらえたと思っています。

わかりやすく
　結局、4号（1987年秋）から72号（2009年春）まで編
集の仕事に携わりました。 当初は「ミドリ」を町の図書
館の窓口などにも置いていましたので、気軽に手に
取っていただけるよう分かりやすく緑に関する知識や
情報を提供したい、という思いで編集していました。 
 ・ 字を大きく読みやすくする
 ・ カットや写真を多く用いる
 ・ レイアウトに余裕を持たせる
 ・ 自然や緑にあまり興味のない人にも楽しめるペー
　ジをつくる
 ・ 自然や生物に精通している人に新しい情報や知識を
　提供する
 ・ 市民の声を反映させる等を盛り込むことでした。 
　もちろん、一番の記事は、神奈川県のナショナル・ト

ラストに関する事務局や県からの情報です。
　記事ごとに字体を変えたり、大きさを工夫したり、小
見出しを多用したりしました。 
　また、「ミドリ」No.5の2、3頁のように、ほぼ２頁を使っ
て写真を入れ、詩を添えたりしていたこともあります。 

　新しい情報を先取りしすぎてもっと後に取り上げた
ほうが理解しやすかったと反省するようなこともあり
ました。
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第51号 第52号 第53号 第54号

第50号
第55号 第56号

第59号

第57号

第62号第60号 第63号 第64号第61号

第58号

わかりやすく
　結局、4号（1987年秋）から72号（2009年春）まで編
集の仕事に携わりました。 当初は「ミドリ」を町の図書
館の窓口などにも置いていましたので、気軽に手に
取っていただけるよう分かりやすく緑に関する知識や
情報を提供したい、という思いで編集していました。 
 ・ 字を大きく読みやすくする
 ・ カットや写真を多く用いる
 ・ レイアウトに余裕を持たせる
 ・ 自然や緑にあまり興味のない人にも楽しめるペー
　ジをつくる
 ・ 自然や生物に精通している人に新しい情報や知識を
　提供する
 ・ 市民の声を反映させる等を盛り込むことでした。 
　もちろん、一番の記事は、神奈川県のナショナル・ト

ラストに関する事務局や県からの情報です。
　記事ごとに字体を変えたり、大きさを工夫したり、小
見出しを多用したりしました。 

にうよの頁3、2の5.oN」リドミ「、たま　 、ほぼ２頁を使っ
て写真を入れ、詩を添えたりしていたこともあります。 

　新しい情報を先取りしすぎてもっと後に取り上げた
ほうが理解しやすかったと反省するようなこともあり
ました。
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　とにかく、博物館や大学の先生などの研究者や専門家、
市民活動家等々、知り合いやそのまた知り合いなど、手を
尽くして、書き手、描き手等を探し、お願いしました。

ちょっぴり苦労したこと
　「ミドリ」は、初めは年に2回、1997年からは年4回の
発行で、そんなに発行回数が多いわけではありません。 
そのうえ、裏表の表紙を含め、毎号16～20頁の薄い冊
子です。 しかし、簡単にできそうに見えて、やはり編集
には時間がかかります。 パソコンが普及していない初期
のころは特に大変でした。 19号まではB４版の大きさで
1頁に2列の段組み、1列に42行、1行21字を基本にし
たレイアウト用紙を作り、字数を計算しながら文字や
絵、図、写真を入れていきます。 20号からはA４版にな
り、行数が増えたので、１頁を３列に区切りました。 頁
毎に、内容に合う字体や字の大きさを考えながら赤鉛筆

で指定していきます。 慣れないうちは字数を間違えた
り、カットを入れる空間を忘れたりと、やり直しの連
続でした。 また、編集の仕事ばかりでなく、取材や原稿
書き、写真撮影、イラストの作画等もやりましたし、校
正作業も引き受けていました。 とにかく、一人ではやり
きれないので、数年ごとに、大熊裕子さん、小六潔子さ
ん、佐藤恭子さんにお手伝いをお願いしました。 みなさ
ん、文章や絵の上手な方々でしたので、本当に助かりま
した。
　さて、パソコンを導入してからも慣れたレイアウト
用紙をしばらく使っていました。 困るのはレイアウト
して印刷所に入れた後に、原稿の修正が入る場合です。
特に記名原稿の時は気を遣いました。 依頼時よりも大
幅に文字数が多い等、編集の都合で文章に手を入れる
場合、事前に修正に同意をいただくのですが、そのお返
事がない場合はやむなく了解を得ないまま修正原稿

を入稿します。 印刷所に入稿した後、印刷された版を
初校、二校と2回チェックしていましたので、執筆者の
方にその日時をお伝えして、それまでに原稿修正に対
する了解または執筆者自らの修正をいただけるよう
手配します。 それでもお返事がなく、連絡もつかな
かった時がありました。 その日から本格的な印刷に入
るという日の午前0時過ぎに、音沙汰のなかった著者
から編集人の修正文を直してほしいという電話が
入ったことがありました。 結局、明け方までかかって
原稿を直し、翌朝、印刷所の責任者の方に無理をお願
いして版を作り変えていただいたこともあります。

バトンタッチ
　そんなこんなで、実質22年間も「ミドリ」の編集に携
わらせていただきました。 反省することの多い、しろ
うと編集人でした。 2010年からは若い人に、時代に

マッチした感覚で編集をお願いしたいと、お伝えして
職を退きました。 今や、「ミドリ」はデザイナーさんも
入り、洒落た冊子になりました。 内容ももちろんです
が、レイアウトや色使い等、あか抜けてきました。 うれ
しいことです。
　生物多様性の維持、緑地の保全・管理、地球温暖化、経
済問題等々、トラスト運動で取り上げるべき事柄、考え
なくてはならない問題がますます増えています。 県民
の皆さまの応援をいただきながら、神奈川のナショナ
ル・トラストを推進する担い手として「ミドリ」がます
ます力を発揮できますよう、これからも応援していき
たいと思っております。

　北川淑子さんには現在、「ミドリ」編集委員のメンバーと
してご協力いただいております。

第67号 第68号 第69号

第73号 第74号

第65号 第66号

第71号 第72号 第75号

第77号 第78号 第79号 第80号 第81号

第70号

第76号

第82号
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を入稿します。 印刷所に入稿した後、印刷された版を
初校、二校と2回チェックしていましたので、執筆者の
方にその日時をお伝えして、それまでに原稿修正に対
する了解または執筆者自らの修正をいただけるよう
手配します。 それでもお返事がなく、連絡もつかな
かった時がありました。 その日から本格的な印刷に入
るという日の午前0時過ぎに、音沙汰のなかった著者
から編集人の修正文を直してほしいという電話が
入ったことがありました。 結局、明け方までかかって
原稿を直し、翌朝、印刷所の責任者の方に無理をお願
いして版を作り変えていただいたこともあります。

バトンタッチ
　そんなこんなで、実質22年間も「ミドリ」の編集に携
わらせていただきました。 反省することの多い、しろ
うと編集人でした。 2010年からは若い人に、時代に

マッチした感覚で編集をお願いしたいと、お伝えして
職を退きました。 今や、「ミドリ」はデザイナーさんも
入り、洒落た冊子になりました。 内容ももちろんです
が、レイアウトや色使い等、あか抜けてきました。 うれ
しいことです。
　生物多様性の維持、緑地の保全・管理、地球温暖化、経
済問題等々、トラスト運動で取り上げるべき事柄、考え
なくてはならない問題がますます増えています。 県民
の皆さまの応援をいただきながら、神奈川のナショナ
ル・トラストを推進する担い手として「ミドリ」がます
ます力を発揮できますよう、これからも応援していき
たいと思っております。

　北川淑子さんには現在、「ミドリ」編集委員のメンバーと
してご協力いただいております。

第85号 第86号 第87号 第88号

第91号 第92号

第83号 第84号

第89号 第90号

第95号

第93号

第98号第96号 第99号 第100号第97号

第94号



8 かながわトラストみどり財団 2016 春 「ミドリ」no.100

　2015年12月19日(土)横浜市港南公会堂にて財団
創立30周年を記念した講演会を開催しました。 会場
では、ボランティア参加者等も含め535名が来場し、
講演や合唱、活動パネル展などさまざまな企画が催さ
れました。

 Ⅰ  川本守彦理事長の開会挨拶
　「30周年を迎え、これからも今ある自然環境を次の
世代へ引き継いでいけるよう、まい進していく」と
開会挨拶。

Ⅱ  表彰式
　長年にわたり財団事業を支援してきた企業・団体を
表彰しました。

Ⅲ  報告「小網代の森のこれから」
　　岸  由二 氏

　2014年に開放された小網代の森について、これか
らの自然再生活動や支援の輪を広げるためのトラス
ト運動について報告。

Ⅳ  音楽　かもめ児童合唱団
　三浦市を拠点とする児童合唱団が登場。子どもたち
の元気の歌声が会場を盛り上げた。

その他
〇司会：佐野加奈
「ミス日本みどりの女神」
〇会場横のサロン室では、トラ
スト緑地などで活動するボラ
ンティア団体によるパネル展、
どんぐりクラフト工作や募金
運動を実施。 また、当日会場をインターネットでの生
中継や、大学生による会場リポートを行った。
〇当日の午前中に栗木山王山特別緑地（川崎市）で枯
れ竹整理などの竹林整備を実施し、この活動の様子を
撮影し、午後の講演会場で紹介した。

かながわトラストニュース

▲出席した受賞者の皆さん。 右からウエインズグループ 代表 宮原さん、
　ダイドードリンコ株式会社首都圏第一営業部 部長 須藤さん、
　NPO法人小網代野外活動調整会議 代表理事 岸さん、
　NPO法人かながわ森林インストラクターの会 理事長 久保さん

▲財団理事長　川本 守彦

▲司会の佐野さん

「小網代の森のこれから」 岸 由二さん▲

▼▶かもめ児童合唱団

公益財団法人

かながわトラストみどり財団
財団創立30周年記念事業 30周年記念講演報告
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柳瀬：小網代野外活動調整会議代表理事である岸由二
さんのお話が、この前にありました。 30年かけて、三浦
半島の先端の小網代の森の自然の保全を進め、安全管
理や一般来訪者向けの観察会などを続けています。
養老：小網代の森と干潟は僕も何度も訪れています。
　小網代から近い鎌倉育ちの僕にとって、子供の頃の
懐かしい自然が全部残っている。 岸さんが30年間現場
に張りついたから守れたんでしょうね。
柳瀬：養老先生と岸さんは古いお付き合いです。
養老：岸さんとは30年くらい前、1980年代からご縁が
あります。 当時の岸さんは進化生物学に取り組んで

いて、僕の10歳年下なのですが、えらく頭のいい人だな
と思いました。 その一方で、研究室に閉じこもること
なく小網代の自然を再発見して、毎週現場に足を運んで
活動を行った。 本当の「政治」って、岸さんがやってきた
ようなことを指すんだと思いますよ。
柳瀬：毎週森を歩き、自然を調査し、ゴミを拾い、土木
作業を行って湿地を回復し、ササを刈って森を明るく
し、不勉強な学生を叱咤激励して現場で鍛えると。 あ、
この場合の不勉強な学生とは80年代当時、岸さんの教
え子だった私のことですが（笑）。
養老：はは、そういうことをやらないとダメなんだよね。
霞が関のオフィスで日がな一日、風も吹かない、温度
も明るさも一定。 水たまりもなく、すべりも転びもしな
いところで何十年も勤めている人が自然のことを扱え
るのか? ましてやそういう人がそのまま政治家になっ
たとして、自然と人間の関わりをちゃんとまつりごと
にできるのか?　考えてみたらわかりますよね。

柳瀬：養老先生は東京大学医学部の学生時代、1960年
代当時の奄美大島でインターンをされたという話を、
以前伺いました。 その後、2005年に私もご一緒して
奄美大島に虫取りに行きましたよね。
養老：40年ぶりに行ってみてびっくりしました。
　昔は丘一面が畑だったんだけど、そこが全部深い森
に戻っていたんです。 昔のほうが森がいっぱいあった
と思いがちだけど、とんでもない勘違い。 戦後すぐま
で日本の田舎では食料をつくるのと燃料をとるので、

　「財団創立30周年記念講演」は養老孟司氏と聞き手
役の柳瀬博一氏による対談を行いました。 会場はほ
ぼ満員。 真冬の中での熱気ある対談をお届けします。

公益財団法人

かながわトラストみどり財団
財団創立30周年記念講演

前編 （全２回）

1939年神奈川県鎌倉生まれ。解剖学者。
東京大学名誉教授。
大の虫好きで、趣味は昆虫採集・標本作
成。 2003年出版の『バカの壁』は400万
部を超えるベストセラー。

養老 孟司 氏
ようろう  たけ  し 

1964年生まれ。 NPO法人小網代野外活動
調整会議副理事。 慶応大学の学生時代に岸
代表（当時教授）と森を訪れて以来30年、小
網代の森の保全活動に関わる。
養老氏とは、本業の日経BP社の編集者とし
て書籍の編集を担当するほか、国内外の昆虫
採集旅行に同行する「ムシ仲間」。

柳瀬 博一 氏
やな  せ　ひろいち

日本は昔よりいまのほうが森が多い



森は開かれていた。 奄美大島もそうでした。
柳瀬：神奈川の自然もそうだったんですか?
養老：戦後すぐ鎌倉の山はどこも松がぱらぱら生えて
いるだけでした。 僕は四国によく虫取りにいくんだけ
ど、高知県は総面積の森林率がなんと8割です。 ちな
みに、そのうち人工林率が6割（全国平均41％＊）。 
　かつては、森を開いて段々畑だったところに戦後はス
ギを植えたんですね。 これも全国的に行われていたこ
とで、その後日本の杉は割高になって、使われること
なく杉林だけがいっぱい残っちゃって、みんなの花粉
症の元になった（笑）。 世界遺産に指定されているよう
な原生林も、分け入ると石垣が残っていたりする。 
　昔からずっと原生林だったわけじゃなくて、数十年
前までは人の手が入っていたところがけっこう多い
んです。
＊都道府県別森林率・人工林率（平成24年3月31日現在）

柳瀬：その話だけ聞くと、田んぼや畑や禿山だったとこ
ろが鎮守の森というか深い森に戻って自然豊かになっ
ていいじゃないの、という気がしちゃいます。
養老：ところが、自然というのはそんなに単純なもので
もない。 常緑樹が鬱蒼と茂りすぎると森の中に光が一
切当たらなくなるから、ほかの植物が育たなくなって
自然が単調になる。 すると、そこで暮らせる生き物の
種類も減ってしまう。 
　僕は縄文人みたいな生活をしていて、要するに昆虫
を狩猟採集していることもあって日本全国の森の中を
うろうろしている。 外から見ると豊かな自然に見える
常緑照葉樹の森は林床が真っ暗で下草がないので、虫
の種類も数も少ないんです。
　だいたい数千年前の縄文時代、常緑樹がびっしり土
地を覆っていた西日本には人が少なかった。 人が多
かったのは落葉樹が多かった関東から東北にかけて。 
縄文遺跡のあるところを見れば「東高西低」だった。 

人間にとっても真っ暗なままの森は暮らしにくいん
です。
柳瀬：かながわトラストみどり財団では各地で森林作
業をやっています。 小網代の森でも毎月、森林管理を
やっています。 共通しているのは森の「手入れ」ですね。
　 なまじ自然が好きな人に限って、「天然の自然は人が
手をつけちゃいけない。 手つかずのままほっとかなけ
れば、自然破壊になる」と思いがちですけれど、「森の
手入れ」についてどう思いますか？ 
養老：僕自身は「森の手入れ」はあんまり詳しくない。
ぼくの手入れは虫をつかまえるだけ。 （笑）。 ただ、虫が
好きなので、虫好みな森はわかります。
柳瀬：養老先生のいう虫が好きな森はどんなところで
すか。
養老：難しく言うと自然の多様性があるところ。 
　いろんな種類の木が好き勝手にある森ですね。 所々
が林縁で日が射し込み、あっちに薪が積まれていた
り、こっちに草地があったりして色々なタイプの自然
があるところですね。
　あとは山あり谷あり地形が複雑なところ。 島根、山
口などは小さい山がたくさん連なっていて、南斜面が
たくさんあって細かく環境が異なる。 すると虫も違っ
てくる。 三角形した富士山みたいな簡単な格好の山は
虫屋としてはおもしろくない。 ずっと同じ斜面だか
ら,、暮らしてる虫の種類も単調なんです。
　要するにね、虫が多いのはちょっと人の手が入った
ところ。 常緑樹林でも林道沿いで光と風が入るところ
だったり。

柳瀬：昆虫採集するには、むしろ適度に手入れされてい
る森がいいわけですね。 そのほうが光も入るし、風も
抜けるし、水もあるのでいろんな植物が生えやすい、と。
　虫の種類も豊かであるということですが、養老先生
は最近どちらで虫採りをすることが多いのですか？
養老：昨年の4月は山梨県から静岡県にかけての山沿
いを丁寧に見てまわりました。 
　「糸魚川静岡構造線」の東西で虫が違うのがおもし
ろい。 これは新潟県の糸魚川市から長野県の諏訪湖
の脇を抜けて静岡県の安倍川まで南北に走っている
断層です。 最近、新東名高速道路が開通して、静岡と
山梨の県境のほうにアプローチがしやすくなったん
です。 ちょうど糸魚川静岡構造線があるあたり。 そ
の南北の縦線をギザギザに進んでいくと、それぞれ虫
の分布が違うからすごい。
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フォッサマグナ～糸井川静岡構造線

かながわトラストニュース
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かながわトラストニュース

柳瀬：地殻変動による地形変化によって、生き物の分
布を大きく変わるんですね。
養老：例えば神奈川の地理でいうと、南からプレート
がぐいぐい押し付けて、もともと島だった伊豆半島が
箱根あたりにぶつかって半島になった。 今でこそ本州
みたいな顔をしていますが、海からシワのようにせり
上がったのが丹沢山地。 
柳瀬：虫の違いがあるわけですか。
養老：それがまだうまく調べられていないですよ。
　そういうのを調べたくって定年より早く54歳で退
官して、虫採りを再開したわけです。 このままいった
ら虫調べる時間無くなるわって。
柳瀬：今回のテーマは「これからの人の生き方」となっ
ていますが、養老先生は現在、子供だった頃の生き方を
取り戻したわけですね。 
　ご自身の経験から、これからの人の生き方とは？
養老：こればっかりは人それぞれでしょう。
　ただ、ひとつ言えることは自然から離れたところで
ずっと単調な生活するのはおすすめできません。
柳瀬：都市の生活ですね。
養老：一日中オフィスで過ごすというのを年中続けて
いるのは健康に良くない。 体の健康というより頭の健
康に良くない。 
　都市というのは人間がつくったものだから基本的に
は想定の範囲内。 だから肉体に入力される情報はある
意味で単調なんですね。
　頭の中ではものすごく豊かな情報世界が広がって
いるのだけれど、それは頭の外に出て行かない。 そう
いうのはゲームで楽しめばいい、と僕は思う。 僕自身
ゲームは大好きですから。
柳瀬：なるほど、都市だと頭の中への入力しかない。そ
れはゲームをやっているのとおんなじだと。
養老：でも体はもっと多様な入力を求めている。
　いまは暖房が効いた室内でしゃべってますから。 冬
でもあったかい。
　現代人は変化を嫌う。 温度一定で、できるだけ床は
硬く平らにしてしまう。 実際の世界はそうでないの
に。 さらに言うと歩くことも減った。 大人も子どもも
歩かない。
柳瀬：どうすればいいんですか？
養老：まず小学校の学区を歩いて30分以上遠いところ
にすればいい。 昔は３～４里（十数キロ）歩いたもので
す。 子どもは歩く間にいろんなところに道草するで
しょ。 いろんなことを覚えます。
柳瀬：一方でジョギングやダイエットがずっと流行っ
ています。

養老：皇居の周りをたくさん走っていますよね。 
　夜の9時でも走っている。 びっくりなのはマスクし
てジョギングしている人もいる。
柳瀬：ジョギングやダイエットもいいんだけど、ボラン
ティアの森林作業や散策は体力も使う上に、気持ちも
いいし、自然の管理もできる。１石３鳥のうえにお金も
たいしてかからない。 
　養老先生がおっしゃるように、自然の中で体を動か
せる。 僕も毎月やっていますが、もっと普及してもいい
と思いますね。
養老：都会があるならば、その隣の自然の手入れを人
間はするべきなんです。 
　都会を家だとすると自然は庭。 オフィス中心の生活
から田舎で暮らすことも取り入れる。 
　自然から人工まで全部体験しないと人間が生き物と
して偏ると思います。
柳瀬：脳が都会であるならば身体は自然。 人間にはど
ちらも必要ということですね。
養老：そう、両方ないと人間のバランスが崩れる。
　脳みそだけの人間ってありえないでしょう。
柳瀬：神奈川県は大都市圏でありながら、自然にも恵
まれていますね。 トラストの仕組みがちゃんと働い
て、地元の方が週末ボランティアに精を出してくれば
いいですね。
養老：できるならば、もっと気軽に参加できるような
工夫があるといいでしょうね。
　ビギナーはどこから自然にアプローチすればいい
か、けっこうわからないはずだから。

【後編に続く】
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　高いところから、神奈川とその周辺を眺めたことが
ありますか? 羽田空港から旅客機に乗って西へ向か
う時、航路によっては上空を飛ぶことがありますが、
高度は10,000ｍ程度です。 左ページの図1は、それよ
りもはるかに高い、高度900,000ｍから眺めたもので
す。 写真のように見えるかもしれませんが、地球観測
衛星の画像を使ったコンピュータ・グラフィクス
（CG）です。 宇宙のような高さから見た鳥瞰図であるこ
とから、「宙瞰図」と呼んでいます。地形や環境などを
立体的に理解できるように作成しました。

　この図は、Windows版フリーソフトである３D地
図ナビゲータ「カシミール３D」＊1の風景CG作成機能
「カシバード」によって作成しました。 神奈川県立生
命の星・地球博物館から東北東に1,400km離れた太平
洋上の上空900kmより、48度斜め下に見たものです。
山の高さは、1.5倍に強調しています。
　写真のように見えるのは、アメリカの地球観測衛星
Terraに搭載されている国産の「ASTER VNIR」セン
サが観測した画像を使っているからです。 このセン
サは、地表において15ｍの大きさまで見分けることが
できます。 今回は、2012～14年に観測したものをつ
なぎ合わせて用いています。 地形は、標高を約10ｍ間
隔でデジタル化している基盤地図情報の数値標高モ
デル(10mメッシュ)を用いています。 そのため詳細
な立体感を表現することができました。 地名・山名な
どは、2015年3月時点のものです。
　富士山は、その特徴的な形によって簡単に見分ける
ことができると思います。 また、手前に広がる青い海
は東京湾です。 このように富士山が上に、東京湾が下
にあるのは、普通の地図とは異なり、西を上にしてい
るからです。 山名や地名を入れてありますが、位置関
係がわかりにくいときには、90度左に回転してみてく
ださい。
＊1：http://www.kashmir3d.com/

フィールドノート

　神奈川県を中心にして、西（上）は南アルプス（赤石
山脈）から東（下）の東京湾まで約200km、南（左）は相
模湾から北（右）の関東平野まで約80kmの範囲が描
かれています。全体的な印象として、上部（西側）は山、
下部（東側）はなだらかな地形が目立ちます。
　そこで地形を見やすくするために、標高別に色を塗
り分けてみました（図2）。 黒から灰色は、標高0～10
ｍ程度の沿岸や川沿いなどに広がる低地帯（平野な
ど）です。東京では中川低地、川崎では多摩川低地、平
塚では相模平野、小田原では足柄平野があり、富士川
に沿った低地帯や静岡平野も目立ちます。 灰色から
続く緑色から黄緑色の部分は、標高150ｍくらいまで
の台地や丘陵地帯です。 房総丘陵、下総台地、武蔵野

新井田 秀一
に　い 　 だ 　  しゅう いち

生命の星・地球博物館学芸員

宇宙から見た神奈川
～ 衛星画像を使った宙瞰図 ～
宇宙から見た神奈川

～ 衛星画像を使った宙瞰図 ～

ちょうかん　 ず

ちゅうかん　 ず

ちゅう  かん　  ず

「宙瞰図」について

地形をみてみよう

◀　　　宙瞰図「宇宙から見た神奈川 高精細版」図 1

高度別段彩鳥瞰図による地形区分図 2
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台地、多摩丘陵、相模野台地（相模原台地）、大磯丘陵な
どが図の下半分にあり、数多くの河川によって細かい
谷が刻まれていることが分かります。
　濃い緑色からオレンジ色にかけては標高400～
2,500ｍの山岳地帯です。 富士山頂や赤石山脈の右上
(北西)部分では、3,000ｍを超えるため白色にしてい
ます。 丹沢山地や小仏山地は上下（東西）方向に山が
連なっていますが、その延長にある富士火山周辺では
山の列が減って御坂山地のみになり、天守山地から上
部（西側）では左右（南北）方向に山並みが変わってい
ます。 このような地形は、図の左側にある伊豆半島が
フィリピン海プレートによって本州に衝突している
ことが生じていると考えられます。 富士・箱根・丹沢
地域は、このほか北米プレートとユーラシアプレート
という３枚のプレートが接する特殊な地域です。 ま
た、富士火山周辺ではなだらかなすそ野が大きく広が
り、北西－南東（左下－右上）方向に側火山が多く存在
しています。

　衛星画像を用いている「宙瞰図」にもどりましょう。
図1の上下では緑の色合いが異なっています。 図中央
部を左右に流れる相模川の流域を境にして、上半分で
は緑色が濃いのですが、下半分では薄くなりどちらか
というと灰色が多くなっています。 この色は、地表面
を覆っている物質の違いを表しています。 今回用い

ている地球観測衛星Terra/ASTER VNIRの画像で
は、植物は緑色系統、人家や工場などの人工物は灰色
系統となります。 そのため、上半分（西側）は南アルプ
スなどの山岳地域なので森林が多くあり、下半分（東
側）は丘陵、台地など起伏の少ない地形であるので開
発が進んでいる様子がわかります。 これ以外の色と
しては、富士山では山頂付近に積雪があるため、白色
になっています。 またその周辺域に茶色い部分が見
られますが、植物が生えていないか枯れてしまってい
る状況を示しています。
　このような山岳地域では、標高によって緑色の濃さ
が異なっています。 これは、植生の違いを示していま
す。 今回使用している衛星画像は秋から春に観測し
ているため、夏緑樹（落葉広葉樹）の多い標高の高い部
分は、緑色ではなくなります。 スギやヒノキなどの針
葉樹は、青々としているため緑色が濃く表されます。
　生命の星・地球博物館のある箱根火山を見てみま
しょう（図3）。 中央部がへこんだ「カルデラ」地形は、
神山などの中央火口丘や芦ノ湖を取り囲む明神ヶ岳、
金時山、三国山などの外輪山によってわかります。 神
山や箱根峠周辺が白っぽく見えるのは、地球観測衛星
の観測日（2013年12月21日）の直前に標高の高いと
ころでは降雪があったためです。 神山の裏側にあた
る仙石原は、カルデラ内部の平坦面にあり湿原が有名
ですが、ゴルフ場が「虫食い」状に目立っています。 早
川駅から根府川駅にかけての南向きの斜面は、明るい
緑色に見えます。 このあたりは日当たりを生かしたミ

カンなどの果樹園になっています。 酒匂川を中心にし
た足柄平野には、その流域に黄緑色の部分が多くあり
ますが、水田などの耕作地です。 国府津－松田断層帯
によって、手前側の大磯丘陵と区切られています。
　丹沢山地は、とんがったような山体が多く急傾斜が
目立ちます（図4）。 大山、丹沢山、蛭ヶ岳、大室山など
標高1,000ｍを超えるような山頂部には、白く雪が
残っています。 また、菰釣山と御正体山の間を流れる
道志川流域でも谷底に雪が残っています。 丹沢湖や
宮ヶ瀬湖、相模湖、津久井湖といったダム湖がどのよ
うなエリアから水を集めてくるのかも、川筋や谷筋を
追跡することで判読できます。 丹沢山地の左（南）側に

ある秦野盆地は、起伏が少なく、工場や宅地が目立ち
ます。 さらに左（南）側にある大磯丘陵との間は渋沢断層
によって区切られています。
　図5は、横浜や川崎などの市街地を拡大したものです。
これを見ると相模川と多摩川に挟まれた、相模野台地
（相模原台地）や多摩丘陵周辺は起伏が少ないことがわ
かります。 全体的に灰色にみえるのは、住宅地が多いた
めです。 その中でも、緑色に見える部分がいくつかあり
ます。 例えば、斜面です。 傾斜地は開発しにくいため、
もともとの自然が残るケースが多いようです。 河岸段丘
の段丘涯は、線状に緑色が続いていることがわかります。 
また、細かく観察すると島状に緑色した部分も発見でき
ます。 これらには公園や緑地として自然が保全されて
いるものがあります。臨海部に多い工業地帯では工場
の建物が白く見えていますが、扇島にある製鉄所周辺
は赤さび色になっています。 東京湾内には、船舶が多く
あり、白い航跡によって移動方向が推定できるものも
あります。

　広いエリアで大きなつながりを見たり、狭いエリアを
詳細に見たり、いろいろな見方のできるのが、この「宙瞰
図」です。 紹介した例だけではなく、ほかにもさまざまな
情報が読み取れると思います。 地形や地質構造など地
球科学全般に興味を持っていただけますと幸いです。
　なお、地球観測衛星ASTER画像の著作権は経済産
業省及び米国航空宇宙局にあり、（一財）宇宙システム
開発利用推進機構から配布を受けたものです。

フィールドノート

部分拡大図「箱根火山」図 3

地形と環境
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カンなどの果樹園になっています。 酒匂川を中心にし
た足柄平野には、その流域に黄緑色の部分が多くあり
ますが、水田などの耕作地です。 国府津－松田断層帯
によって、手前側の大磯丘陵と区切られています。
　丹沢山地は、とんがったような山体が多く急傾斜が
目立ちます（図4）。 大山、丹沢山、蛭ヶ岳、大室山など
標高1,000ｍを超えるような山頂部には、白く雪が
残っています。 また、菰釣山と御正体山の間を流れる
道志川流域でも谷底に雪が残っています。 丹沢湖や
宮ヶ瀬湖、相模湖、津久井湖といったダム湖がどのよ
うなエリアから水を集めてくるのかも、川筋や谷筋を
追跡することで判読できます。 丹沢山地の左（南）側に

ある秦野盆地は、起伏が少なく、工場や宅地が目立ち
ます。 さらに左（南）側にある大磯丘陵との間は渋沢断層
によって区切られています。
　図5は、横浜や川崎などの市街地を拡大したものです。
これを見ると相模川と多摩川に挟まれた、相模野台地
（相模原台地）や多摩丘陵周辺は起伏が少ないことがわ
かります。 全体的に灰色にみえるのは、住宅地が多いた
めです。 その中でも、緑色に見える部分がいくつかあり
ます。 例えば、斜面です。 傾斜地は開発しにくいため、
もともとの自然が残るケースが多いようです。 河岸段丘
の段丘涯は、線状に緑色が続いていることがわかります。 
また、細かく観察すると島状に緑色した部分も発見でき
ます。 これらには公園や緑地として自然が保全されて
いるものがあります。臨海部に多い工業地帯では工場
の建物が白く見えていますが、扇島にある製鉄所周辺
は赤さび色になっています。 東京湾内には、船舶が多く
あり、白い航跡によって移動方向が推定できるものも
あります。

　広いエリアで大きなつながりを見たり、狭いエリアを
詳細に見たり、いろいろな見方のできるのが、この「宙瞰
図」です。 紹介した例だけではなく、ほかにもさまざまな
情報が読み取れると思います。 地形や地質構造など地
球科学全般に興味を持っていただけますと幸いです。
　なお、地球観測衛星ASTER画像の著作権は経済産
業省及び米国航空宇宙局にあり、（一財）宇宙システム
開発利用推進機構から配布を受けたものです。

新井田 秀一
Niida Shuichi

神奈川県立生命の星・地球博
物館 主任学芸員。 地球観測
衛星画像やデジタル標高モ
デルを使って、環境や地形の
変化を調べています。 また、
その表現方法についても研
究しています。

プロフィール

部分拡大図「丹沢山地」図 4

部分拡大図「多摩丘陵」図 5
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2015年
11月29日（日）

2016年 1月

緑の書道コンクール表彰式
　県央地区推進協議会主催で『第32回緑の書道コン
クール』を開催しました。 県央地区の小中学生を対象
に、3・4年生には「みどり」、5・6年生には「緑のまち」、
中学生には「緑豊かな県央」を課題として募集。 8,722
点もの作品の応募があり187作品が入賞しました。
　えびな市民活動センター・ビナレッジホールにて表彰
式を行いました。　※相模原市内では、同事業を（公財）
相模原市まち・みどり公社に委託し実施しています。

2015年
 9月3日（木）緑の募金保全活動

　トラスト緑地である箱根小塚山で一面に繁茂するハ
コネダケ駆除作業を実施しました。 小塚山山麓は美し
い赤褐色のヒメシャラを中心に、ヤマボウシやブナと
いった広葉樹が広がっています。この活動は2012年よ
り継続し、一部下層植生の回復が見られます。
＊この活動は緑の募金を活用して
実施しています。

2015年
 12月6日（日）森林づくり活動

　伊勢原市日向の人工林で、森林づくり活動の間伐作
業が行われました。 作業地は少し急な斜面でボラン
ティアの皆さんは足場をしっかり確保し、安全に配慮
しながら作業を行いました。 
　その後、㈲相馬造林による間伐した材を林道に運び
出す方法を実演。 簡易ながらロープと機械による設営
から搬出までを見学し、その大変さがわかりました。

第１回保全緑地等選定委員会
　公益財団法人に移行して初めて保全緑地等選定委員
会を開催。 これは神奈川県の設置する「かながわトラ
ストみどり基金」による買入や寄贈等による候補地を
審議調査するもので、今回は県内３緑地を審議しまし
た。 今後、トラスト運動によってこれらの緑地が保全
されるよう取り組みます。

2015年 11月
小網代の森保全利活用
対策協議会
　小網代の森の良好な自然環境が保たれ、バランスのと
れた適正な利活用が行われるよう、民間、行政、団体によ
る協議会を設置しています。 11月に第6回目となる会議
を行い、環境整備や保全計画について協議しました。 財団
は神奈川県とともに事務局を担当しています。

作業後の森

小網代の森

2015年
 12月22日（火）

みどりのセミナー「神奈川県産材料で
作るミニ門松作り講習会」
　県西地区推進協議会主催で県内の竹材や松葉、稲わら
などを使ったミニ門松講習会を実施。講師が作り方やコ
ツ、完成後の管理方法を説明し、参加者はそれぞれ講師
の補助を受けながら作成しました。

緑の募金運動
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イベント
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トラスト会員募集中!詳しくは裏表紙をご覧ください ※写真はすべて
イメージです

主催イベント
小網代の森イベント

【コース】 鶴ヶ峰駅～井上伝小路屋敷跡～陣ヶ下渓谷
～横浜水道記念館～旧配水計量室～隋流院～上星
川駅（解散）

30人（先着順）
受付中

自然観察会
横浜の秘境及び
近代水道発祥の地を訪ねて14日（土）5月

10時～15時

▶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。

自然観察会

【講師】 神保 賢一路 氏
【集合】 小田急 江ノ島線
　　　桜ケ丘駅

竹の子掘りで
竹林整備①23日（土）4月

10時～15時

▶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。

【講師】 神保 賢一路 氏
【集合】 小田急 江ノ島線
　　　桜ケ丘駅

竹の子掘りで
竹林整備②7日（土）5月

▶春から夏に移ろう小網代の森で、日差しも穏やかな夕方に
自然観察会を行います。ゆったりした時間の中でスタッフだ
けが知る小網代の森の魅力を解説します。またイベント終了
後は任意でホタル観察会が出来ます。

夏の大潮の晩。母ガニは卵を抱え、
いっせいに海岸に押し寄せ、子どもたちを海に放ちます。

観察会では、引橋から干潟までの観察、ガイダンスを受けた後、
膝丈まで海に入り、カニの放仔の観察を行います。

無料

夕方観察会

【講師】 ＮＰＯ法人
　　　小網代野外活動
　　　調整会議
【集合】 京浜急行線
　　　三崎口駅

夕方観察会29日（日）5月
14時30分～17時

▶市街地の中にある鶴見川浅瀬でみられる生きもの
をとって観察します。

会員
一般 500円

みどりのがっこう

【講師】 堂前 雅史 氏
　　　かわ道楽
【集合】 小田急 小田原線
　　　鶴川駅北口
【対象】 小学3年生以上
（小・中学生は保護者同伴）

水辺の生き物観察会2日（土）7月
10時～12時30分

10時～15時

森の谷を抜けて大湿原へ三崎口駅に集合!

小網代の森の入口の
『引橋』までバスで移動。

アカテガニ放仔観察会
ほ う し か ん さ つ か い

小学3年生以上（小中学生は保護者同伴）/各日50名

※申込多数の場合は抽選となります。 ※バス代は各自負担

長靴（膝丈まで海に入って放仔の観察します）、長袖、帽子、タオル、着がえ、
懐中電灯、軽食、飲物、ビニール袋（ゴミや長靴用）、虫除けスプレー など

5月1日～5月30日

※両日申込不可　※法人・団体会員は１口10名を会員扱いとします。
※団体10名以上でお申し込みの場合は財団事務局までご連絡ください。

①開催日のいずれか1日と行事名 ②代表者氏名・年齢・住所・電話番号 
③会員の方は会員番号 ④同伴者氏名と年齢（会員の場合は会員番号も記載）
①～④ご記入のうえ、FAX/メール/はがき/財団ホームページイベント申込
フォームにてお申し込みください。 

ガイダンス開始

海岸では一列で放仔観察のあとは…

アカテガニの放仔

各 日

50名
募集!!

※雨天中止。 
　雷注意報発令
　でも中止となります。

このほか「放仔観察会」は8月以降に4回を予定しています。
詳細は次号「ミドリ101号」に掲載予定

【共催】生活協同組合ユーコープ

古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】 （公財）鎌倉風致保存会古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】（公財）鎌倉風致保存会

会員
一般

無料
500円

会員 一般無料 1,000円 学生（小～大学生） 500円

13時～16時
ハイキングコースを訪ねて16日（土）4月

【コース】 鎌倉駅東口～東勝
寺跡～腹切りやぐら～妙本
寺～八雲神社

【講師】 八幡 義信 氏
【集合】 JR 横須賀線
　　　鎌倉駅東口

30人
（先着順）
受付中

20人
（先着順）
受付中

14人（先着順）
受付：5/1～15人（先着順）受付中（両日申込不可）

25人（先着順）受付中（両日申込不可）

【講師】 全国森林イン
ストラクター神奈川会
【集合】 相模鉄道線
　　　 鶴ヶ峰駅

15：30

夜
の
夏
真

る
が
な
つ

ち
の
い

の

語
物

日没
25分後
観察開始！

7/
2016 23 ・24土 日

京急線三崎口駅改札前 15:30集 合
京急線三崎口駅 21:00解 散

※捕獲した生きものの持ち帰りはできません。

対象/定員

参加費

持ち物など

申込期間

申込方法

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

2016年



【コース】 大磯駅～地福寺～大磯宿本陣跡～新島襄終
焉の碑～鴫立庵～旧島崎藤村邸～元勲通り～大磯こゆ
るぎ緑地～吉田茂庭園～三井別邸～城山公園前バス停⇒大磯駅(解散）

ウォーキング

【講師】 NPO法人
 大磯ガイドボランティア
協会
【集合】 JR 大磯駅

大磯の名所旧跡と
トラスト緑地を巡る

10時～15時

【コース】 六会日大前駅～県立境川遊水地公園～元
木バス停⇒湘南台駅(解散）

自然観察会

【講師】 坂本 堅五 氏
【集合】 小田急江ノ島線
　　　 六会日大前駅

野鳥観察会
～境川遊水地公園で
　水辺の野鳥観察～

10日（土）12月
10時～14時

【コース】 秦野駅バス停⇒蓑毛周辺～大日堂～蓑毛
自然観察の森～青年橋バス停⇒秦野駅(解散）

自然観察会

早春の花を観察
10時～15時
25日（土）3月

【講師】 足立 直義 氏

【集合】 小田急線
　　　秦野駅

ナチュラリスト

会員
一般 1,000円

500円
9時～15時

風薫るハマの丘陵地を散策28日（土）5月

【コース】 金沢文庫駅～六国峠ハイキングコース～
金沢自然公園～横浜自然観察の森

【講師】 NPO法人かながわ
　　　森林インストラクターの会
【集合】 京浜急行線　
　　　金沢文庫駅

会員
一般 1,000円

500円
8時～15時30分

ヤビツ峠周辺の登山道を歩こう20日（日）11月

【コース】 秦野駅バス停⇒ヤビツ峠～岳ノ台～菩提
峠～ヤビツ峠～蓑毛

【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　秦野駅

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
【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、〒252-0332 相模原市南区西大沼1-25-4　内野 ミ
ドリまで（☎042-758-5058） 
かながわ森林インストラクターの会 自然観察部会

【コース】 小田原駅～ポーラ美術館(小塚山）～箱根ビジターセンター～
仙石原ススキ草原～箱根高原ホテル～小田原駅（解散）

会員
一般
2,000円
3,000円

トラスト緑地周遊ツアー
箱根トラスト緑地周遊21日（水）9月

9時30分～16時

50人（先着順）受付：7/1～

▶動物博士と一緒に野毛山動物園の動物を観察しま
せんか。それぞれの動物に関する詳しい説明を聞きな
がら観察すると新しい発見がいっぱいです。

▶箱根トラスト緑地の小塚山緑地、仙石
原緑地(ススキ草原）を巡ります。ポーラ美
術館に入館でき、最後に箱根高原ホテル
で温泉入浴が楽しめます。

会員
一般

無料
500円

みどりのがっこう

【講師】 神保 賢一路 氏
【集合】 京浜急行線
　　　 日ノ出町駅

動物博士と一緒に野毛山動物園へ行こう8日（土）10月
10時～14時

【共催】生活協同組合ユーコープ

10人（先着順）
受付：8/1～

▶秋真っ盛りのこの時期、小網代の森の代名詞でも
あるたくさんのカニ達と、小網代を彩るトンボ達に会
いに行こう！

自然観察会

【講師】 NPO法人小網代
　　　野外活動調整会議
【集合】 京浜急行線
　　　 三崎口駅

小網代の森へトンボとカニに
会いに行こう！15日（土）10月

10時～15時

30人（先着順）
受付：8/1～

古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】 （公財）鎌倉風致保存会古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】（公財）鎌倉風致保存会

会員
一般

無料
500円

13時～16時

頼朝の足跡を
訪ねて5日（土）11月

【コース】 鎌倉駅東口～法華堂（白旗神社）～頼朝墓
～荏柄天神社～永福寺跡

【講師】 八幡 義信 氏
【集合】 JR 横須賀線
　　　 鎌倉駅東口

20人（先着順）
受付：9/1～【コース】 生麦駅～キリンビール横浜工場

内ビオトープ～CSR活動についての講座

自然観察会

【講師】 小林 範和 氏
【集合】 京浜急行線
　　　 生麦駅東口

キリンビール横浜工場で
ビオトープ見学と
CSR活動を学ぶ

4日（日）9月

15日（木）9月

18日（土）2月

10時～12時30分

【協力】キリンビール横浜工場

30人（先着順）
受付：10/1～

30人（先着順）
受付：12/1～

30人（先着順）
受付：1/3～

80人（先着順）
受付：4/1～5/21

80人（先着順）
受付：10/1～11/13

【講師】 箱根ビジターセ
ンター・ポーラ美術館
【集合】 JR 東海道線・
小田急線 小田原駅西口
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イベント

古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】 （公財）鎌倉風致保存会自然観察会

10時～15時30分

秋を先どり！！
栗ひろいと自然観察会

【コース】 茅ヶ崎駅バス停⇒栗ひろい～茅ヶ崎里山公
園（自然観察会）～芹沢入口バス停⇒茅ヶ崎駅（解散）
※別途、栗代（1kgあたり1,000円）

【講師】 柳谷の自然に
学ぶ会
【集合】 JR 東海道線・
相模線 茅ヶ崎駅北口

30人（先着順）
受付：7/1～

鴫立庵の入庵料は各自負担

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。 コース内のバス代は各自負担となります。

★キリンビールより、ドリンク一杯プレゼント‼
50人（先着順） 受付：7/1～

※バス代・施設利用料込

2017年

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円



1校　2/822

イベント

2016年

6月 18日（土） 100人（先着順）
竹林整備&
施設見学

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

【共通事項】

予備日：6/19（日）【活動場所】 小田原市 小竹

予備日：6/30（木）【活動場所】 中井町 中井中央公園

予備日：7/28（木） 【活動場所】 小田原市緑の祭典植栽地

予備日：8/4（木）【活動場所】 箱根町 元箱根

予備日：8/22（月）【活動場所】 相模原市緑区 青根

【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】 神奈川県住宅供給公社
◆午後にメガソーラー見学があります。

7月

29日（水） 竹林整備&
発表会

【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
◆午後に発表会でボランティア団体を紹介します。

8月

27日（水） 下 刈 【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）

植 栽

3 日（水） 除 伐 【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）
　　　 箱根高原ホテル駐車場：9時30分

21日（日） 除伐&発表会
【集合】 小田急線 本厚木駅南口：8時30分（専用バスで移動） 
　　　 宮ｹ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
◆午後に発表会でボランティア団体を紹介します。

5月 【活動場所】 小田原市 100人（先着順）

※定員になり次第締切

【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）
◆神奈川県緑の祭典開催（式典あり）

22日（日）
予備日：　無

服装は
森林づくりのための

帽子

長袖

ヘルメット

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!

森林づくりのための主な作業

▶林内に光を入れるため成長の悪い造林木を切る作業

▶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

▶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

植 栽

下 刈 り

間 伐

枝 打 ち

作業時期

夏

作業時期

秋～冬
作業時期

秋～冬

作業時期

春と秋
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神奈川県森林インストラクターが指導します。
現地に駐車場はありません。 ただし「車　　マーク」の
あるイベントのみ、車でお越しいただけます。
「　  」マークのあるイベントは、昼食後にトラスト会員優
待施設でもある「箱根高原ホテル」に無料入浴できます。

【持ち物】
お弁当・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

●
●
　
●

受付：4/1～

受付：4/1～

100人（先着順）
受付：4/1～

100人（先着順）

100人（先着順）

受付：5/1～

受付：6/1～

100人（先着順）
受付：6/1～

温泉入浴あり自家用車での参加可

【活動場所】 相模原市 鳥屋

下刈＆
施設見学

【集合】 小田急線 本厚木駅南口：8時30分（専用バス
　　　で移動）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
◆午後に市川屋プレカット施設見学があります。

9 日（土）

下刈＆
施設見学

【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）
【共催】 小田原市
◆午後に

17日（日）

予備日：7/10（日）

【活動場所】 小田原市 久野予備日：7/18（月）

受付：5/1～

受付：5/1～

（先着順）

（先着順）50人

50人



1校　2/22

イベント
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11月

除 伐 【集合】 小田急線 秦野駅南口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
【共催】 秦野市

12月

枝 打 【集合】 小田急線 開成駅西口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
【共催】 神奈川県森林組合連合会

間 伐 【集合】 ＪＲ東海道線 根府川駅：8時30分
　　　（専用バスで移動）
【共催】 真鶴町

間 伐 【集合】 小田急線 開成駅西口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
【共催】 神奈川県森林組合連合会

間 伐 【集合】 ＪＲ東海道線 湯河原駅：8時30分
　　　（専用バスで移動）
【共催】 湯河原町

枝打＆施設見学

1月 竹林整備 【集合】 小田急多摩線  栗平駅南口：8時30分
）地現で歩徒（         

【共催】 川崎市・（公財）川崎市公園緑地協会

【活動場所】 湯河原町 鍛冶屋

【活動場所】 秦野市 弘法山公園

【活動場所】 真鶴町 真鶴町県行造林

【活動場所】 南足柄市 塚原水源林

【活動場所】 南足柄市 塚原水源林

2017年

下刈＆イベント

緑の募金 保全活動 緑の募金による森林保全活動を行います。

【活動場所】 川崎市 
                栗木山王山特別緑地

受付：8/1～

受付：7/1～

受付：4/1～

受付：7/1～

【活動場所】 秦野市
　　　　　全国植樹祭地

9月 除伐（ササ刈） 【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）

2016年

6月 下 刈

50人

9月 【集合】 21世紀の森駐車場：9時
【共催】 ２１世紀の森指定管理者
◆午後に２１世紀の森「マイ・はし作り」があります。
　（別途：参加料が必要です）

【活動場所】 南足柄市 
　　　　  県立21世紀の森

【活動場所】 南足柄市 
　　　　  県立21世紀の森

（先着順）

（先着順）

50人

※定員になり次第締切

【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

【活動場所】 箱根町 小塚山
              トラスト緑地

開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

100人（先着順）
受付：8/1～

100人（先着順）
受付：9/1～

100人（先着順）
受付：9/1～

100人（先着順）
受付：9/1～

100人（先着順）
受付：10/1～

100人（先着順）

受付：11/1～

【集合】 小田急線 秦野駅南口：8時30分（専用バスで移動）
　　　戸川公園パークセンター前：9時
　　　（駐車場：秦野戸川公園諏訪丸駐車場）
【共催】 秦野市
◆午後に神奈川県森林組合連合会貯木場見学があります。

100人（先着順）

100人（先着順）

県民参加の森林づくり ※定員になり次第締切温泉入浴あり自家用車での参加可

10月

竹林整備 【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 藤沢駅南口 
　　　 神奈川県藤沢合同庁舎（駅から徒歩
　　　約7分）：8時30分（専用バスで移動）
【共催】 鎌倉市 

植 栽 【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）
【共催】 箱根町

16日（日）

27日（日）

3 日（木）

10日（土）

19日（土）

29日（土）

14日（土）

予備日：　無

予備日：　無

予備日：11/28（月）

予備日：10/17（月）

予備日：　無

予備日：1/15（日）

予備日：10/30（日）

10日（土）
予備日：　無

22日（木）

1 日（土）

予備日：9/23（金）

予備日：10/2（日）

【活動場所】 鎌倉市 梶原

【活動場所】 箱根町 元箱根 お玉が池

100人（先着順）
受付：7/1～

100人（先着順）
受付：8/1～

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（ 
　　　　 〒220-0073 横浜市西区岡野2-12-20     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（ふりがな）・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、電話・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。
【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。

1 日（木）

4日（土）
予備日：6/5（日）

予備日：9/2（金）



事務局だより

21001.on」リドミ「 春 6102 団財りどみトスラトわがなか

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

　ご応募いただいた方の中から抽選で特別招待券(22頁下段掲載)もしくはオリジナル
グッズをプレゼントします。今回のグッズは「宇宙から見た神奈川～衛星画像を使った宙
瞰図～」より神奈川宙瞰図ポスターかクリアファイルをプレゼントいたします。 応募は／
『100号プレゼント希望』と記入し、感想／〒／住所／電話／氏名／を明記し、Eメール、
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。

　箱根火山噴火や富士山噴火の地質を直接見ることがで
き、大井町を散策しながら学ぶことが有意義だった。資料も
充実していて帰宅後、さらに興味深く読むことが出来た。
　ブルックス社からの箱根外輪山や丹沢山地、はるか大
自然のパノラマを実感！もう少し時間が有ればスケッチ

）んゃちクサ（。たっかたし
　6.6万年前の箱根火山噴火の露頭を観察するなど、自然の
雄大さを実感できるイベントでした。（事務局）

　小田原市で県・市・財団主催の「緑の祭典」を開催します。
　植樹や水源林探訪会、間伐材を利用した木製品の販売な
どを行います。 参加無料。 皆さまのお申込みをお待ちして
います。
日時：2016年5月22日(日)8:30~15:30
場所：小田原市荻窪(現地まではJR・小田急線小田原駅から
バスで送迎)　定員：400名
申込方法：ハガキに、行事名「緑の祭典2016inおだわら」／
〒／住所／電話／氏名／同伴者がいる場合は全員の氏名を
記入し、財団事務局までお送りください。 財団公式WEBサ
イトのイベント申込フォームからも申込めます。

県西地区推進協議会主催ウォーキング
「プレート境界と箱根火山噴火の痕跡を訪ねる」の感想

　地元の住人ですが、高野の切通しも湧水井戸も、御谷
の保全経緯も、知らないことだらけでした。 こうしてガイ
ド付きでたっぷりハイキングでき、今後の楽しみが広が
りました。（石野さま）
　毎年、鎌倉市内でイベントを行っ
ていますが、市民団体の協力をいた
だくことにより、耳よりな情報が多
く面白い企画になります。（事務局）

＜財団創立30周年記念事業＞～日本のナショナル・トラスト運動
発祥地　鎌倉を行く～「六国見山・御谷を巡る北鎌倉ハイキング
（協力（公財）鎌倉風致保存会、北鎌倉湧水ネットワーク）」の感想

締切 5/30

締切 4/22 必着

参加者
募集！

平成28年度成長の森～赤ちゃんと、ともに育む森づくり～

「緑の祭典“かながわ未来の森づくり”2016
 in おだわら」開催！

　県内の森林づくり活動や体験学習、企業活動(CSR)など
を支援する「神奈川県森林インストラクター」の第15期養
成講座の受講生を募集します。 応募方法等詳細は、財団公
式WEBサイト、またはみどり森林課(☎045-412-2255)ま
でお問合せください。
募集期間：2016年6月1日(水)～ 6月30日(木)必着
講座期間：2016年8月～2017年11月
講座実施：24回(主に土・日曜日)
対象：神奈川県に在住もしくは在勤
　　  の20歳以上の方。選考あり
定員：35名

神奈川県知事認定
森林インストラクターになりませんか？

りくづ森るよに」ギス粉花無産県川奈神「、に念記たれま生の様孫お・様子お　
に参加しませんか。 お子様1人につき3,000円の参加費で、県立21世紀の森

(南足柄市)内にある「成長の森エリア」に無花粉スギを植樹します。 また、エリアの近くには
お子様の名前（希望があれば生年月日）を載せた銘板（約150名で1枚）を設置します。
　植樹会は、平成29（2017）年3月上旬に申込者を対象に実施します。 植樹場所は、財団主
催の森林づくり活動を行う予定であり、成長の森の参加者が自分の手で
下草刈りなどの作業をすることが可能です。

対　　象●平成28（2016）年4月1日までに生まれた
　　　　　お子様（定員500名・20歳未満）
申込期間●平成28（2016）年4月1日～ 4月30日
参 加 費●お子様1人につき3，000円（苗木の購入、銘板の作成・設置など）
応募方法●財団　 成長の森ページにある「申込フォーム」から、もしくは通常ハガキに
　　　　　①申込者(お子様の家族・親族)の名前(ふりがな)、〒、住所、電話番号、
　　　　　②銘板に記載するお子様の名前(ふりがな)、記載希望の場合は生年月日を
　　　　　　明記し、財団までお送りください。
問 合 せ●みどり森林課　成長の森担当　 045‐412‐2255

成長の森エリア

植樹の様子

枝打ち研修
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会員掲示版

　横浜と絹の歴史、絹の製造工程、絹の服飾工芸品などを
展示。 機織体験（無料）や蚕の飼育観察もできます。

　友禅の人間国宝であった田島比呂子のキモノづくりの過
程を取材写真や下図、試し染めなどを交えて紹介します。 友
禅作家の素顔に触れて日本の伝統あるキモノの美を再発見。

「キモノの美の再発見
  ― 人間国宝 田島比呂子の友禅 ― 」

企画展

5組10名様にプレゼントします。 応募は／『100号シルク博
物館招待券希望』／「ミドリ」の感想／〒／住所／連絡先／氏
名／を明記し、Eメール、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4/30）

特別招待券をプレゼント！

【期間】 平成28年 4月23日（土）から 6月12日（日）

優待施設からのお知らせ

シルク博物館
新たに優待施設に加わりました!

045-651- 0841

入 園 料 一般料金 会員証提示

大人
シニア（65歳以上）
高・大学生
小・中学生

500円
300円
200円
100円

⇒
⇒
⇒
⇒

400円
200円
150円
50円

会員証の提示で
1組5名まで
団体割引適用

※障害者は無料　　※特別展は別途料金

【開 館】 午前9時30分から午後5時（入館は午後4時30分まで）
【休 館】 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始ほか
【住 所】 神奈川県横浜市中区山下町1番地 シルクセンター2階

会員数＆寄附募金のお知らせ

現在の会員数

個 人 会 員
家 族 会 員
法人・団体会員
特別・名誉会員
計

529人
710人
24人

1,263人

3,964人
7,121人
262人
323人

11,670人

「かながわトラストみどり基金」について

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に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支援など、「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。

、組辺渡）株（、園霊川奈神）財公（、会協スガPL県川奈神）社公（
）株（業工産農本日、ミズダ）株（、輔英崎藤、会究研園造原相

13億5,034万2,743円寄附累計額（2015年12月末現在）

（2016年1月末現在）

寄附者名（2015年11月～12月及び10月～7月追掲載）（敬称略）

「かながわトラストみどり財団」への寄附
　財団へ寄附をいただ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）ヤマシゲ、生き生きウォーキング・自然探索の会、浅見一義、
浅見久仁、阿部和見、安部静枝、有沢三咲子、粟田裕子・貞治、
池田純子、池谷善博、石田ふさこ、磯部せつ、市川勝弥、
井出芙美子、岩井禧和、薄光子、梅野順義、猿渡信男、大石勝義、
大岡正行、大倉和子、大河内忠義・正子、大澤淑子、大塩紀代美、
小野恵子、小野雅司、加藤高祥、亀田淳子、川北陽子、川口明、
川満久恵、木村哲三、日下正武、国島明宏、久保幸子、熊井博子、
小島敦子、小島美保子、小手川悦子、小峯正、小山公康、齊藤吉之、
桜井美栄子、佐野育子、澤長生、澤野由美子、汐満一虎、柴田鶴代、
清水紀彦、首藤智、新谷眞弘、菅野実、菅原啓之、杉田晉道、
鈴木賢治、鈴木多津子、関口和子、曽根良二、高田筬一、髙瀬秀夫、
髙橋公彦、髙橋徹宗、髙橋敏雄、髙橋靖、高橋由江・岩本たら、
竹内美穂、田島章子、田中純子、田中洋子、千々輪英男、飛松正記、
中嶌久子、永田昌海、長野晃子、中山康、西方栄、
信原志津子、泊瀬川亨、濱尾光吉、堀内敏男、真壁英利子、
増子忠治、松尾真実、松山隆治、益山正三、村井茂子、森要、
茂呂弥太郎、柳沢光子、山上弘、八巻泰子、山田俊男、山田扶美子、
山ノ井恵子、山本勝久、与儀達昭、横瀬元治、吉田千代美、渡部明、
渡辺千秋、渡辺正美、森本正信、匿名希望者８名

寄附者名(2015年11月～2016年1月)（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。

普通会員 緑地保全
支援会員

【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。

市民活動を
機関誌「ミドリ」で
告知しませんか？
県内の各地域で行う講演や観察会、ボランティア活動を
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(申込先)／詳
細(80字以内)／写真があればイメージ／をEメール、
FAX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。

次号発行は６月末予定です。 およそ７月下旬から10月初旬開催を目途に
投稿してください。 なお、応募締切は4月20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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所得税・住民税の優遇措置について

①税額控除（所得税）

　（公財）かながわトラストみどり財団への会費や寄附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。

　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）までに寄付された場合は、その寄付額は相続
税が非課税となります。

❶所得税の減少分
（年間の公益法人等への寄付金総額－2,000円）×４０％
❷住民税の減少分
県民税（年間の公益法人等への寄付金総額－2,000円）×４％

②所得控除
（年間の公益法人等への寄付金総額－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

（❷の例）: 横浜市税
　（年間の公益法人等への寄付金総額－2,000円）×６％

　横浜市保土ケ谷区に残る1ヘクタールほどの小さな緑
地に森、草地、水辺、田んぼなどのさまざまな環境があり、
多くの動植物が生息しています。 地元の子どもたちが訪れ、
観察会や保全作業を行っています。

　トラスト緑地保全支援事業では、指定されたトラスト緑地のボ
ランティア活動を支援するため、寄附の協力をお願いしています。
①本用紙は「キャンペーン用振込用紙」です。会費については更
新時期になりましたら、別途お送りしますので、この用紙での会
費振込はご遠慮ください。
②振込の内訳に記載がない場合は、財団事業への寄附とさせ
ていただきます。
③寄附いただいた皆様を機関誌「ミドリ」等で紹介します。紹介
不要の方は振込用紙通信欄に『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、振込用紙通信欄に
□をお願いします。

水辺のある森・桜ケ丘緑地

　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です。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」。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ます。

相模野の面影を残す久田緑地

　小網代の森は、関東地方で唯一、源流から河
口干潟まで集水域生態系が保たれている緑地で
すが、人の手を離れて50年近く経つため、斜面
地での樹木が繁茂し、土砂崩壊の危険性や河川
に日照が入らず水系の生き物が棲みずらい環境
でした。現在、自然再生活動や外来植物除去作
業が行われ、小網代の森に生きものが急速に戻
りつつあります。

再生進む浦の川・小網代の森緑地

同封の振込用紙の取扱いについて

付属の振込用紙で、ゆうちょ銀行・郵便局で手続きできます
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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
権には十分に配慮してください。

　財団創立30周年記念講演会の舞台の裏にて。 養老孟司氏と柳瀬
博一氏が、「かもめ児童合唱団」の子どもたちと交流。 養老先生から
お褒めの言葉をいただきました。

（P.8 講演会報告）

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。


