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自然へ一歩

　クリスマスツリーが赤や金色に飾られる頃、暗い照葉樹林の林
床でも赤い玉飾りをつける木があります。 お正月飾りにも用いられ
る、センリョウやマンリョウなどの常緑小低木です。ともに樹高は普
通1m弱で、センリョウは十字に並んだ４枚の葉の上側に10～20個
前後の果実をつける姿が美しく、「千両」の価値があるとか。 一方の
マンリョウは、幹の先に茂らせた葉の下側に、より多くの果実をつけ
るので「万両」。もっぱらそんな由来が語られますが、百両、十両、一両
もあるのをご存じ?
　「百両」は、中国で「百両金」の名もあるカラタチバナ。 樹高20～
50cmほどで、10個前後かそれ以上の果実をつけます。 「十両」はヤ
ブコウジを指し、樹高15cm前後で果実は普通5個以下。 ますます果
実が少なくなってきました。最後に「一両」は、細い針をもつアリド
オシ。 樹高40cm前後で、小さな果実を1～2個ずつつけます。
　いずれも暖地性の木で、神奈川県内の林では十両や万両は普通
種、他は比較的珍しく、三浦半島や西湘の社寺林などで見られます。 
この冬は、鳥たちに食べられる前に探してみてはいかがでしょうか。

「赤い実をつける小さな木」

万両（サクラソウ科） 千両（センリョウ科） 百両（サクラソウ科；カラタチバナ）

十両（サクラソウ科；ヤブコウジ）

一両（アカネ科；アリドオシ）

マンリョウ：
葉は細長く互生し、
ふちは波打つ。

センリョウ：葉は対生し、
粗いギザギザがある。

カラタチバナ：
葉は細長く

枝先に集まり、
ふちは粒が並ぶ。

ヤブコウジ：
葉は輪生状につき、
ふちにギザギザ
がある。

アリドオシ：
葉は小型で 
対生し、枝に  
刺がある。

写真と文：林  将 之
樹木図鑑作家。 著書に「山渓ハンディ図鑑 
樹木の葉」（山と渓谷社）など。

Hayashi  Masayuki



　身近にある街路樹や公園木、庭木など、都市の中に
は意外なほど多くの樹木が存在します。 そして、これ
らの樹木は日々さまざまな事情により伐採されるも
のがあります。 街の木を活かすものづくりの会の代
表、湧口善之さんは、伐採された木々を木材として活
用するなど、都市の緑のあり方を問い直す活動を行っ
ています。
　今回、建築家、木工家でもある湧口さんとトラスト・久
田緑地を歩きながら、活動について話を伺いました。

　久田緑地はさまざまな樹種が見られますね。 エノキ
は、今日ではほとんど木材として利用されていません
が、かつては建築や家具用の材として一般的に用いら
れていた樹種です。 硬く強度がある白っぽい色の木材
が得られます。
　街の木の多くは木材として使うことを目的に育て
られた木と違い、奔放に育った、あるいはまた反対に、
窮屈ななかで育ち、拗れたり、曲がったり枝分かれし
たりと癖（クセ）が強く、このクセは木材にしても消え
ないので、扱いには注意を要します。
　クセを読み違えれば製品としては許されない不具

合を生じることにもなりますし、クセを個性とみて、
活かせれば木材業界で流通している素直な良材には
ない、ひと味違った魅力的な作品に仕上がります。

　私はこれまで、建築と木工という木材を扱う仕事に
携わってきました。 そのなかで、エノキも含め多種多
様な樹木が私たちの生活環境にあることを感じてき
ました。 駅前や街路、公園、一般家庭の庭先など人が営
んでいるところには、必ずといってよいほど木が植え
られてきました。 その中には樹齢を重ね、地域のシン
ボルとして大切に扱われている樹木もあります。一
方、老齢となって倒木の恐れがあることなど、日々さま
ざまな事情により伐採される木々があります。
　そして、伐られた木はゴミとして棄てられるか、せ
いぜいチップにされているのが現状です。 私たちがど
んなに思い入れを持っていた木でも、有用な銘木も、
伐られたらみんな、価値の無いものとして扱われてい
ます。
　そこで、樹木を“材”として扱う側からの視点を提案
し、地域の人々を巻き込んで、樹木の価値をもっと活か
せる仕組みを作りたいと考えました。 これまでに木材
として活かすことができたのは、現時点で約100種、30㎝
径×2mの丸太で換算すると250本（45㎥）をこえました。
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フィールドノート

街の木を活かす街の木を活かす

久田緑地（大和市）～トラスト緑地にて

湧口  善之
ゆ  ぐち    よし  ゆき

街の木を活かすものづくりの会 代表

▲久田緑地のエノキ

▲緑地内に置かれたケヤキ

ねじ



これらの木材は家具や雑貨、建築の一部や子どもたち
の工作用の素材となり、伐られた後も私たちの暮らし
の一部になっています。

　例えば、「製材ワークショップ」。 学校や公園、集合住
宅などで、どうしても伐らなくてはいけなくなった木
を使って地域の人々と一緒に製材体験をします。 
チェーンソーやさまざまな電動工具も実演しながら
丸太を木材にしていき、箸やスプーンなどの木工作品
を作ります。 切り株の横で近隣の住民が集まって、子
どもも大人も一緒になって作業します。 昔ながらの道
具を使って樹皮をむき、玉切りし、大鋸で挽き、あるい
はまたクサビとハンマーで割ってみたりします。 伐ら
れて間もない木は水分を多く含み、驚くほど重く手ご
わい。 そして生木独特の強い香気があたりに漂いま
す。 「生き物感がものすごくて驚いた」とは参加者さん
の感想です。
　このほかにも、樹皮や実、剪定枝、カンナ屑を染料と
して用いる「街の木で染める、草木染ワークショップ」
や、どんぐりや果実など木々の恵みを食材としてとら
えるイベントも開催しています。

　街の木にはさまざまな樹種がありますが、木材とし
ての利用を目的に育てられたものではありません。 一
般的に木材市場に出される丸太は真っ直ぐで欠点の
少ないものですが、ほとんどの街の木はその反対。 木

材にするには樹形が悪く、たくさんの枝分かれや節、
傷みがあり、良くも悪くも個性的。 こうした木々を木
材として活用することは技術的に難しく、手間をかけ
てまで木材としての利用することには、従来、経済的
な合理性がありませんでした。
　「街の木を活かすものづくりの会」という市民団体
を立ち上げたのは、手間をお金に変えなければならな
いプロにはできない、経済性に捉われないアマチュア
にこそできることがあるかもしれないという思いで
した。 もちろんそれと並行して、木に関わるあらゆる
プロが連携する体制をつくり、街の木を活かす一連の
工程を洗練させ、経済的にも成立できるよう、取り組
みも続けています。

　大切な木を無駄なく活かすには、その木がもつクセ
を読んで製材をしなければなりません。 製材時には
まっすぐであった木材も、乾燥が進むにつれ、必ず曲
り、反り、拗れ、縮み、割れていきます。 そうしたことを
見越して製材しなければなりません。 製材はやり直し
がききませんので、これまでの経験と度胸が試されま
す。 難しい作業で
はありますが、この
上なくワクワクす
る作業でもありま
す。 木が生きて来
た数十年、数百年と
いう年月が、製材と
いう行為によって
　

街の木で作るワークショップ

街の木の個性＝難しさ＝魅力

製材から乾燥へ―

▲製材のため運び出す

▲製材ワークショップの樹皮むき

フィールドノート
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フィールドノート

せんてい す

ふし

▲製材の工程



　街の木のほとんどは強い剪定を受けたり、人工物に
根を抑えられたりして、何らかの傷を抱えているもの
です。 そして場合によっては倒木や枝が折れることに
よって、少なからず事故が発生することもあります。
　人の生活圏にある大木や老木は、実は大きなリスクを
抱えているのです。 長年、維持してきた木のオーナーの
なかには、その負担に耐えかねて伐採を決断する人も
出ています。 そして理不尽なことに、伐採することで木
のオーナーは、これまでの献身をいたわれるどころか悪
者扱いされることすら珍しくありません。 木を維持す
ることのメリットをオーナーの立場に立って、考えてい
かなければ街で木を維持することは難しくなってしま
います。

　街に暮らす人々の多くが、もっと緑を増やしたいと
思っているかもしれません。 しかし、ほとんどの街の
木は眺めることしかできず、まるで高価な観葉植物と
して扱われているのではないでしょうか。 大切なはず
の地域の木々の個性をよく知りません。 そのためには
図鑑で種名や植生を知るという勉強も大事ですが、
まずはお花見や果実の収穫、虫取りでも、木材の利用
でも、色々な関わり合いを作り、楽しむことが大事だ
と思っています。 その場所にその木があるからこそ
楽しめる。 そんな存在になれば、木のオーナーや近隣
の人々に、街の木を大切にしていきたいという動機が
生まれ、“みどり”と地域の人々の良い関係を築いてい
けるようになるでしょう。

（取材・文　財団 壹崎）
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フィールドノート

様々な木を活かす

眺めるだけの緑からもっと関われる緑へ

はじめて、杢目となって私たちの前に開放されるので
す。
　製材したての木材は多量の水分を含んでいるため、
通気を確保しながら木材を積み上げ、数ヶ月～数年
間、風通しの良い環境で一定以下の含水率になるまで
乾かします。 それぞれの木材によって水気の抜け方は
様々です。 特殊なノウハウを要する樹種も少なからず
あり、ある意味、製材以上に注意を要する工程である
と感じています。 

　ここにあるアオキ。 林床を
覆うので雑木林管理では嫌わ
れものですが、樹齢を重ねる
と木質化します。 柔らかい印
象がありますが乾燥すると緻
密で重厚で、小物作りに利用
すると良いでしょう。 低木類
ではこのほか、庭木によくあ
るナンテンも面白い。 全体に
黄色味が出て固く、箸にも向
きます。 ナンテンは黄色の染料としても使えます。
　かつては大事に育てられていたスギ・ヒノキも、公園
や緑地に放置された状態で残っていますね。 でもやっ
ぱり有用材。 手入れされないので山の木とは天と地の
差ですが、広葉樹に比べれば真っ直ぐな樹形で加工も
しやすく、建築材などに十分に活かせます。
　一方、さまざまな広葉樹は家具や漆器などの木工製
品や、炭や薪など燃料として利用されてきました。 戦
後の高度経済成長時に燃料革命によって、炭や薪が使
用されなくなりましたが、今またチップやペレットと
して利用促進が図られています。
　でも今一度、まずは木材としての価値を再認識でき
る機会を作りたい。 新たな価値を見出し、使えるところ
は使える方がいいですよね。 木材を得た後も、燃やすし
か活用法のない部分はいくらでも出て来ますからね。

▲アオキとアオキ材

街で木を維持し続けていくために
もく め

▲▶街の木でできた椅子や小物類



久田緑地で見られる樹木とその材

フィールドノート
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フィールドノート

湧口  善之
Yuguchi  Yoshiyuki

建築家・木工家・緑地コンサルタント。
街の木を活かすものづくりの会 代表。

（株）建築と木のものづくり研究室 代表取締役。

プロフィール

エノキ　ニレ科 ケヤキ属　学名 Celtis sinensis

環孔材。 芯材、辺材の区別が不明瞭な白、淡いグレー
もしくは淡い黄色がかった白っぽい木肌。 硬く強度
があり、木工品全般に利用できる。 大径木も多い。 
広葉樹全般に言えることとして、材の狂いは小さく
ないが、完全に乾燥させた後は比較的大人しい。 

かんこうざい

クヌギ　ブナ科 コナラ属　学名 Quercus acutissima

環孔材。 芯材、辺材の区別が不明瞭なやや肌色が
かった白い木肌。 硬く強度があるものの、割れや狂い
が著しく、一般的には木材として用いられることは
ない。 よく知られている樹種で、椅子などの小型の
家具なら十分に活用が可能。

かんこうざい

シラカシ ブナ科 コナラ属　学名 Quercus myrsinaefolia

放射孔材。 極めて緻密で重厚、硬く強度があり摩耗
にも強い。 農具やハンマーの柄、カンナの台などに
使われる。 家具や建築などに用いることも可能だ
が、重く加工が困難なため、一般的にはほとんど用
いられていない。

ほうしゃこうざい

ムクノキ　アサ科 ムクノキ属　学名 Aphananthe aspera

散孔材。 芯材は黄色みがある褐色、辺材は黄色みが
かった白っぽい木肌。 別名「ムクエノキ」と呼ばれる
ほど、木材としてはエノキと見分けにくいが、散孔
材であることが明白な違い。 乾燥には時間を要す
る。

さんこうざい

※道管とは樹木の給水通路

そのほかの
樹木と材

広葉樹の道管※配列の違い
環孔材 散孔材

放射孔材

年輪に沿って道
管が並んでいる
もの

年輪内に比較的
小さな道管が散
らばっているもの

道管が樹芯を中
心に放射状に並
んでいるもの

道管

クロマツ 
マツ科 マツ属　
学名 Pinus thunbergii

ケヤキ 
ニレ科 ケヤキ属　
学名 Zelkova serrata

スダジイ 
ブナ科 シイ属　
学名 Castanopsis 
sieboldii

スギ 
ヒノキ科 スギ属　
学名 Cryptomeria 
japonica

ヒノキ 
ヒノキ科 ヒノキ属　
学名 Chamaecyparis 
obtusa 



事務局だより
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緑の募金
平成28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【小学校の部】 最優秀賞

ポスター原画【中学校の部】 最優秀賞

【小学校の部】綾瀬市立北の台小学校6年　髙橋 颯太さん
たかはし   そう  た

木の苗を　植えて未来に　プレゼント

【中学校の部】
か のう   み  なみ

茅ヶ崎市立鶴が台中学校3年　加納 未波さん

植えていこう　一人に一種　緑化の心

【一般の部】
きたはら　あき  こ

横浜市　北原 明子さん

一粒の種から始める　緑のバトン　未来まで

【講評】 苗を育てるには、水やりや草
取りなどの世話が必要です。 草木を
育てる思いやりの心が明るい未来を
約束しているような作品です。

【講評】 一人ひとりの心がけと働き
かけが緑化につながると訴えていま
す。 倒置法を活用して作者の強い想
いを表した作品です。

【講評】 種を植えるという小さな取
り組みから始まり、それが大きな波
となり、未来へとつながる壮大な夢
を語っている作品と言えます。

【講評】 発想が面白い作品です。 白い卵は
夢・希望。 大事に温めた卵を割ったら緑の
地球が飛び出した!
　画面からはみ出した子ども（兄弟でしょ
うか）の表情は力強く、しかも歯が抜けてい
る笑顔はユーモラスで、思わず一緒に喜ん
でしまいそうです。

【講評】 動物たちのお尻が子ども
たちに“受け”そうです。緑が美し
い惑星を育て、それと共にたくさ
んの命も育てています。 
　みんなの思いが緑の木、ひいて
は地球の未来につながっている
…そんなメッセージが込められ
た作品です。

【講評】 手をつないで大きな木を
囲む世界の子どもたち。１枚１枚
しっかり描かれた緑の葉には、海
の生き物、昆虫、動物、野菜、そし
て川の流れ… 
　たくさんの命のストーリーが
描かれています。見上げる子ども
たちの表情は、みんな笑顔。やさ
しくていねいに描かれた作品は、
まるで絵本の一画面のようです。

「みどりいっぱいのちきゅうがうまれた。」
伊勢原市立大山小学校2年　
関西 凰次朗さん
せきにし 　おう   じ  ろう

「緑と共に育つ生命」
横浜市立金沢中学校2年
紺野 花奏美さん
こん  の　　か　す　み

ポスター原画【高等学校の部】 最優秀賞
「幸せの木」
神奈川県立弥栄高等学校1年　
江口 暁香さん
え  ぐち  きょう    か



　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
て選定する取り組みを、緑の募金や緑化運動コンクー
ル等を行う（公社）国土緑化推進機構が主催し、当財団
でも参加しています。
　このたび、平成25年度に選定された秦野市の育苗
家、山口 富治さんに話を伺いました。

　西暦だと1931年9月6日生まれ、秦野で農業をやる
傍らでスギ・ヒノキの苗を栽培してきました。
　私のおじいさんも農林業だから物心ついた時には
お手伝いしていました。 小学校の時、父は戦争で出征
し、学校といっても丹沢に背負子を背負って木炭材を
取りに行ったり畑を耕したりしていたね。 10歳頃から
17歳頃は、タバコやラッカセイ、ムギとかを育てていたね。
　昭和21（1946）年、父が戻って、一緒にスギ・ヒノキ
を作り始めた。それから、タバコの生産が落ちてきて、
畑を野菜と花、スギ・ヒノキの苗に切り替えちゃった。 
苗木の出荷は昭和41（1966）年頃から始めた。初めて
苗木作りとして販売した苗はスギだったかな。
　息子と手伝いっこしながら一緒に仕事をし始めた

のは5年ぐらい前。それまで息子は観葉植物を温室で
作っていたわけ。 私が入院したりして、徐々にお互い
に手伝いっこしてやるようにしたのかな。 今は私と妻
とそれから息子夫婦と一緒に農林業。

　一般的に山の苗は、スギ・ヒノキ・マツの針葉樹、ど
んぐりができるコナラとかの広葉樹って種類がある。 
神奈川県で苗を作っている仲間が集まったのが神奈
川県山林種苗協同組合。 今年は山で植えられる苗がど
のくらいできたかって組合に報告して、注文もそこを
通じてくるわけ。
　組合ができた1949年頃は、戦後で物の無い貧困時代
だったから、みんないっぱい木を切ってね、いくら苗
を生産しても苗が足らない。 でもだんだん植える所が
なくなって、生産量も減らしてね、今では組合員は14
名くらい。 最近は需要が増えて、ちょっと足らないく
らいになってきたね。

　花粉の少ない森林にしようという事業で、少花粉ス
ギ・ヒノキと無花粉スギも生産を始めました。スギ・ヒ
ノキの両方って全国でも神奈川県だけかな。 最近は国
有林で需要が増えて、無花粉スギも少花粉ヒノキも
使ってもらう量がなかなか間に合わなくってね。よく
種をたくさん蒔いてくださいって言われるけど、スギ
は蒔いてから2年、ヒノキは3年たたないと出せないか
らね。

　種は南足柄市の「県立21世紀の森」に種苗園があっ
て、県の自然環境保全センターで発芽率とかを検査し
てもらって配布される。それを苗場にまいて、土を被
せて、藁でできた「こも」を畝の上にずっと敷いて土が
乾かないようにするの。 芽は、蒔いてから大体1ヶ月
くらいで発芽してくる。 そこから仮植え、定植って植
え替えをする。 ヒノキの場合は出荷までに3年かかる
けど、その間、植え替えたり、根付をよくするために根
を切ったり手間がかかわるわけ。 
　通常の出荷は3月頃だけど、無花粉スギは検定する
から2月上旬。 無事に合格をうけて、出荷の指示があれ
ばそれを梱包して出すってこと。

　組合で作業の省力化ってことで無花粉スギと少花
粉スギ・ヒノキのポット苗を始めたんだけど、ポット
苗も畑の苗と一緒で実生から種をまいて、一年生の苗
をポットに植える。 
　今年は試験的に3,500本で、来年は1万5千本やろう
と思ってる。 ポット苗だと掘り取りが省けるし、黒い
ポットを外すだけ。 植えてしまえば水やりや草取りだ
けでほとんど手がかからない。 それにポット苗の場合
は、ヒノキでも2年で出荷できる。今後はポット苗を大
幅にやっていきたいね。

　昭和の頃、木材輸入量が多くなって、それから何年
か作ったものが売れなかった。 出せないから、燃やし
ちゃった。 せっかく作ったものをね、みんな燃やし
ちゃったんだよ。 1万本作ったって5千本燃やしちゃっ
た時があった。
　行政も林業についていろいろと考え直してね、この
へんだと県の「かながわ水源の森林づくり事業」って
いうのが始まった。 森林を作って雨が降ってきれいな
地下水になって、山がお水を作る。 だから我々もそう
いうことに関係していけるんじゃないかな。
　良い苗を作ることで環境に優しく、花粉の出ない森
林を作っていきたいね。
　よく春先に天気予報で花粉の話をするけど、今植
わってる（花粉の出るスギやヒノキ）のと順に切り替
えていかないとね。きれいな空気っていうか、そうい
う自然環境にしたいってことだね。 あとはできる限り
苗木作りを続けていきたいね。

（取材・文　財団 南橋）

フィールドノート
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ようこそ森へ

山の育苗家
山口　富治育苗家 （神奈川県秦野市）

神奈川県山林種苗協同組合

無花粉・少花粉スギ、少花粉ヒノキ

▲播種をして4ヶ月半の無花粉スギの苗場

▲手作りの尺棒で苗の大きさを見る山口さん

し ょ い こ

秦野市横野の苗場にて



　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
て選定する取り組みを、緑の募金や緑化運動コンクー
ル等を行う（公社）国土緑化推進機構が主催し、当財団
でも参加しています。
　このたび、平成25年度に選定された秦野市の育苗
家、山口 富治さんに話を伺いました。

　西暦だと1931年9月6日生まれ、秦野で農業をやる
傍らでスギ・ヒノキの苗を栽培してきました。
　私のおじいさんも農林業だから物心ついた時には
お手伝いしていました。 小学校の時、父は戦争で出征
し、学校といっても丹沢に背負子を背負って木炭材を
取りに行ったり畑を耕したりしていたね。 10歳頃から
17歳頃は、タバコやラッカセイ、ムギとかを育てていたね。
　昭和21（1946）年、父が戻って、一緒にスギ・ヒノキ
を作り始めた。それから、タバコの生産が落ちてきて、
畑を野菜と花、スギ・ヒノキの苗に切り替えちゃった。 
苗木の出荷は昭和41（1966）年頃から始めた。初めて
苗木作りとして販売した苗はスギだったかな。
　息子と手伝いっこしながら一緒に仕事をし始めた

のは5年ぐらい前。それまで息子は観葉植物を温室で
作っていたわけ。 私が入院したりして、徐々にお互い
に手伝いっこしてやるようにしたのかな。 今は私と妻
とそれから息子夫婦と一緒に農林業。

　一般的に山の苗は、スギ・ヒノキ・マツの針葉樹、ど
んぐりができるコナラとかの広葉樹って種類がある。 
神奈川県で苗を作っている仲間が集まったのが神奈
川県山林種苗協同組合。 今年は山で植えられる苗がど
のくらいできたかって組合に報告して、注文もそこを
通じてくるわけ。
　組合ができた1949年頃は、戦後で物の無い貧困時代
だったから、みんないっぱい木を切ってね、いくら苗
を生産しても苗が足らない。 でもだんだん植える所が
なくなって、生産量も減らしてね、今では組合員は14
名くらい。 最近は需要が増えて、ちょっと足らないく
らいになってきたね。

　花粉の少ない森林にしようという事業で、少花粉ス
ギ・ヒノキと無花粉スギも生産を始めました。スギ・ヒ
ノキの両方って全国でも神奈川県だけかな。 最近は国
有林で需要が増えて、無花粉スギも少花粉ヒノキも
使ってもらう量がなかなか間に合わなくってね。よく
種をたくさん蒔いてくださいって言われるけど、スギ
は蒔いてから2年、ヒノキは3年たたないと出せないか
らね。

　種は南足柄市の「県立21世紀の森」に種苗園があっ
て、県の自然環境保全センターで発芽率とかを検査し
てもらって配布される。それを苗場にまいて、土を被
せて、藁でできた「こも」を畝の上にずっと敷いて土が
乾かないようにするの。 芽は、蒔いてから大体1ヶ月
くらいで発芽してくる。 そこから仮植え、定植って植
え替えをする。 ヒノキの場合は出荷までに3年かかる
けど、その間、植え替えたり、根付をよくするために根
を切ったり手間がかかわるわけ。 
　通常の出荷は3月頃だけど、無花粉スギは検定する
から2月上旬。 無事に合格をうけて、出荷の指示があれ
ばそれを梱包して出すってこと。

　組合で作業の省力化ってことで無花粉スギと少花
粉スギ・ヒノキのポット苗を始めたんだけど、ポット
苗も畑の苗と一緒で実生から種をまいて、一年生の苗
をポットに植える。 
　今年は試験的に3,500本で、来年は1万5千本やろう
と思ってる。 ポット苗だと掘り取りが省けるし、黒い
ポットを外すだけ。 植えてしまえば水やりや草取りだ
けでほとんど手がかからない。 それにポット苗の場合
は、ヒノキでも2年で出荷できる。今後はポット苗を大
幅にやっていきたいね。

　昭和の頃、木材輸入量が多くなって、それから何年
か作ったものが売れなかった。 出せないから、燃やし
ちゃった。 せっかく作ったものをね、みんな燃やし
ちゃったんだよ。 1万本作ったって5千本燃やしちゃっ
た時があった。
　行政も林業についていろいろと考え直してね、この
へんだと県の「かながわ水源の森林づくり事業」って
いうのが始まった。 森林を作って雨が降ってきれいな
地下水になって、山がお水を作る。 だから我々もそう
いうことに関係していけるんじゃないかな。
　良い苗を作ることで環境に優しく、花粉の出ない森
林を作っていきたいね。
　よく春先に天気予報で花粉の話をするけど、今植
わってる（花粉の出るスギやヒノキ）のと順に切り替
えていかないとね。きれいな空気っていうか、そうい
う自然環境にしたいってことだね。 あとはできる限り
苗木作りを続けていきたいね。

（取材・文　財団 南橋）
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～苗木づくりの名人～～苗木づくりの名人～

種の入手と育苗

ポット（コンテナ）苗の栽培

新しい森林づくり事業

▲ポット苗

山口　富治
Yamaguchi  Tomiji

無花粉・少花粉スギ、少花粉ヒノキの生産
に力を注いでおり、その育苗には県内外か
ら高い評価を受けている。
平成27年4月旭日双光章受賞。
神奈川県山林種苗協同組合前理事長。

プロフィール

うね
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　イングランド中西部に位置するウースターシャー。
この街には英国の旧20ポンド紙幣にも描かれている
美しい大聖堂があり、その周りには由緒ある競馬場や
ナロウ・ボートが行き交う運河が流れています。 この
街から車で20分ほど田園地帯をドライブすると、ハン
ブリー・ホールに到着します。
　ハンブリー・ホールは、18世紀を代表するマナー・ハウス
とハンプトン・コートの庭園設計などに関わったジョー
ジ・ロンドンによってデザインされたガーデンで構成さ
れています。 マナー・ハウス内は英国有数の壁画家とし
て有名なサー・ジェームズ・ソーンヒルによる見事な壁画
で装飾されており、カントリー・サイドにおける当時の
貴族の贅沢な生活ぶりを垣間見ることができます。
　ガーデンの見どころ、フォーマル・ガーデンは18世

紀初期のオリジナルデザインが忠実に再現されていま
す。 地面よりも一段低い位置に下げられ、幾何学的に
植えられた4,000本以上のツゲの低木でレイアウトさ
れています。 それはハウス内の主寝室から最も美しく
見えるようにデザインされており、四季折々にまるで
パズルのように衣替えしてくれるので、春夏秋冬の季
節ごとに訪れてみたくなります。
　またハウスの前庭には、素敵な東屋とボーダー・ガー
デンもあり、さらに広大な敷地内には柑橘類を栽培し
ているレンガ造りのオランジェリー（温室）や、リンゴ
を中心とした果樹園が広がります。 また300年以上前
のヒマラヤスギが圧巻の並木道「シダー・ウォーク」を
行けば、その奥には歴史的建造物でもある18世紀のア
イス・ハウスがあります。 このアイス・ハウスでできる

氷は年間約24トン。 かつては夏に自家製氷を晩餐会の
ために作っていたとか。
　そして近年、長年のプロジェクトを経て復元にこぎ
つけたキッチン・ガーデンでは、ハウス内のレストラン
やティールームで提供する野菜の栽培が行われてい
ます。 そこではかつての領主家族やそこに仕える使用
人たちの胃袋を満たすために必要な養鶏や家畜飼育、
ハチミツ採取のための養蜂なども、規模こそまだわず
かですが、再現されています。
　フォーマル・ガーデンでの四季折々の植え替えも含
め、すべてのガーデンの保全作業はボランティアの手
によるものです。 ハンブリー・ホールはボランティア
の協力なしには成り得ない、素晴らしい歴史的ガーデ
ンを堪能することができます。

英国ナショナル・トラストのいま英国ナショナル・トラストのいま
市民の力で守り抜く

小野 まりNPO法人 ナショナル・トラストサポートセンター
お 　  の シリーズ 3

ボランティアがつくる18世紀のフォーマル・ガーデン
ハンブリー・ホール Hanbury Hall （Worcestershire）

▲季節毎にボランティアによって植え替えられるフォーマル・ガーデン

Hanbury Hall
住所：Hanbury Hall School Road, 
WR9 7EA, England
Hanbury, Droitwich Spa, Worcestershire

アイルランド

ロンドンロンドン

マンチェスター

エディンバラ

オックスフォード

ブリストル

ノッティンガム
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ために作っていたとか。
　そして近年、長年のプロジェクトを経て復元にこぎ
つけたキッチン・ガーデンでは、ハウス内のレストラン
やティールームで提供する野菜の栽培が行われてい
ます。 そこではかつての領主家族やそこに仕える使用
人たちの胃袋を満たすために必要な養鶏や家畜飼育、
ハチミツ採取のための養蜂なども、規模こそまだわず
かですが、再現されています。
　フォーマル・ガーデンでの四季折々の植え替えも含
め、すべてのガーデンの保全作業はボランティアの手
によるものです。 ハンブリー・ホールはボランティア
の協力なしには成り得ない、素晴らしい歴史的ガーデ
ンを堪能することができます。

かながわトラストリポート

Ono Mari
1999年より英国ナショナル・トラストを歴訪。これまでに100カ所以上のプロパティを
取材。01年日本人として初めて英国ナショナル・トラストとの共同文化事業「HENRO
(遍路)展」をプロデュース。以来ナショナル・トラストの継続イベントとして現在も続い
ている。02年NPO法人ナショナル・トラストサポートセンターを設立、同英国事務局長。

。るあがどな）社新房書出河（』トスラト・ルナョシナ国英 説図『に書著

小野 まり プロフィール

▲高齢者の憩いの場でもある
ハンブリー・ホール

▲硝子窓が高価だった当時、
とても贅沢だった温室。

▲壁と天井の見事な壁画は二階まで続いている。 ▲散策路として最高のシダー・ウォーク

▲リンゴの木が広がる果樹園。木の高さは貴族の婦人が手を
のばして果実を取れるように低くなっている

▲キッチン・ガーデンにある野菜のセルフ
販売コーナー。手前の植物はケーキやジャ
ムに人気のルバーブ。

http://ntscj.org/

詳しくは、14ペー
ジへ

小野まりさん新書
『図説 英国

ナショナル・トラスト』
をプレゼント!!

PRESENT
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かながわトラストニュース

　前号で募集した竹粉砕機の愛称について多く
の応募をいただきました。その中から財団事務
局で厳正に選考した結果、『ちくりん号』という
愛らしい名前に決定しました。
　これからの活躍が期待されます。
　ガンバレ『ちくりん号』!

　財団では竹林管理に有効な竹
粉砕機を導入し、貸し出しを開
始しました。 粉砕機は竹以外に
通常の枝木も粉砕可能です。

貸し出し方法について：財団が
開催する講習を事前に受け、団
体登録を行う必要があります。
このほか、運搬用の軽トラック
やヘルメット、鎌・鋸等も貸し出しています。 
　詳細については財団ＷＥＢサイトか財団事務局までご
連絡ください。
みどり森林課　  045-412-2255

どんぐり工作

ミニ・パネル展

『ちくりん号』『ちくりん号』『ちくりん号』『ちくりん号』

2016年
9月4日（日）キリンビール横浜工場で

CSR活動を学ぶ

2016年
6月9日（木）～22日（水）小網代の森クラフト展

　横浜市鶴見区にあるキリンビール横浜工場は、生物多
様性の保全を目的とした緑地や水辺のビオトープ整備を
行い、商品試飲もできる魅力的な見学ツアーを行ってい
ます。 今回、特別企画として財団主催の見学ツアーを開
催しました。
　ビオトープ整備で連携するNPO法人鶴見川流域ネット
ワーキングを講師による緑地の植生や昆虫などの解説が
行われました。 後半はキリンビール（株）総務広報担当 部
長補佐 丹野さんより社会貢献活動の取り組みについて
紹介いただきました。

　京急百貨店のミニ・パネル展「小網代の森のいきもの
たち」が行われました。写真は小網代野外活動調整会議
の柳瀬博一さんが森の動植物を撮影したもので、色鮮
やかなアカテガニやアゲハチョウなどの写真が人気で
した。
　また、8月7日（日）には同百貨店内で、小網代の森の
保全活動を応援するどんぐり工作募金活動も行われ、
多くの子どもたちが参加してくれました。

トラスト 竹チッパー稼働!
かながわの森林・竹林をきれいに

愛称決定!

導入した竹粉砕機の愛称決定！



13301.on」リドミ「 冬 6102 団財りどみトスラトわがなか

かながわトラストニュース

　「かながわトラストみどり財団サポーター制度」にお
申し込みください。 登録後、メールや電話などで財団事
務局よりサポートの依頼の連絡が入り、エントリーいた
だく仕組みです。サポートいただいた方には、保険加入
及び交通費が支給されます。
【参加条件】 財団のトラスト会員に登録している、20

歳以上の方

参加方法

※詳しくは財団事務局まで

「サポーター会員」イベント写真班を募集します!

みんな

上手にできたね！

新たなサポート内容が追加されました。イベント写真班に協力ください。
財団で行われる自然観察会や森林体験イベントに同行いただき、写真撮影の協力
をお願いします（参加受付のお手伝いも!）。

写真愛好者の皆さまならどんな機材でも
大丈夫です。ぜひ、一緒にトラスト運動を
盛り上げましょう。

現在の登録人数 69名

2016年
7月30日（土）・31日（日）かながわジュニア・フォレスター教室

「森で暮らそう」1泊2日
　１泊２日、夏休みの恒例の
ジュニア・フォレスター教室
が足柄森林公園丸太の森に
て行われました。 今回の参加
者は63名。
　講師を全国森林インストラ
クター神奈川会が務め、山や
森林のさまざまな恩恵や自然
環境についてレクチャーして
いただけました。

自然観察
林業体験 
飯ごうで
カレーライスを
作ろう
キャンプファイヤー・
星空観察会 など

午前は…
午後は…
夕飯は…
 

夕飯後は…

1日目

リバートレッキング
思い出のクラフト
体験

午前は…
午後は…

2日目

Schedule

キャンプを
楽しむぞ!

熱くなれ!

下草刈りだ!

林業体験の

火強くない
か？

キャンプ
ファイヤー

で

川登りで
生物発見!

写真の版権はサポーターに帰属し、
ミドリやWEB掲載時に任意でお名
前を掲載します。

●ダイドードリンコ（株）
　首都圏第一営業部より飲み物の
　協賛をいただきました。
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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

　ミドリ103号の感想をお待ちしております。 紹介させてい
ただいた方の中から「英国ナショナル・トラストのいま（11
ページ）」小野まりさんの著書『（図説）英国ナショナル・トラス
ト』を抽選で２名様にプレゼントします。 応募は、『103号プ
レゼント本希望』と記入し、機関誌「ミドリ」の感想／〒／住所／
電話／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。

　小網代の貴重な自然と、その保護活動がわかりやすく
書かれていて、興味深く拝読させていただきました。
　かながわトラストの活動も大切な役割をつとめていた
のですね。（竹内さま）

　小網代の森の近所、市内の畑で種まきから、
収穫、製粉まで一貫したパン作りを手掛ける
「充麦」さん。 このたび優待施設として協力
いただけることになりました。
　地元でとれた野菜や果実を取り入れた
サンドイッチなど、「メイド・イン・三浦」の
パンを堪能できます。

「ミドリ102号」の感想

締切

（火）
2/28

寄附募金のお知らせ

「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。

横浜南ライオンズクラブからの寄附金に感謝状贈呈
　平成28年11月14日(月)ホテル横浜ガーデンにて横浜南ライオン
ズクラブより緑の募金への多額
の寄附をいただき、55周年祝賀会
にて当財団から感謝状を贈呈し
ました。
　横浜南ライオンズクラブは毎
年、緑の募金への継続的な協力を
いただいております。

藤崎英輔、関東防水管理事業協同組合、
東京ガス株式会社神奈川支社

13億6,714万5,586円
寄附累計額（2016年10月末現在）

寄附者名（2016年9月～10月）（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。

池谷 善博、石井 栄吉、井上 哲也、片山 隆、加藤 高祥、
加藤 美奈子、後藤 幹生、酒田 浩幸、髙橋 敏雄、羽賀 一男、
平井 利一、堀尾 由紀子、松田 江利子、三浦 良枝、三木 茂、
水野 陽子、山室 義一、 匿名１名

寄附者名(2016年8月～9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。

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

4,003人

7,169人

267人

322人

11,761人

430人

665人

23人

1,118人

（2016年9月末現在）

普通会員 緑地保全
支援会員

会員数

【営業時間】 7：00～日没（17：00頃） 
                     ※売り切れ次第終了
【定休日】 火曜・水曜　
　　　　　 ※畑作業がある日は不定休
〒238-0113 神奈川県三浦市初声町入江54-2
　 046-854-5532
　  http://mitsumugi.web.fc2.com/

会員掲示版

優待施設からのお知らせ

自家栽培小麦の美味しさをぜひ
種を蒔いてからの不安や期待。
穂が黄金色になって収穫までの高揚感。
いろいろな想いが一粒一粒に
つまっています三浦パン屋　充麦

新たに優待施設が加わりました

クルトンを
    プレゼント!

み つむぎ

会員証のご提示で

サラダやスープのトッピング
のほか、ドライブのお供や
子どものお菓子に最適です。
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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％

　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、これからも活動に取り組むため、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、活動に協力していた
だくための事業。　

財団事業にご支援をお願いします

みどりの実践団体研修会

小網代の森の観察会

箱根小塚山緑地の自然再生活動

　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。

　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。

県民参加の森林づくり事業
　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。

　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。

普及啓発事業 地域緑化活動事業

緑地保全事業
緑の募金事業

同封の振込用紙の取扱いについて
①本用紙は「キャンペーン用振込用紙」です。 会員会費の振込には使用しないでください。
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。
（公財）かながわトラストみどり財団への寄付金は、所得税・法人税の控除が受けられます



公益財団法人

かながわトラストみどり財団

ミドリ（midori） No.103 冬号 2016

〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野2-12-20
    045-412-2525     midori@ktm.or.jp     http://www.ktm.or.jp

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。

みどりのトラスト会員募集

公式WEBサイト随時更新中!

　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。

編集・発行：（公財）かながわトラストみどり財団
デザイン：（株）アド・カジエンス　　印刷：（株）大川印刷　　編集協力：渡部 尚久

 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!


