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自然へ一歩・1

　京の都を離れた東国・鎌倉に中世の武家の都が生ま 
れましたが、その中核は源頼朝が率いる集団でした。 京
の都の華やかさと条里、文化を伝承し、今日も東日本の
文化に影響を与え続けています。
　六代将軍に後嵯峨天皇の第一皇子・宗尊親王が就き、
廃寺辞典には市内笹目にあった幻の廃寺・真言宗密教
寺院佐々目遺身院は亀山天皇の皇子が住持したとあり
ます。 また、京都の著名な仏絵師・宅磨為久は鎌倉へ赴
き、仏師として奈良の成朝を招いて独特の文化を作っ
ています。
　そして三代将軍・実朝は京都の藤原定家との誼から
『金槐和歌集』を編んでいますが、その総書719首のうち
61首に桜を掲げています。

　「サクラの文化史および分類学的研究について」をま
とめたソウル大学のウィーベ・カウテルト氏は「1357
年、京の御所に鎌倉の桜が植えられ、この新しい左近の
桜は、鎌倉から運ばれた大島系の桜「桐ヶ谷」であり、香
りのある大きい花で明らかに政治的象徴として存在し
た」と記述しています。 桜「桐ヶ谷」は、京では「御車返
し」とも言われ、後水尾天皇が巡行の車を戻した古事は
有名です。 常照皇寺にはこの桜があります。
　京都御所の桜は嵯峨天皇の時代に、従来の梅の木が
吉野山の桜に替っていましたが、鎌倉から運ばれた桜
は八重で一層華やかであったと思われます。
　御所に桜の品種である「桐ヶ谷」が植えられた後、同
じく桜の品種である「普賢象」が都に入ったと思われま
す。 遷都以来、奈良の山桜が京へ運ばれていましたが、
奈良の山桜と鎌倉の大島桜それぞれから多くの品種が
生まれ、個性を発揮し続けています。
　特色ある桜「普賢象」が都に入り、中世が進むと更に
鎌倉に政治的象徴が出来たと言えましょう。
　「普賢象」は、鎌倉の桐ヶ谷にあった普賢堂の前から

生まれたと言われています。 普賢菩薩は「遍く賢い者」。 
密教では菩提心。真理を極め、悟りを求める仏です。
　「普賢象」は最も古い里桜の代表で、花の中心部にあ
る二枚の緑の葉化した雌しべが外に曲がり、普賢菩薩
の乗っている象の鼻に似ていることからこの名がつけ
られました。 京の西、相国寺の禅僧・横川景三は『蔭涼軒
日録』で「鎌倉に堂あり、普賢これを安んず、その地に桜
あり。 俗にこれを普賢象堂という。 鼻と花は音は同じ、
花の白、かつ大は菩薩が乗るところの白象の鼻を。 平安
京西にこの桜あり。 実名の桜なり」と記しています。

　京都千本通りの千本閻魔堂・引接寺では桜の古事・由
来で名高いですが、毎年4月中旬には「普賢象桜の夕べ」
が催されます。 その案内の資料には〔往昔、その地に無
数に咲き誇っていたことから「千本桜」と呼ばれ、地名
「千本」の由来となったと伝わる「ゑんまどうふげん」。
室町三代将軍・足利義満はひとひらずつの花びらでは
なく、花冠ごとに散りゆく姿に罪人どもの哀しみを見
て感嘆したという。 〔今宵、伝説の桜を愛で、無常の尊さ
を知りたもれ〕とあります。
　京都と鎌倉・奈良の桜の交流・交雑が始まり、色々な
雑種が出たところは御所と嵐山の間特に仁和寺の辺り
と思われます。 東国の武家文化とは別に京には桜は雅
として公家社会に存在があり、『新古今和歌集』には八
重桜を詠んだ贈答歌があります。
　京都、鎌倉、奈良の桜の交流・交雑により絶品花が生
まれたのです。
　この歴史を秘めた鎌倉桜を鎌倉時代、室町時代の鎌
倉と京都の交流の一齣として、そして大切な記憶とし
て若い方々に伝えていきたいと考えています。 フラ
ワーセンター大船植物園の「桐ヶ谷」の銘板には別名
「鎌倉桜」（2頁）と紹介されています。

鎌倉桜  そして京都
高柳  英麿（公財）かながわトラストみどり財団

三浦半島地区推進協議会 会長

▲桐ヶ谷の幹と銘板

桐ヶ谷・普賢象
そして御車返し

キリ  ガ   ヤ       フ  ゲン ゾウ

よしみ

▲桐ヶ谷　写真提供：県立フラワーセンター大船植物園
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　京の都を離れた東国・鎌倉に中世の武家の都が生ま 
れましたが、その中核は源頼朝が率いる集団でした。 京
の都の華やかさと条里、文化を伝承し、今日も東日本の
文化に影響を与え続けています。
　六代将軍に後嵯峨天皇の第一皇子・宗尊親王が就き、
廃寺辞典には市内笹目にあった幻の廃寺・真言宗密教
寺院佐々目遺身院は亀山天皇の皇子が住持したとあり
ます。 また、京都の著名な仏絵師・宅磨為久は鎌倉へ赴
き、仏師として奈良の成朝を招いて独特の文化を作っ
ています。
　そして三代将軍・実朝は京都の藤原定家との誼から
『金槐和歌集』を編んでいますが、その総書719首のうち
61首に桜を掲げています。

　「サクラの文化史および分類学的研究について」をま
とめたソウル大学のウィーベ・カウテルト氏は「1357
年、京の御所に鎌倉の桜が植えられ、この新しい左近の
桜は、鎌倉から運ばれた大島系の桜「桐ヶ谷」であり、香
りのある大きい花で明らかに政治的象徴として存在し
た」と記述しています。 桜「桐ヶ谷」は、京では「御車返
し」とも言われ、後水尾天皇が巡行の車を戻した古事は
有名です。 常照皇寺にはこの桜があります。
　京都御所の桜は嵯峨天皇の時代に、従来の梅の木が
吉野山の桜に替っていましたが、鎌倉から運ばれた桜
は八重で一層華やかであったと思われます。
　御所に桜の品種である「桐ヶ谷」が植えられた後、同
じく桜の品種である「普賢象」が都に入ったと思われま
す。 遷都以来、奈良の山桜が京へ運ばれていましたが、
奈良の山桜と鎌倉の大島桜それぞれから多くの品種が
生まれ、個性を発揮し続けています。
　特色ある桜「普賢象」が都に入り、中世が進むと更に
鎌倉に政治的象徴が出来たと言えましょう。
　「普賢象」は、鎌倉の桐ヶ谷にあった普賢堂の前から

生まれたと言われています。 普賢菩薩は「遍く賢い者」。 
密教では菩提心。真理を極め、悟りを求める仏です。
　「普賢象」は最も古い里桜の代表で、花の中心部にあ
る二枚の緑の葉化した雌しべが外に曲がり、普賢菩薩
の乗っている象の鼻に似ていることからこの名がつけ
られました。 京の西、相国寺の禅僧・横川景三は『蔭涼軒
日録』で「鎌倉に堂あり、普賢これを安んず、その地に桜
あり。 俗にこれを普賢象堂という。 鼻と花は音は同じ、
花の白、かつ大は菩薩が乗るところの白象の鼻を。 平安
京西にこの桜あり。 実名の桜なり」と記しています。

Takayanagi Hidemaro
（公財）かながわトラストみどり財団三浦半島地区推進協議会会長、かまくら桜の会会長
高柳 英麿 プロフィール

　京都千本通りの千本閻魔堂・引接寺では桜の古事・由
来で名高いですが、毎年4月中旬には「普賢象桜の夕べ」
が催されます。 その案内の資料には〔往昔、その地に無
数に咲き誇っていたことから「千本桜」と呼ばれ、地名
「千本」の由来となったと伝わる「ゑんまどうふげん」。
室町三代将軍・足利義満はひとひらずつの花びらでは
なく、花冠ごとに散りゆく姿に罪人どもの哀しみを見
て感嘆したという。 〔今宵、伝説の桜を愛で、無常の尊さ
を知りたもれ〕とあります。
　京都と鎌倉・奈良の桜の交流・交雑が始まり、色々な
雑種が出たところは御所と嵐山の間特に仁和寺の辺り
と思われます。 東国の武家文化とは別に京には桜は雅
として公家社会に存在があり、『新古今和歌集』には八
重桜を詠んだ贈答歌があります。
　京都、鎌倉、奈良の桜の交流・交雑により絶品花が生
まれたのです。
　この歴史を秘めた鎌倉桜を鎌倉時代、室町時代の鎌
倉と京都の交流の一齣として、そして大切な記憶とし
て若い方々に伝えていきたいと考えています。 フラ
ワーセンター大船植物園の「桐ヶ谷」の銘板には別名
「鎌倉桜」（2頁）と紹介されています。

▲京都御所

▲仁和寺（京都）

◀引接寺（京都）

京都閻魔堂  そして界隈
いん しょう じ

おう かわ  けい さん

あまね

▲長勝寺（鎌倉）裏山から▲普賢象 写真提供：県立フラワーセンター大船植物園

▲大船植物園の桐ヶ谷と緑
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絵と文：安斉 俊
生き物イラストレーター
MOVECOMICS『昆虫のふしぎ』
（講談社）など

　ある晴れた日の雑木林。一本のコナラに補修した
巣箱をかけていると、２羽のシジュウカラが近くの
枝にとまりました。きょろきょろと首を動かしたあ
と、他の枝へと飛び移っていきます。どこで子育て
をしようかと、巣箱の具合を見にきたのかもしれま
せん。
　足元にはタテハチョウのなかまのテングチョウ。
顔に天狗の鼻のような長い突起がついています。彼
らは成虫のまま冬を越して、暖かい日にはパート
ナーを探して飛び回ります。 厳しい冬を乗り越え
翅はぼろぼろですが、新たな命を未来へと残すため、

これからが勝負の時です。
　休耕田の水路にはミナミメダカが群れていまし
た。冬は水中の泥や落ち葉の下でじっとして姿は見
えませんでしたが、春の気配を感じて水面へ泳ぎだ
したようです。メダカの昔ながらの生息地は神奈川
県内では酒匂川水域など一部だけですが、庭先の水
鉢や学校の池にメダカがいるようでしたら、そっと
覗いてみてください。
　生き物たちが動き始める頃、あなただけの春を探
しに出かけてみてはいかがでしょうか。

春がくる、そわそわする生き物たち
自然へ一歩・2
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かながわグリーンサポーターズ（地区推進協議会活動報告）

　地域のみどりを守り、育てる活動をしている団体
を「みどりの実践団体」として登録し、助成・支援を
行っています。その支援の一つとして、みどりに関す
る知識向上及び地区の枠を超えた相互交流と情報交
換を目的として交流会・研修会を開催しています。
　今年度は県立宮ヶ瀬やまなみセンターにおいて4
地区を2日に分けて開催しました。

　地域緑化を県内各地域で市町村や緑化活動団体等と協働で推進する地区推進協議会は、かな
がわのナショナル・トラスト運動の普及啓発や、緑の募金等に係わる活動を行っています。
　地区推進協議会を設置している地域は、三浦半島地区、県央地区、湘南地区、県西地区の4箇所
です（相模原市については、（公財）相模原市まち・みどり公社に委託しています）。
　各地区では地域ごとに特色のある事業のほか、地区推進協議会共通の事業も実施しています。
平成28年度に実施した主な事業について報告します。

平成28年度

地区推進協議会の活動報告

みどりの実践団体交流会・研修会
　NPO法人丹沢自然保護協会 理事長の中村道也氏
に『私達にできること。これまでと、これから。』と題し
て講演いただき、丹沢の美しい風景やクマやシカな
どの野生動物について紹介いただくとともに、協会
が実施している様々な活動について説明いただき
ました。昨今、みどりの実践団体の多くは構成員の高
齢化という共通課題をかかえていますが、協会の活
動には幅広い年代の方が積極的に参加されていま
す。 中村氏によると、若い人たちと一緒に活動をす
るためには若い人たちが興味を持つような活動メ
ニューやテーマを選ぶことが大切とのことでした。
　また、宮ヶ瀬ダムでインクライン（ケーブルカー）
に乗車し、ダムの真下で毎秒30㎥という迫力満点の
観光放流を見学しました。さらに水とエネルギー館
館長の奥脇岳氏による宮ヶ瀬ダムについてのレク
チャーを受け終了となりました。 秋の宮ヶ瀬を満
喫する交流会・研修会となりました。

研修会

開催地日程等
第1回

第2回

・県立宮ヶ瀬やまなみセンター
・宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館

53名、12団体
参加者

平成28年10月19日（水）
日 程

59名、15団体
参加者

平成28年11月2日（水）
日 程

「私達に出来ること。これまでと、これから。」
講 演

NPO法人丹沢自然保護協会
理事長 中村 道也 氏

講 師

講演会、参加団体の活動発表、
ダム施設の見学ほか

内 容

三浦半島地区・湘南地区推進協議会

県央地区・県西地区推進協議会



かながわグリーンサポーターズ（地区推進協議会活動報告）

　三浦半島地区では10月30日（日）に葉山町の森戸神社
境内で開催された「ビックハヤマ・マーケット」に出展し、緑
の募金活動を実施し多くの協力をいただきました。　ま
た次年度から「三浦半島の自然再発見」をテーマに地域
内の魅力的な場所での自然観察会やウォーキング等を
開催する予定です。 現在、企画広報部会において検討を
重ねています。

　湘南の身近なみどりの機能とその保全の大切さ
について理解を深め、地域緑化の推進を図るため
に毎年開催しています。主な内容は、講演会とみど
りの実践団体による活動発表、パネル展示です。会
場は地区内の市町で順番に実施しており、今年度
は藤沢市で開催しました。
　講演会として、自然教育園の研究員 矢野亮(まこ
と)氏を講師に招き、藤沢市の鳥であるカワセミの
繁殖生態について、巣作りから巣立ちまで説明し
ていただきました。親鳥が失踪し7羽の雛を保護飼
育した観察記録の話が興味深く、長年の観察記録
をもとに、小さい時期は朝4時から18時30分まで1
時間毎に給餌。成長に合わせてモツゴやドジョウ
など自分で餌が捕れるように訓練するなど試行錯
誤を重ね、約1か月後に全てを放鳥させたそうです。

「三浦半島の自然再発見」とビックハヤマ・
マーケット出展について

三浦半島地区推進協議会

湘南グリーンコネクション2016
湘南地区推進協議会

10 かながわトラストみどり
財団 2017 春 「ミドリ」

no.104

講 師

講 演

参加者

その他

会 場

日 時

81名

活動報告　藤沢市みどり
いっぱい市民の会

パネル展示 NPO法人藤沢
グリーンスタッフの会

藤沢市みどりいっぱい
市民の会、財団

独立行政法人国立科学
博物館附属自然教育園

名誉研究員 矢野 亮 氏　

カワセミの繁殖生態
藤沢市民会館 第二展示

集会ホール
平成28年10月6日（木）

13:30～16:30

今年の春に撮影された繁殖の映像も見せていただ
き、参加者からも大変好評でした。
　またイベントの最後には地域緑化の一助となる
ように参加者へ苗木（クチナシ）を配布しました。
来年度は伊勢原市で開催予定です。
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▲ 表彰式典の様子

金賞受賞者（表彰式典出席者のみ）

▲厚木市立睦合中学校 3年
鈴木 春香さん

▲ 海老名市立社家小学校 5年
曽我 宏美さん

▲厚木市立三田小学校 6年
山﨑 愛海さん

▲ 厚木市立清水小学校 4年
伊庭 歩希さん

かながわグリーンサポーターズ（地区推進協議会活動報告）

　県央地区の小・中学校の児童、生徒を対象
に身近な「まちの緑」をテーマにした緑の書
道コンクールを開催しました（相模原市内の
学校は（公財）相模原市まち・みどり公社へ委
託実施）。今年のテーマは、小学3・4年生の部
が「みどり」、小学5・6年生が「緑のまち」、中学
生が「緑豊かな県央」で、参加学校数は91校、
8,803点の応募作品が集まりました。
　これらの作品は書道の専門家による予備
審査の後、県央地区推進協議会の会長、副会
長及び委員、県央教育事務所指導主事、財団
専務理事のメンバーで構成される本審査会
において厳選な審査が行われ、金賞、銀賞、銅
賞、佳作の入選作品、合計186点が選ばれました。
　平成28年11月27日（日）には、金賞、銀賞、銅賞の受
賞者を対象にえびな市民活動センターで表彰式が開催
され、県央地区推進協議会の伊藤会長から受賞者一人
ひとりに表彰状と副賞の盾が授与されました。また、隣

接するフリースペースでは受賞作品展を開催し、受賞
者の児童・生徒及び保護者の方たちが作品の前で記念
撮影をする様子が多く見られました。
　表彰式後は佳作も含め地区内4箇所にて巡回展を開
催し、多くの方々に作品を見ていただきました。

計佳作銅賞銀賞 金賞

小学校3・4年生の部

小学校5・6年生の部

中学生の部

計

応募作品数

74

100

12

186

49

68

5

122

14

20

3

37

9

10

2

21

2

2

2

6

3,973

4,724

106

8,803

参加学校数

応募状況 入選作品数
部門

69

22

91

第33回
緑の書道コンクール開催

県央地区推進協議会

（単位：点）



　県西地区では園芸講習会として「多肉植物とカラーサンド（色砂）で作る寄
せ植え」を開催しました。講師はガーデニングやインテリアの園芸店を経営
し、園芸の講習会も手掛けるLUFT（茅ヶ崎市東海岸北）の下田貴弘氏。
　今年度は最近人気の多肉植物と美しいカラーサンドを使ってアートな寄せ植えを作りました。

　最後に講師から育て
方の説明と質疑応答の
時間を設けてイベント
は終了しました。参加
者からは「砂を入れる
のが意外と難しかっ
た」「窓辺に置いて大切に育てます」という声をいただきました。
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かながわグリーンサポーターズ（地区推進協議会活動報告）

作り方

みどりのセミナー 園芸講習会

みどりの実践団体を募集しています！

●奨励金交付（登録初年度及び二年度に15,000円）
●研修会やイベントなどの案内送付等

対象団体

県西地区推進協議会

最後にカラーサンドを
植物の根元まで入れて完成。

平成29年1月12日（木）13:30
-15:30

おだわら市民交流センター

LUFT 下田貴弘氏

23名参加者

講 師

会 場

日 時

ガラス瓶に数種類のカラー
サンド(観葉植物用)を入れ
る。

様々な色を重ねていくこと
もできるし、単色でもきれい
に仕上がる。

途中、多肉植物を植え付け
る。根の土を取り除き、水洗
いしたものを配置。

01 02 03 04

完成

　財団では、みどりの実践団体を募集しています。町内の花壇の手入れ、公園の管理、里山の保全活動などを
行っている緑化ボランティア団体のみなさま、ぜひご登録ください。
みどりの実践団体になると次の支援が受けられます。

　自主的にみどりを守り、育てる活動を行っている地域の方たちや団体で構成され、次のいずれ
かの活動を行っている団体です。

お問い合わせや資料請求などは財団までご連絡ください。

① 緑化活動の普及活動
② 公共施設等の植樹または育成の実施
③ みどりのパトロールの実施
④ 財団及び公共機関等が実施する緑化事業への協力



成長の森エリア

植樹の様子

参加者
 募集！

平成29年度成長の森 ～赤ちゃんと、ともに育む森づくり～
　お子様・お孫様が生まれた記念に、「神奈川県産無花粉スギ」による森づく
りに参加しませんか。 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30（2018）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等を予定しており、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29（2017）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29（2017）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」、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

◆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!」

　ウツギの花に囲まれながら、
やどりきの森で森林癒やし体
験はいかがですか。
　森のフィトンチッドをたく
さん浴びて、ハンモックに寝そ
べって日ごろの疲れを癒やし
てください。

36/2017年 土

【定員】 30人（先着順）
【申込締切】 5月20日（土）

※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。

〒243-0018 厚木市中町2-13-14 サンシャインビル604
　 k-inst0981@friend.ocn.ne.jp

かながわ森林インストラクターの会がご案内します

免疫力アップ！！
森の中でリラックス

【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
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事務局だより

　毎年4月15日～5月14日は「緑の募金
強化期間」です。街頭や店頭などで緑の
募金箱を見かけた際には、あたたかいご
協力をお願いいたします。
　かながわトラストみどり財団では、「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）」をもとに、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。
ご協力いいただいた募金は、森林の整備
や地域・学校の緑化、緑の少年団の育成
などに使わせていただきます。

▲ダイドードリンコ(株)首都圏第一
営業部（右）へ財団の西ケ谷専務理
事（左）より手渡されました。ウエイ
ンズグループには、3月中旬の予定
です。

　このたび、毎年緑の募金の協力をいただ
いているダイドードリンコ(株)首都圏第一
営業部とウエインズグループが(公社)国土
緑化推進機構が制定している「緑の募金顕
彰(多額の募金を行った個人・団体に対し、そ
の功績を讃える顕彰)」に該当し、林野庁長官
より感謝状が送られました。両法人ともに10年以上継続した募金をいた
だいており、財団の緑の募金事業に多大な貢献をいただいております。

緑の募金に
　ご協力を

緑の募金顕彰を受けました



　その愛らしさから、いろいろなグッズのデザインや
ポピュラーソングのテントウムシのサンバでおなじみの
テントウムシを知らない人はいないでしょう。 テントウ
ムシは、野山はもちろん街中の街路樹の周りの植え込
みや高層マンションのベランダの植物にも見つける
ことのできる身近な昆虫です。 そんなテントウムシの
ことを皆さんはどれくらいご存知ですか?
　ここでは神奈川県で最も目につく赤地に7つの黒い紋
をもつナナホシテントウ（Coccinella septempunctata）
といろいろな斑紋をもつナミテントウ（Harmonia 
axyridis）を中心にテントウムシの生態を紹介します
（写真1）。 なおナミテントウは正式和名は「テントウム
シ」ですが、一般のテントウムシと区別するためにナ
ミテントウと呼ばれることが多いので、本文でもナミ
テントウとします。

テントウムシは小さいものが多い
　テントウムシは甲虫目（鞘翅目）のテントウムシ科
（Coccinellidae）に属する昆虫で、体が半球型である
のと鞘翅（前翅）の派手な色や水玉模様で特徴づけら
れています。 その種類は世界には約4,000種、日本に
はおよそ180種もいるのです。 写真2はナナホシテント
ウ、ナミテントウ以外の神奈川県でふつうに見られるテ
ントウムシです。 日本産で最も大きいのは体長12～
13mmのオオテントウとされていますが、神奈川県にも
同等の大きさのハラグロオオテントウやカメノコテン
トウがいます。 最も小さいのはケシツブテントウで1ｍｍ
前後で色も黒く、見つけることは困難です。 
　図1は日本産のテントウムシの大きさの頻度分布
で、これをみるとほとんどが5mm以下であることが
わかります。 私たちが一般にテントウムシと思っている
のは、5mm以上のテントウムシ亜科（Coccinellinae）
に属するものですが、それはテントウムシのほんの一
部なのです。

鞘翅の色や紋様
　小型の種の多くの鞘翅が黒く目立たないのに対し、
テントウムシ亜科の鞘翅の色や模様は赤、黄、黒と
様々です。 ナナホシテントウの斑紋は個体による差は
ほとんどなく赤地に7つの紋で統一されていますが、
ナミテントウの斑紋は個体によりさまざまで、大きく
分けると、黒地に赤い紋を2つもつ「二紋型」、4つの
「四紋型」、12個の「斑紋型」、赤地にたくさんの黒い紋
を持つ「赤地型」の4つに分けられ、さらにこの型の中
にも様々な変異があり、同じ種とは思えないくらいで
す（写真3）。 

写真2 神奈川県内で
　　　よく見られる
　　　テントウムシ

写真1 ナミテントウ（左）とナナホシテントウ（右）

　また地域によって斑紋が異なる種もあり、ダンダラテ
ントウは本州にいるものはほとんど黒地で肩や背にわ
ずかに赤い紋がありますが、沖縄にいるものは赤地に黒
い筋や紋があります。 これらを掛け合わせると次世代に
は両方の斑紋を重ねあわせ
た斑紋が出てきます。 この
ようにテントウムシの鞘翅
の模様は、ナナホシテント
ウのように遺伝的に固定さ
れて決まっているものと、
同じ種の中でもいろいろ変
異があるものがあります。

テントウムシのメニュー
　テントウムシの祖先はカビやキノコを食べる食菌
性で、朽木の中や樹皮の下など薄暗い所に生息してい
たと考えられています。 それが日の当たる場所に進出
し、菌類よりずっと栄養価の高い昆虫を食べる肉食性
になり、またあるものは資源豊かな緑色植物をも食べ
るようになったのです。 
　現在のテントウムシの食性は、表1に示すようにほ
とんどが肉食性であることがわかります。 食菌性なの
はキイロテントウなど4種しかいません。 また食植性
にはナスやジャガイモの大害虫で知られるオオニジュ
ウヤホシテントウやカラスウリの葉を食べるトホシテ
ントウなどがいますが、これも10種にすぎません。 すな
わち180種のうち14種以外は肉食性なのです。 肉食の
内容としては、アブラムシ、カイガラムシのほか、コナジ
ラミ、キジラミなど小さい外皮の柔らかい半翅目昆虫
が中心ですが、中にはハムシの幼虫やハダニも含まれ

フィールドノート
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フィールドノート

はんもん

身近な昆虫、
テントウムシの
多様性と生態

新島  惠子
にい  じま     けい   こ

元 玉川大学農学部 教授

はじめに

ます。 またナミテントウは広食性で、アブラムシの少
ない時には、小型の蛾の幼虫なども食べることが観察
されています。

テントウムシの好き嫌い
　主な餌であるアブラムシも種類がものすごく多く、
テントウムシの種によって、食べるアブラムシの種類
が決まっていたり、好きなアブラムシや苦手なアブラ
ムシがあるのです。
　例えばクリサキテントウは、マツに寄生するアブラ
ムシを専門に食べ、マツの樹上以外ではあまり見つか
りません。 ナミテントウはキョウチクトウアブラムシ
を食べるとそれがもつ毒成分で死んでしまいますが、
ダンダラテントウはこの毒成分を分解できるので、こ
のアブラムシを好んで食べます。 春先、道端のカラス
ノエンドウという雑草にエンドウヒゲナガアブラムシ
が発生すると、ナナホシテントウが集まってきて卵を
産み繁殖します。 一方ナミテントウは春先はムクゲと
いう木の新葉につくワタアブラムシを好み、そこで繁殖
します。このように無駄な競争を避け、餌を分け合って
いるのです。 しかしアブラムシはいつでもたくさんい
るわけではなく、季節によって生息数が大きく変化し
ます。 テントウムシの成虫はアブラムシが少なくなる
とアブラムシを求めて移動します。 幼虫は翅がないの
で移動できず、その場の餌を食べつくすと同じ種の幼
虫どうしが共食いすることもよくあります。 アブラム
シが少なくなる夏季には、成虫は涼しいアブラムシの
いる山などへ移動したり、平地で休眠に入ります。 です
から真夏にテントウムシを見つけるのは困難です。
　また植物の花粉を食べてしのぐこともあります。 晩秋
には頭状花のキク科の植物や、アキノキリンソウの花に
テントウムシの成虫が飛来します。 花粉はテントウムシ
にとって非常食なのです。

1 種類と鞘翅の模様　
    ―テントウムシは多様性に富んでいる―

しょう し

❶❶ ❷

❹ ❺

❼

❸

❻ ❽
①オオニジュウヤホシテントウ　②ダンダラテントウ　③キイロテントウ　
④シロホシテントウ　⑤ヒメカメノコテントウ　⑥ヒメアカホシテントウ　
⑦アカホシテントウ　⑧カメノコテントウ

図 1 日本産テントウムシ成虫の体長と種類数（N＝155種）
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　その愛らしさから、いろいろなグッズのデザインや
ポピュラーソングのテントウムシのサンバでおなじみの
テントウムシを知らない人はいないでしょう。 テントウ
ムシは、野山はもちろん街中の街路樹の周りの植え込
みや高層マンションのベランダの植物にも見つける
ことのできる身近な昆虫です。 そんなテントウムシの
ことを皆さんはどれくらいご存知ですか?
　ここでは神奈川県で最も目につく赤地に7つの黒い紋
をもつナナホシテントウ（Coccinella septempunctata）
といろいろな斑紋をもつナミテントウ（Harmonia 
axyridis）を中心にテントウムシの生態を紹介します
（写真1）。 なおナミテントウは正式和名は「テントウム
シ」ですが、一般のテントウムシと区別するためにナ
ミテントウと呼ばれることが多いので、本文でもナミ
テントウとします。

テントウムシは小さいものが多い
　テントウムシは甲虫目（鞘翅目）のテントウムシ科
（Coccinellidae）に属する昆虫で、体が半球型である
のと鞘翅（前翅）の派手な色や水玉模様で特徴づけら
れています。 その種類は世界には約4,000種、日本に
はおよそ180種もいるのです。 写真2はナナホシテント
ウ、ナミテントウ以外の神奈川県でふつうに見られるテ
ントウムシです。 日本産で最も大きいのは体長12～
13mmのオオテントウとされていますが、神奈川県にも
同等の大きさのハラグロオオテントウやカメノコテン
トウがいます。 最も小さいのはケシツブテントウで1ｍｍ
前後で色も黒く、見つけることは困難です。 
　図1は日本産のテントウムシの大きさの頻度分布
で、これをみるとほとんどが5mm以下であることが
わかります。 私たちが一般にテントウムシと思っている
のは、5mm以上のテントウムシ亜科（Coccinellinae）
に属するものですが、それはテントウムシのほんの一
部なのです。

鞘翅の色や紋様
　小型の種の多くの鞘翅が黒く目立たないのに対し、
テントウムシ亜科の鞘翅の色や模様は赤、黄、黒と
様々です。 ナナホシテントウの斑紋は個体による差は
ほとんどなく赤地に7つの紋で統一されていますが、
ナミテントウの斑紋は個体によりさまざまで、大きく
分けると、黒地に赤い紋を2つもつ「二紋型」、4つの
「四紋型」、12個の「斑紋型」、赤地にたくさんの黒い紋
を持つ「赤地型」の4つに分けられ、さらにこの型の中
にも様々な変異があり、同じ種とは思えないくらいで
す（写真3）。 
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写真3 ナミテントウのいろいろな斑紋

　また地域によって斑紋が異なる種もあり、ダンダラテ
ントウは本州にいるものはほとんど黒地で肩や背にわ
ずかに赤い紋がありますが、沖縄にいるものは赤地に黒
い筋や紋があります。 これらを掛け合わせると次世代に
は両方の斑紋を重ねあわせ
た斑紋が出てきます。 この
ようにテントウムシの鞘翅
の模様は、ナナホシテント
ウのように遺伝的に固定さ
れて決まっているものと、
同じ種の中でもいろいろ変
異があるものがあります。

テントウムシのメニュー
　テントウムシの祖先はカビやキノコを食べる食菌
性で、朽木の中や樹皮の下など薄暗い所に生息してい
たと考えられています。 それが日の当たる場所に進出
し、菌類よりずっと栄養価の高い昆虫を食べる肉食性
になり、またあるものは資源豊かな緑色植物をも食べ
るようになったのです。 
　現在のテントウムシの食性は、表1に示すようにほ
とんどが肉食性であることがわかります。 食菌性なの
はキイロテントウなど4種しかいません。 また食植性
にはナスやジャガイモの大害虫で知られるオオニジュ
ウヤホシテントウやカラスウリの葉を食べるトホシテ
ントウなどがいますが、これも10種にすぎません。 すな
わち180種のうち14種以外は肉食性なのです。 肉食の
内容としては、アブラムシ、カイガラムシのほか、コナジ
ラミ、キジラミなど小さい外皮の柔らかい半翅目昆虫
が中心ですが、中にはハムシの幼虫やハダニも含まれ

ます。 またナミテントウは広食性で、アブラムシの少
ない時には、小型の蛾の幼虫なども食べることが観察
されています。

テントウムシの好き嫌い
　主な餌であるアブラムシも種類がものすごく多く、
テントウムシの種によって、食べるアブラムシの種類
が決まっていたり、好きなアブラムシや苦手なアブラ
ムシがあるのです。
　例えばクリサキテントウは、マツに寄生するアブラ
ムシを専門に食べ、マツの樹上以外ではあまり見つか
りません。 ナミテントウはキョウチクトウアブラムシ
を食べるとそれがもつ毒成分で死んでしまいますが、
ダンダラテントウはこの毒成分を分解できるので、こ
のアブラムシを好んで食べます。 春先、道端のカラス
ノエンドウという雑草にエンドウヒゲナガアブラムシ
が発生すると、ナナホシテントウが集まってきて卵を
産み繁殖します。 一方ナミテントウは春先はムクゲと
いう木の新葉につくワタアブラムシを好み、そこで繁殖
します。このように無駄な競争を避け、餌を分け合って
いるのです。 しかしアブラムシはいつでもたくさんい
るわけではなく、季節によって生息数が大きく変化し
ます。 テントウムシの成虫はアブラムシが少なくなる
とアブラムシを求めて移動します。 幼虫は翅がないの
で移動できず、その場の餌を食べつくすと同じ種の幼
虫どうしが共食いすることもよくあります。 アブラム
シが少なくなる夏季には、成虫は涼しいアブラムシの
いる山などへ移動したり、平地で休眠に入ります。 です
から真夏にテントウムシを見つけるのは困難です。
　また植物の花粉を食べてしのぐこともあります。 晩秋
には頭状花のキク科の植物や、アキノキリンソウの花に
テントウムシの成虫が飛来します。 花粉はテントウムシ
にとって非常食なのです。

2 食性
    ―テントウムシは意外と偏食―

テントウムシの分類 アブラムシ コナジラミ その他
半翅目

ハムシ
幼虫 ハダニ 植物 菌類

カイガラムシ類（※）
軟 硬

（佐々治 1982 改変）表 1 テントウムシ科の族名との常食餌（◎○＋の順で依存度が高い）

メツブテントウ亜科

ヒメテントウ亜科

クチビルテントウ亜科

ヒラタテントウ亜科

テントウムシ亜科

マダラテントウ亜科

チビテントウ族
ツヤテントウ族
メツブテントウ族
ダニヒメテントウ族
ヒメテントウ族
ツヤヒメテントウ族
アミダテントウ族
チビクチビルテントウ族
マルヒメテントウ族
ヨツボシテントウ族
クチビルテントウ族
べダリアテントウ族
テントウムシ族
カビクイテントウムシ族
マダラテントウ族

◎

◎
○
○

◎
◎

◎
＋

◎
◎

＋

＋
◎
＋

◎
＋
◎

◎

◎

○
◎

＋

◎

◎

○

＋

＋

◎

＋ ＋

◎
＋

＋ ＋
＋
◎

◎

※カイガラムシには外皮の硬いものと、綿状物質に覆われた柔らかいものがある。



　カメノコテントウの幼虫はクルミやヤナギにつく
ハムシの幼虫しか食べません。 このハムシの幼虫は年
1回しか発生しないので（年1化性）、カメノコテントウ
はその時期にうまく合わせて卵を産み、幼虫の時期を
合わせます。 したがってカメノコテントウも年1化で、
ハムシの幼虫の時期以外はずっと成虫でアブラムシ
を食べて過ごします。 このように、それぞれの種がそれ
ぞれの餌とうまく適合して世代をつないでいるのです。

成虫で越冬
　日本に生息するテントウムシの中で生活史が解明さ
れている種は多くはありません。 特に小型のヒメテント
ウ類は生活史が不明な種が多いです。 ここではよくわ
かっているナミテントウの生活史を中心に紹介します。
　ナミテントウは年4～5回世代を交代します。 世代交
代をする時期はアブラムシの多い春から初夏（2～3
世代）と秋から初冬（1～2世代）です。 テントウムシは
冬は成虫で越冬しますが、ナミテントウは数十から数
百匹が集団でかたまって休眠越冬します（写真4）。 こ
の集団越冬の場所は自然界では山の岩の隙間とか大木
の空洞などですが、都会ではビルの屋上の片隅や人家
の雨戸のサッシの隙間など風雨をしのげて温度の比較
的一定な場所です。 ファーブルの昆虫記にはナナホシ
テントウが山で集
団越冬する記述
がありますが、日
本のナナホシテ
ントウは枯葉の
下やイネ科の雑
草の枯れた株元
で分散して越冬
します。

幼虫の形も様々
　春先越冬から覚めたナミテントウの雌はアブラムシ
のいる植物でアブラムシを食べた後、枝や葉の裏に20
～50個くらいの卵をかためて産みます。 飼育下ではア
ブラムシを十分に与えると毎日のように1か月以上産
卵します。 卵は数ミリで、柔らかくちょっと触れだけ
でも潰れてしまいます。 産卵後3日～7日で幼虫が孵化
します。 幼虫は一斉に孵化しないと、先に孵化した幼
虫が孵化していない卵を食べてしまいます。 テントウ
ムシの幼虫の形態は種によって様々ですが、ナミテン

写真4  集団越冬中のナミテントウ
　　　　(カメノコテントウが数匹混ざっている）
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3 生活史 ―ナミテントウは
    成虫が集まって冬越しをする―

❶❶ ❷ ❸

トウは太い胴部を引きずるようにして歩くところから
「ワニ型」と呼ばれています。 このほか体全体が剛毛で
覆われている「とげとげ型」や、白色綿状分泌物で覆わ
れているものもいます（写真5）。 幼虫は脱皮を繰り返
し大きくなり、幼虫期間は温度と餌の状態で異なりま
すが10日～2週間くらいで、4回目の脱皮で蛹になり
ます。 蛹は4～7日で羽化します。 蛹の殻から脱出した
ばかりの成虫の鞘翅は乳白色～薄い黄色で、少し広い
所へ移動して薄い膜状の後翅を伸ばし翅が乾くまで
じっとしています。 テントウムシはこの後翅をはばたか
せて飛ぶので、うまく伸びないと飛べない成虫になって
しまいます。 この間に鞘翅（前翅）はだんだん色づいて
きて斑紋の模様が浮かび上がってきます（写真6）。 
後翅が乾くと鞘翅の下にたたんでしまいます。 これで
羽化が終了ですが、鞘翅はまだ柔らかくちゃんと硬
くなるには1日以上かかります。 成虫の寿命は長く、越
冬する個体は5か月以上で、飼育下では1年以上生き
た記録もあります。

鞘翅の派手な模様は警戒色
　一般に昆虫の一番の天敵は野鳥です。 しかしテント
ウムシは鳥にはあまり食べられません。 なぜならテン
トウムシは鳥などにつつかれると、足の関節から黄色
い液を出します。 この液は防御物質で臭く、とても苦
いので口にした鳥は吐き出してしまい、その鳥はテン
トウムシの派手な斑紋模様を覚えていて再び遭遇して
もテントウムシを食べようとしないといわれています。 
あのテントウムシの目立つ模様は身を守る手段だった
のです。 また、鳥から身を守る方法としてもう一つ
「擬死」という行動があります。 テントウムシは危険を
感じると足を縮めて固まってしまいます。 地面に落ち
て腹面を上にしてじっとしていると腹部は黒褐色なの
で、土と見分けがつかず鳥は見失ってしまうのです。 
しばらくして安全が確かめられると翅を使って起き上
がり何もなかったように歩いていきます。

背後から忍び寄る寄生蜂
　このように鳥に対する護身術は身に着けていますが、
そんなテントウムシにも敵はいます。 それは寄生蜂
です。 寄生蜂の雌成虫はテントウムシの背後からそっ
と近づいて鋭い産卵管でテントウムシの体の中に卵
を産み付けます。 テントウムシの体内で孵化した寄生
蜂の幼虫はテントウムシの神経や消化管を傷つけず
に、テントウムシを生かしながら脂肪体などを食べて
成長します。 老熟幼虫になると幼虫はテントウムシの
体節に穴をあけて外に出てきてテントウムシの腹側に
糸を吐いて繭をつくります（写真7）。  初夏にテントウ
ムシを採集すると50％以上も寄生蜂が出てくること
があります。
　アブラムシの周りにはアリが多くみられます。 これ
はアブラムシから甘い汁液をもらうためですが、テン
トウムシがアブラムシに近づくとアリはアブラムシを
守るためにテントウムシに攻撃を仕掛けてきて、時に
は数匹がかりでテントウムシを追いやってしまいま
す。 しかし前述のテントウムシの防御物質である黄色
い体液にはアリを忌避するコシネリンという物質が
入っていることもわかっており、アリとテントウムシ
の攻防戦は続きます。

　春はテントウムシの季節です。 外でテントウムシを
探してみましょう。 近くの公園や街路樹の下の雑草など
にいるはずです。 テントウムシを探すコツは餌である
アブラムシを見つけることです。 植物上にアリがいたら、
目を凝らしてみましょう。 アリもアブラムシを探して
いるのです。 カラスノエンドウやヨモギなど草類には
ナナホシテントウが多く、庭木のユキヤナギ、ムクゲ、
バラにはナミテントウが集まってきます。 目立たない
ですがよく見ると黒くて肩がちょっと赤いダンダラテ

ントウや小さくてチョコチョコと動くヒメカメノコテ
ントウもいるはずです。 テントウムシがどうやってア
ブラムシを見つけるかはまだよくわかっていませんが、
日の良く当たるところによくいます。 テントウムシを
枝にとまらせると上へ上へと登っていき先端までいく
と飛び立ちます。 この行動がテントウムシ「天道虫」と
いう名の由来であるという説もありますが定かでは
ありません。 アブラムシは植物の栄養価の高い新芽に
かたまっており、新芽は植物の先端にあることが多い
ので、この行動は餌にありつく理にかなった行動とい
えるでしょう。 そして餌がなければ、他の餌場を求め
て飛び立つのです。 テントウムシを見つけたら、いろ
いろ観察してみましょう。 テントウムシは甘党ですか
ら、リンゴやメロンなど甘い果物の小片や皮を与えてお
けば成虫は簡単に飼育でき、1か月以上は生かせておけ
ます。 飼育のコツは水分を切らさず、餌にカビが生え
る前にこまめに替えることです。 アブラムシを与えるの
もいいでしょう。 そして観察が終わったら、そっと近く
の公園の植え込みに放してあげましょう。 彼らはちゃん
とアブラムシのいる場所へ飛んでいきます。

写真5 幼虫の形態
①ナミテントウ（左）とナナホシテントウ（右）　②ヒメアカホシテントウ　　
③コクロヒメテントウ

4 天敵と護身術 
    ―テントウムシは苦い虫―



　カメノコテントウの幼虫はクルミやヤナギにつく
ハムシの幼虫しか食べません。 このハムシの幼虫は年
1回しか発生しないので（年1化性）、カメノコテントウ
はその時期にうまく合わせて卵を産み、幼虫の時期を
合わせます。 したがってカメノコテントウも年1化で、
ハムシの幼虫の時期以外はずっと成虫でアブラムシ
を食べて過ごします。 このように、それぞれの種がそれ
ぞれの餌とうまく適合して世代をつないでいるのです。

成虫で越冬
　日本に生息するテントウムシの中で生活史が解明さ
れている種は多くはありません。 特に小型のヒメテント
ウ類は生活史が不明な種が多いです。 ここではよくわ
かっているナミテントウの生活史を中心に紹介します。
　ナミテントウは年4～5回世代を交代します。 世代交
代をする時期はアブラムシの多い春から初夏（2～3
世代）と秋から初冬（1～2世代）です。 テントウムシは
冬は成虫で越冬しますが、ナミテントウは数十から数
百匹が集団でかたまって休眠越冬します（写真4）。 こ
の集団越冬の場所は自然界では山の岩の隙間とか大木
の空洞などですが、都会ではビルの屋上の片隅や人家
の雨戸のサッシの隙間など風雨をしのげて温度の比較
的一定な場所です。 ファーブルの昆虫記にはナナホシ
テントウが山で集
団越冬する記述
がありますが、日
本のナナホシテ
ントウは枯葉の
下やイネ科の雑
草の枯れた株元
で分散して越冬
します。

幼虫の形も様々
　春先越冬から覚めたナミテントウの雌はアブラムシ
のいる植物でアブラムシを食べた後、枝や葉の裏に20
～50個くらいの卵をかためて産みます。 飼育下ではア
ブラムシを十分に与えると毎日のように1か月以上産
卵します。 卵は数ミリで、柔らかくちょっと触れだけ
でも潰れてしまいます。 産卵後3日～7日で幼虫が孵化
します。 幼虫は一斉に孵化しないと、先に孵化した幼
虫が孵化していない卵を食べてしまいます。 テントウ
ムシの幼虫の形態は種によって様々ですが、ナミテン
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プロフィール

トウは太い胴部を引きずるようにして歩くところから
「ワニ型」と呼ばれています。 このほか体全体が剛毛で
覆われている「とげとげ型」や、白色綿状分泌物で覆わ
れているものもいます（写真5）。 幼虫は脱皮を繰り返
し大きくなり、幼虫期間は温度と餌の状態で異なりま
すが10日～2週間くらいで、4回目の脱皮で蛹になり
ます。 蛹は4～7日で羽化します。 蛹の殻から脱出した
ばかりの成虫の鞘翅は乳白色～薄い黄色で、少し広い
所へ移動して薄い膜状の後翅を伸ばし翅が乾くまで
じっとしています。 テントウムシはこの後翅をはばたか
せて飛ぶので、うまく伸びないと飛べない成虫になって
しまいます。 この間に鞘翅（前翅）はだんだん色づいて
きて斑紋の模様が浮かび上がってきます（写真6）。 
後翅が乾くと鞘翅の下にたたんでしまいます。 これで
羽化が終了ですが、鞘翅はまだ柔らかくちゃんと硬
くなるには1日以上かかります。 成虫の寿命は長く、越
冬する個体は5か月以上で、飼育下では1年以上生き
た記録もあります。

鞘翅の派手な模様は警戒色
　一般に昆虫の一番の天敵は野鳥です。 しかしテント
ウムシは鳥にはあまり食べられません。 なぜならテン
トウムシは鳥などにつつかれると、足の関節から黄色
い液を出します。 この液は防御物質で臭く、とても苦
いので口にした鳥は吐き出してしまい、その鳥はテン
トウムシの派手な斑紋模様を覚えていて再び遭遇して
もテントウムシを食べようとしないといわれています。 
あのテントウムシの目立つ模様は身を守る手段だった
のです。 また、鳥から身を守る方法としてもう一つ
「擬死」という行動があります。 テントウムシは危険を
感じると足を縮めて固まってしまいます。 地面に落ち
て腹面を上にしてじっとしていると腹部は黒褐色なの
で、土と見分けがつかず鳥は見失ってしまうのです。 
しばらくして安全が確かめられると翅を使って起き上
がり何もなかったように歩いていきます。

背後から忍び寄る寄生蜂
　このように鳥に対する護身術は身に着けていますが、
そんなテントウムシにも敵はいます。 それは寄生蜂
です。 寄生蜂の雌成虫はテントウムシの背後からそっ
と近づいて鋭い産卵管でテントウムシの体の中に卵
を産み付けます。 テントウムシの体内で孵化した寄生
蜂の幼虫はテントウムシの神経や消化管を傷つけず
に、テントウムシを生かしながら脂肪体などを食べて
成長します。 老熟幼虫になると幼虫はテントウムシの
体節に穴をあけて外に出てきてテントウムシの腹側に
糸を吐いて繭をつくります（写真7）。  初夏にテントウ
ムシを採集すると50％以上も寄生蜂が出てくること
があります。
　アブラムシの周りにはアリが多くみられます。 これ
はアブラムシから甘い汁液をもらうためですが、テン
トウムシがアブラムシに近づくとアリはアブラムシを
守るためにテントウムシに攻撃を仕掛けてきて、時に
は数匹がかりでテントウムシを追いやってしまいま
す。 しかし前述のテントウムシの防御物質である黄色
い体液にはアリを忌避するコシネリンという物質が
入っていることもわかっており、アリとテントウムシ
の攻防戦は続きます。

　春はテントウムシの季節です。 外でテントウムシを
探してみましょう。 近くの公園や街路樹の下の雑草など
にいるはずです。 テントウムシを探すコツは餌である
アブラムシを見つけることです。 植物上にアリがいたら、
目を凝らしてみましょう。 アリもアブラムシを探して
いるのです。 カラスノエンドウやヨモギなど草類には
ナナホシテントウが多く、庭木のユキヤナギ、ムクゲ、
バラにはナミテントウが集まってきます。 目立たない
ですがよく見ると黒くて肩がちょっと赤いダンダラテ

ントウや小さくてチョコチョコと動くヒメカメノコテ
ントウもいるはずです。 テントウムシがどうやってア
ブラムシを見つけるかはまだよくわかっていませんが、
日の良く当たるところによくいます。 テントウムシを
枝にとまらせると上へ上へと登っていき先端までいく
と飛び立ちます。 この行動がテントウムシ「天道虫」と
いう名の由来であるという説もありますが定かでは
ありません。 アブラムシは植物の栄養価の高い新芽に
かたまっており、新芽は植物の先端にあることが多い
ので、この行動は餌にありつく理にかなった行動とい
えるでしょう。 そして餌がなければ、他の餌場を求め
て飛び立つのです。 テントウムシを見つけたら、いろ
いろ観察してみましょう。 テントウムシは甘党ですか
ら、リンゴやメロンなど甘い果物の小片や皮を与えてお
けば成虫は簡単に飼育でき、1か月以上は生かせておけ
ます。 飼育のコツは水分を切らさず、餌にカビが生え
る前にこまめに替えることです。 アブラムシを与えるの
もいいでしょう。 そして観察が終わったら、そっと近く
の公園の植え込みに放してあげましょう。 彼らはちゃん
とアブラムシのいる場所へ飛んでいきます。

おわりに　
―テントウムシを観察してみましょう―

写真7 テントウムシの敵の寄生蜂

写真6 
ナミテントウの一生

交尾 産卵 孵化

テントウムシの背後から産卵しようとしている寄生蜂 成虫から出てきた寄生蜂の終齢虫

脱皮 蛹化

成虫の羽化
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　ロンドンから車でおよそ1時間、ウエスト・サセック
スにあるアッパーク・ハウスは、17世紀に建造されたマ
ナー・ハウス（貴族の館）です。
　実はこの館、1989年8月30日の日中に大火災に見
舞われました。 開園時間中に起きた大惨事でしたが、幸
い負傷者はなく、訪問客やスタッフ、そして多数のボラ
ンティアによって、さまざまな記録が残されています。 
なかでも興味深いのが、出火直後から鎮火までの様子
を収めたビデオ映像で、それは現在でも館内で鑑賞す
ることができます。
　消防署への通報から、消防隊の到着までおよそ30分。 
じわじわと炎に包まれていく、歴史的建造物。 屋内の貴
重な文化財を外に運び出すスタッフたち。 そして、その
様子を芝生に座って眺める訪問客たち。 建物を包んだ

火の勢いは止まず、
午後3時30分頃に出
火した火が鎮火した
のは翌朝6時過ぎの
ことでした。 屋根も
床も焼け落ち、レン
ガの壁だけが残った無惨な姿。 しかし、アッパークをめ
ぐるナショナル・トラストのドラマは、まさにこの瞬間
から始まりました。
　1995年のナショナル・トラスト創立100周年に向け、
このアッパークの大修復事業が開始されたのです。失
われた歴史的建造物の修復、消失した数々の文化財の
再生。 気の遠くなるような膨大な作業を、次々と行った
その経験は、ナショナル・トラストに大きな自信を与え

たともいわれています。
　大火災から28年が過ぎ、今ではすっかり元のマ
ナー・ハウスの姿に戻ったアッパーク・ハウスです。 
「イングランドの森」と称される美しい南部丘陵地の
丘の上に建つ館からは、お天気の良い日ならばロンド
ンまで見晴らすことができます。 ハイ・シーズンの夏
には、眺めの良い庭園で様々な野外イベントが繰り広
げられ、地元の人たちや、ボランティアの人たちが家
族総出で楽しんでいます。
　英国におけるボランティア、特にナショナル・トラス
トのようにゲストを迎えることが大切な仕事のひとつ
とされるボランティア活動には、笑顔が必須となりま
す。 そのために必要なことは、ボランティア自身も「エ
ンジョイ」すること。 英国ナショナル・トラストには、

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 4

ボランティアも楽しむ、 野外イベント

アッパーク・ハウス
Uppark House （West Sussex）

▲丘陵地の高台に建つアッパーク・ハウス

▲火災による惨事やその修復について
解説した小冊子。 園内のショップで
購入できる。

Uppark House
住所：South Harting, 
Petersfield West Sussex

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

そうしたボランティアも楽しめるイベントや行事が、年
間を通じてたくさんプログラミングされています。
　黙々と仕事をこなすことよりも、エンジョイすること
を、人生の第一の目標に掲げるイギリス人ならではかも
しれませんが、日本でもぜひ
見習いたい一面のひとつです。
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　ロンドンから車でおよそ1時間、ウエスト・サセック
スにあるアッパーク・ハウスは、17世紀に建造されたマ
ナー・ハウス（貴族の館）です。
　実はこの館、1989年8月30日の日中に大火災に見
舞われました。 開園時間中に起きた大惨事でしたが、幸
い負傷者はなく、訪問客やスタッフ、そして多数のボラ
ンティアによって、さまざまな記録が残されています。 
なかでも興味深いのが、出火直後から鎮火までの様子
を収めたビデオ映像で、それは現在でも館内で鑑賞す
ることができます。
　消防署への通報から、消防隊の到着までおよそ30分。 
じわじわと炎に包まれていく、歴史的建造物。 屋内の貴
重な文化財を外に運び出すスタッフたち。 そして、その
様子を芝生に座って眺める訪問客たち。 建物を包んだ

火の勢いは止まず、
午後3時30分頃に出
火した火が鎮火した
のは翌朝6時過ぎの
ことでした。 屋根も
床も焼け落ち、レン
ガの壁だけが残った無惨な姿。 しかし、アッパークをめ
ぐるナショナル・トラストのドラマは、まさにこの瞬間
から始まりました。
　1995年のナショナル・トラスト創立100周年に向け、
このアッパークの大修復事業が開始されたのです。失
われた歴史的建造物の修復、消失した数々の文化財の
再生。 気の遠くなるような膨大な作業を、次々と行った
その経験は、ナショナル・トラストに大きな自信を与え

たともいわれています。
　大火災から28年が過ぎ、今ではすっかり元のマ
ナー・ハウスの姿に戻ったアッパーク・ハウスです。 
「イングランドの森」と称される美しい南部丘陵地の
丘の上に建つ館からは、お天気の良い日ならばロンド
ンまで見晴らすことができます。 ハイ・シーズンの夏
には、眺めの良い庭園で様々な野外イベントが繰り広
げられ、地元の人たちや、ボランティアの人たちが家
族総出で楽しんでいます。
　英国におけるボランティア、特にナショナル・トラス
トのようにゲストを迎えることが大切な仕事のひとつ
とされるボランティア活動には、笑顔が必須となりま
す。 そのために必要なことは、ボランティア自身も「エ
ンジョイ」すること。 英国ナショナル・トラストには、

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。
著書に『図説 英国ナショナル・トラスト』（河出書房新社）などがある。

小野 まり プロフィール

▲ジャズの生演奏を聴きながら、ピクニックを楽しむ休日。

▲木漏れ日が美しい園内の散策路

▲キッチンとハーブガーデンの間にある
のは狩猟した獲物を保存するゲーム
ミート専用の小屋。

▲ハウスとは別棟にある洗濯室。
ヴィクトリア時代の洗濯用具が
並んでいる。

http://ntscj.org/

そうしたボランティアも楽しめるイベントや行事が、年
間を通じてたくさんプログラミングされています。
　黙々と仕事をこなすことよりも、エンジョイすること
を、人生の第一の目標に掲げるイギリス人ならではかも
しれませんが、日本でもぜひ
見習いたい一面のひとつです。

▶
散策路に置かれた木製のベンチ。

両端のウサギがなんとも可愛らしい。

▶
館内にあるカフェの暖炉。

可愛らしいデコレーションは
ボランティアのアイディア。
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みどりのがっこう 【共催】生活協同組合ユーコープ

アサヒビールで
ビオトープ観察会と
工場見学

6月24日(土)

【コース】 新松田駅⇒　 ⇒アサヒビール神奈川工場
⇒　 ⇒新松田駅
◆アサヒビール神奈川工場は敷地の半分が緑地であり、広大なビオトー
プ池が整備されているなど、自然観察会が行える珍しい工場です。今回
ビール工場の見学を併せた自然観察を行い企業の地域貢献や環境保
全の取り組みを学びます。工場見学後、うれしいビールの試飲付。

【集合】

【講師】

小田急線
新松田駅 北口改札前

町田 誠 氏
神奈川トンボ調査・
保全ネットワーク

30人(先着順)
受付:4/1～

かながわの食と自然を味わう会
小田原・曽我の里で
梅ジャム作り体験と
曽我兄弟の史跡を巡る

6月28日(水)

【コース】 下曽我駅～尾崎一雄文学碑～宗我神社～
法輪寺～五郎の踏石～城前寺～雄山荘跡～曽我氏
館跡～二宮尊徳遺髪塚～別所公民館、別所薬師堂～満江御前の墓～法
蓮寺～別所梅林～原梅林～梅の里センター～下曽我駅

◆赤穂浪士と並ぶ日本三大仇討の１つ、曽我兄弟の仇討の舞台である
下曽我で曽我兄弟に係わる史跡を巡ります。午後は下曽我の名産品、旬
の完熟梅を使った梅ジャム作りです。歴史と味覚の両方を満喫できるイ
ベントです。持ち物:エプロン、三角巾、ふきん2枚、ゴム手袋、昼食、飲物、
筆記用具

【集合】

【講師】

ＪＲ 御殿場線 
下曽我駅改札前

小田原ガイド協会・
ＪＡかながわ西湘
梅ジャム生産部

30人(先着順)
受付:4/1～

古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】(公財)鎌倉風致保存会

13時～16時

佐助から
扇ガ谷を訪ねて

ＪＲ横須賀線 鎌倉駅
西口時計塔広場(江ノ電側)

4月15日(土)

【コース】 鎌倉駅～佐助稲荷～銭洗弁財天～化粧坂
～海蔵寺十六井～鎌倉駅

◆佐助稲荷・銭洗弁財天から源氏山公園を越え、鎌倉
七口の一つ化粧坂(けはいざか)を通り、コース最後に海蔵寺岩窟内にあ
る謎の十六井を拝観します。

【集合】

【講師】
八幡 義信 氏
元鎌倉女子大教授、
県文化財協会会長

20人(先着順)
受付:4/1～

十六井拝観料100円含

会員
一般

100円
 600円

竹林整備

10時～15時

竹の子掘りで
竹林整備2017

①4月22日(土)
②4月30日(日)

【コース】 桜ケ丘駅～久田緑地～桜ケ丘駅

【集合】

【講師】

小田急線
桜ヶ丘駅 改札前

神保 賢一路 氏
緑地環境プロデューサー　

各25人(抽選)
受付中:4/7締切

学生
（小～大） 各500円

会員
一般

無料
各1,000円

自然観察会

10時～15時

日本最古の甘柿・
禅寺丸柿の
原木を訪ねて

5月13日(土)

【コース】 柿生駅～浄慶寺～月読神社～琴平神社～
王禅寺～王禅寺公園～新百合ヶ丘駅
◆日本初の甘柿は川崎市麻生区の王禅寺で発見された禅寺丸柿とされ
ています。この甘柿の原木を訪ね、周辺の古民家や畑が織りなす里山の
景観を楽しみながらの自然観察を行います。(徒歩行程 約7km)

【集合】

【講師】

小田急線
柿生駅 南口駅改札前

全国森林インスト
ラクター神奈川会

30人(先着順)
受付:4/1～

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
 1,000円

自然観察会

金澤歴史の道を訪ねて
～金沢文庫と
　初秋の称名寺～

9月9日(土)

【コース】 金沢八景駅～瀬戸神社～瀬戸橋～東屋跡
～明治憲法草創の碑～龍華寺～安立寺～金沢八幡
神社～薬王寺～称名寺～金沢文庫駅
◆横浜金沢は、中世に鎌倉の東の玄関口として栄え、以後、風光明媚な
景勝地として、文豪や財界人に愛された場所でもあります。そんな面影
を探りつつ金沢八景から金沢文庫を巡ります。

【集合】
【講師】

京浜急行線 金沢八景駅 改札前
NPO法人横濱金澤シティガイド協会

30人(先着順)
受付:7/1～

イベント 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

※コース内のバス代は
各自負担となります主催イベントかながわトラストみどり財団

11時40分～
16時30分

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

10時～15時

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

10時15分～
15時

学生
（小～大） 1,000円

会員
一般

500円
1,500円

※両日申込不可

（2017.4/1～2018.3/31）
2017年度

◆大和市にあるトラスト・久田緑地で竹林整備の
ために竹の子掘りを行うほか緑地内で自然観察会も開催します。春の動
植物を探しに行きましょう。

く  で ん

自然観察会
葛葉緑地
ホタル観察会

小田急線 
秦野駅改札前:17時20分
または、くずはの家：17分50分
（駐車場有・数に限りがあります。事前に要連絡）

5月31日(水)

【コース】 秦野駅⇒　 ⇒葛葉緑地⇒　 ⇒秦野駅
◆秦野市にある住宅街に囲まれた葛葉川に沿って保全されているトラス
ト・葛葉緑地でホタル鑑賞会を行います。葛葉緑地は自然観察施設「くず
はの家」や駐車場もあり気軽に自然を楽しめる緑地です。

【集合】

【講師】高橋 孝洋 氏
くずはの家所長

30人(先着順)
受付:4/1～

17時20分～
20時

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

トラスト緑地周遊クルーズツアー 【協賛】 株式会社リビエラリゾート

三浦半島のトラスト緑地を巡る
～トラスト緑地
周遊クルーズ～

三崎口駅⇒　 ⇒シーボニア(船)…小網代の森…長者ヶ
崎緑地…大崎緑地…逗子マリーナ
※現地解散 帰路案内します(鎌倉駅 or 逗子駅)。

4月1日～4月20日

◆カタマランヨットに乗船して、普段見ることができない海からのト
ラスト緑地を視察します。三浦半島の南端から小網代の森緑地、長
者ヶ崎緑地、大崎緑地を巡ります。

5/
2017 予備日19 24金 水

京急線 三崎口駅改札前:12時50分
または シーボニアマリーナ指定場所:13時30分

集 合

小学3年生以上対 象

コース

申込期間

このイベントは    　 リビエラ・リゾートのご協賛により実現しました。（詳細は裏表紙へ）

※申込多数の場合は抽選25人
会員 一般 4,000円2,000円

定 員

参加費

バス乗車
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冬の花水川
野鳥観察会

平成30年
1月27日(土)

【コース】 平塚駅⇒　 ⇒古花水バス
停～花水川左岸～花水橋　※現地
解散・帰路案内します。(上平塚バス
停⇒　 ⇒平塚駅)
◆花水川左岸の土手を花水橋から平塚大橋までの
約2km、ゆっくり歩きながら冬の野鳥を観察します。
カモの仲間やカワセミなどの水辺の鳥、シジュウカ
ラなどの山野の鳥も見られるでしょう。参加の際に
は防寒対策を。

【集合】

【講師】

ＪＲ東海道線
平塚駅 北口

こまたん
（高麗山・
  花水川探鳥会）

20人(先着順)
受付:11/1～

会員
一般 1,000円

500円

8時30分～
15時30分

会員
一般 1,000円

500円

8時40分～
15時30分

陽春の日向薬師4月23日(日)

伊勢原駅⇒　 ⇒日向薬師～日向山～七沢温泉
または七沢温泉入口バス停で現地解散
※歩行距離 約7km 雨天決行

【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
　　　伊勢原駅
　　　改札前

初冬の大磯・
鷹取山と霧降の滝

2日（土）12月

【コース】 平塚駅⇒　 ⇒生沢～鷹取山～ゆるぎの
丘～霧降の滝～松岩寺⇒　 ⇒平塚駅 雨天決行

【講師】 NPO法人
　　　かながわ
　　　森林インストラクター
　　　の会
【集合】 ＪＲ東海道線
　　　平塚駅 東口改札前
　　　(中央改札)

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

80人（先着順）
受付中：4/16締切

80人（先着順）
受付：10/1～
　　　11/25

◆伊勢原市日向(ひなた)にある仏教寺院、日本三大薬師に数えられ
昨年、平成の大修理として300年ぶりに茅葺がふき替えられた日向薬
師本堂と周辺の自然環境を楽しむ探訪会です。

◆タブノキやスタジイなどの巨木が広がる鷹取神
社や湘南平、霧降の滝を巡ります。

自然観察会(ウォーキング)
御嶽神社のスダジイ林と
小田原フラワー
ガーデンの
梅林を訪れる

平成30年
2月17日(土)

【コース】 相模沼田駅～御嶽神社(スダジイ林)～狩野街道(山道)～小田
原フラワーガーデン～県立諏訪の原公園⇒　 ⇒飯田岡駅
◆早春に南足柄市三竹の御嶽神社叢林(スダジイ
林)、山道をたどって小田原市久野のフラワーガーデ
ンで咲き誇る梅林を訪れる自然散策イベントです。中
級向き(徒歩行程 約８km)

【講師】

【集合】伊豆箱根鉄道
大雄山線相模
沼田駅 改札前

一寸木 肇 氏
おおい自然園 園長

30人(先着順)
受付:12/1～

古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】(公財)鎌倉風致保存会

巡礼古道を訪ねて11月11日(土)

【コース】 鎌倉駅⇒　 ⇒杉本寺前～巡礼古道～岩殿
寺～逗子駅
◆杉本寺から逗子の岩殿寺へと坂東三十三箇所巡り
の巡礼古道を訪ねます。

【集合】

【講師】

ＪＲ 横須賀線
鎌倉駅 東口改札前

八幡 義信 氏
元鎌倉女子大教授、
県文化財協会会長

20人(先着順)
受付:7/1～

自然観察会
海鳥観察と
生き物講座11月10日(金)

【コース】 三浦海岸駅～三浦海岸～研修所～研修所
⇒　 ⇒三浦海岸駅
◆三浦市の三浦海岸より海上を飛ぶミズナギドリ、
カモメ類の観察をしながら、眺望の良い丘陵へ。三浦半島の動植物を観
察しながら古民家・研修所に向かいます。研修所ではヤクシカ、ホンジュ
ウジカ、エゾジカの角の特徴、ヤマセミなどの剥製を間近で観察しなが
ら楽しく「動物生態学」を学びます。

【集合】

【講師】

京浜急行線
三浦海岸駅 改札前

神保 賢一路 氏
緑地環境プロデューサー　

30人(先着順)
受付:9/1～

ワークショップ

イベント
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9時30分～15時

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

9時～12時

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

10時～15時

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

12時30分～
16時

500円
会員
一般

無料

製材体験 &
木工ワークショップ
製材体験 &
木工ワークショップ
10/
2017 21 土

小田急線 桜ヶ丘駅 改札前集 合

講 師
10時～15時

桜ケ丘駅～久田緑地～
桜ケ丘駅

◆トラスト・久田緑地で伐採される樹木に触れ、製材体験、木工作品
を作成することで、緑地保全の課題や緑地の魅力について学びま
す。実際に緑地で伐採された丸太を参加者が大ノコギリで順番に挽
いていき、途中、スプーンや箸などの木工作品に挑戦したり、講師の
解説を聞くワークショップです。

コース

会員
一般 4,000円

3,000円

3,500円

参加費

学生
（小～大）

自然観察会
秦野の里山を歩き
秋を探す10月21日(土)

【コース】 渋沢駅～峠隧道～隧道上～かりがねの松
～千村分岐～頭高山～千村分岐～白山神社～泉蔵
寺～渋沢駅
◆秋の植物・昆虫を観察しながら頭高山ハイキングへ。山頂では自然観察
を行いながらクラフト体験として小さな秋のエンブレム（バッジ）を作ります。

【集合】

【講師】

小田急線
渋沢駅 改札前

足立 直義 氏
ナチュラリスト　

30人(先着順)
受付:8/1～

9時～15時

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

予備日

10/2810/2810/28 土土土
予備日

10/28 土

40人(先着順)
受付:8/1～
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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。
【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。

小網代の森

小網代の森ホタルの夕べ2017

三崎口駅⇒　 ⇒シーボニア入口～宮ノ前峠～エノキテラス休憩～
中央の谷コース～引橋入口⇒(バス or 徒歩)⇒三崎口駅

◆小網代の森の湿原再生活動によって増えてきたゲンジボタルをガイド付で観
察します。街灯の無いコースを歩くナイトウォークも楽しめます。

会員
一般

無料
1,000円 500円

5/
1回目 27 6/・2回目 3

ＮＰＯ法人 小網代野外活動調整会議講 師

京浜急行線 三崎口駅 改札前集 合 小学3年生以上（保護者同伴）対 象

参加費

コース

各30人(先着順)
受付:4/1～

◆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。

イベント
※写真はすべて
イメージですイベント小網代の森

学生
（小～大）

16時30分～21時

小網代の森
小網代の森

アカテガニ放仔観察会 2017

抽選 各50人
三崎口駅⇒　 ⇒引橋入口～小網代中央の谷コース～アカテガニ広場
～(宮ノ前峠(バス)or引橋入口(バス・徒歩))⇒三崎口駅

5月1日～5月30日
会員 一般無料 1,000円 500円

7/
1回目 22 土

土 土

7/
2回目 23 日・ ・8/

3回目 8 火 8/
4回目 22 火・

ＮＰＯ法人 小網代野外活動調整会議講 師 京浜急行線 三崎口駅 改札前集 合
小学３年生以上（保護者同伴）対 象

小学３年生以上（保護者同伴）対 象

定 員 参加費

コース

申込期間 ※複数日申込不可
学生

（小～大）

15時30分～21時

9時30分～12時30分

◆小網代の森の四季折々の自然環境の移ろいや動植物を観察
できる定例トラスト・ガイドを毎月実施します。

小網代の森

トラスト・ガイド

先着 20人
開催前月の1日から受付開始

会員 一般無料 1,000円 100円

ＮＰＯ法人 小網代野外活動調整会議講 師

開催日時

京浜急行線 三崎口駅 改札前集 合

定 員 参加費

申込期間
学生

（小～大）

10時～12時30分毎月 第2土曜日

◆親子イベント・小網代の森のフィールドを使って夏休みの自由研究をみんな
でやろう！ アカテガニやオオシオカラトンボといった生きものや湿原の植生観察
など、ハンドブックを片手に森を歩こう！

小網代の森

小網代の森 いきもの調査隊！自由研究を応援!

会員 一般無料 1,000円 500円

ＮＰＯ法人 小網代野外活動調整会議講 師

京浜急行線 三崎口駅 改札前集 合

参加費 学生
（小～大）

【コース】 三崎口駅⇒　 ⇒引橋
入口～小網代中央の谷コース～
エノキテラス現地解散(昼食や午
後散策できます）
※森内解散のため小網代湾、三
崎港方面、三崎口駅帰路の案内
地図を差し上げます。

【コース】 三崎口駅⇒　 ⇒引橋入口～小網代
中央の谷コース～エノキテラス自由解散（昼食
や散策できます。）
※森内解散のため小網代湾、三崎港方面、三崎
口駅帰路の案内地図を差し上げます。
こども自由研究ノートプレゼント！

ほ う  し  か ん さ つ か い

※申込多数の場合は抽選となります。

※雨天中止。 雷注意報発令でも中止となります。

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

※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。 

持ち物など申込方法

8/11金祝

日没
25分後
観察開始！

アカテガニの放仔

小網代の森
第2土曜日

※両日申込不可

写真提供：柳瀬博一写真提供：柳瀬博一

30人(先着順)
受付:12/1～
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会員優待施設の紹介

横
須
賀
市

鎌
倉
市
相
模
原
市
南
足
柄
市

真
鶴
町

清
川
村

湯
河
原
町

三
浦
市

横
浜
市

❶神奈川近代文学館
横浜市中区山手110 ☎045-622-6666
【開館時間】9：30～17：00（入場は、16：30まで）
【休館日】原則として月曜日休館、
　　　　年末年始（12/28～1/4）

❷シルク博物館
横浜市中区山下町1番地シルクセンター2階 
☎045-641-0841
【開館時間】9：30～17：00（入場は、16：30まで）
【休館日】月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始

❸（株）ICI石井スポーツ横浜店
横浜市中区日本大通7   ☎045-622-6666
【営業時間】平日/土曜10：30～20：00
　　　　   日曜/祝日10：30～19：00
【休日】不定休

❺

横浜市立よこはま動物園（ズーラシア）
横浜市旭区上白根1175-1 ☎045-959-1000
【開園時間】9：30～16：30（入園は、16：00まで）
【休園日】火曜日(祝日の場合は開園、翌日休園)、
12/29～1/1、５月・10月は無休

❻

横浜市立金沢動物園
横浜市金沢区釜利谷5-15-1 ☎045-783-9100
【開園時間】9：30～16：30（入園は、16：00まで）
【休園日】月曜日(祝日の場合は開園、翌日休園)、
12/29～1/1、５月・10月は無休

❼

❶
❷

❸

❹

❺

❻

観音崎自然博物館
横須賀市鴨居4-1120 ☎046-841-1533
【開館時間】9：00～17：00
【休館日】月曜日(祝日の場合は、翌日)
年始は1/2～開館、7月・8月は無休

❽

小網代の森「ひげ爺の梄」
三浦市三崎町小網代2252-1
☎046-845-6260
【開館時間】10：00～21：00
【休館日】水曜日（祝日の場合は翌日）

❾

リビエラシーボニア
三浦市三崎町小網代1286 ☎046-882-1216
【開館時間】11：30～20：00
              （ラストオーダー19：00）
【休館日】年中無休

10

11

12

13

14

15

16

17

ミサキドーナツ（三崎本店）
三浦市三崎3-3-4 ☎046-895-2410
【開館時間】月・火・木・金曜日(11：00～17：00)
                土・日曜日(10：00～17：00)
【休館日】水曜日

三浦パン屋　充麦
三浦市初声町入江54-2｠ ☎046-854-5532
【開館時間】6：30～17：00 売り切れ次第閉店
【休館日】火曜日・水曜日
畑作業日があるため不定休

葉山しおさい公園
葉山町一色2123-1 ☎046-876-1140
【開館時間】8：30～17：00
              (入園は16：30まで)
【休館日】月曜日・祝日の翌日 12/28～1/3

県立近代美術館 葉山館・鎌倉別館
葉山館 葉山町一色2208-1　鎌倉別館 鎌倉市雪ノ下2-8-1
【開館時間】9：30～17：00（入場は、16：30）
【休館日】月曜日（祝日・振り替え休日の場合は開館）
12/29～1/3 展示替期間

県立フラワーセンター大船植物園
鎌倉市岡本1018 ☎0467-46-2188
【開館時間】4月～9月9：00～17：00 
10月・3月9：00～17：00（入園16：00） 11月・2月9：00～16：00
【休館日】月曜日（祝日の時は、火曜日が休園）12/28～1/4

相模原公園・サカタのタネグリーンハウス
相模原市南区麻溝台1889 ☎042-778-1653
【開館時間】9：30～16：30(入館は、16：00まで)
【休館日】月曜日(祝日の場合は開館)
            祝日の翌日 12/28～1/3

美肌の湯 あしがらの温泉「おんりーゆー」
南足柄市広町1520-1 ☎0465-72-1126
【開館時間】10：00～21：30（最終入館は20：00）
【休館日】不定休

丹沢ホーム
清川村煤ヶ谷5172 ☎0463-75-3272
【開館時間】チェックイン15：00
               チェックアウト10：00
【休館日】年中無休

小
田
原
市 18

小田原城天守閣・常磐木門、歴史見聞館
小田原市城内地内 ☎0465-22-3818
【開館時間】9：00～17：00（最終入場16：30）
【休館日】12/31～1/1 12月第2水曜日（天守閣のみ）

（通常展）大人250円→150円
小人150円→100円

 （特別展）大人500円→350円
小人300円→200円

会員証の提示で

19

県立生命の星・地球博物館
小田原市入生田499 ☎0465-21-1515
【開館時間】9：00～16：30(最終入場16：00)
【休館日】月曜日（祝日・振替休日の場合は、
翌平日）　※臨時休館日あり。

会員証の提示で

20

箱根ガラスの森美術館
箱根町仙石原940-48 ☎0460-86-3111
【開館時間】9：00～17：30
　　　　　(最終入場17：00)
【休館日】年中無休

会員証の提示で

21

箱根湿生花園
箱根町仙石原817 ☎0460-84-7293
【開館時間】9：00～17：00(最終入場16：30)
【休館日】3/20～11/30(開園期間中無休)
　　　   12/1～3/19(休園)

会員証の提示で

22

ポーラ美術館
箱根町仙石原小塚山1285 
☎0460-84-2111
【開館時間】9：00～17：00(入館は、16：30まで)
【休館日】年中無休（展示替のため臨時休館あり）

会員証の提示で

23

星の王子さまミュージアム箱根
サン=テグジュペリ

箱根町仙石原909 ☎0460-86-3700
【開館時間】9：00～18：00
（入館は17:00まで）【休館日】年中無休

会員証の提示で

24

箱根ラリック美術館
箱根町仙石原186-1 ☎0460-84-2255
【開館時間】9：00～17：00
（美術館入館は16時30分まで）
【休館日】年中無休（展示替のため臨時休館あり）

会員証の提示で

25

箱根関所資料館
箱根町箱根１☎0460-83-6635
【開館時間】3/1～11/30(9：00～17：00)
12/1～２月末日(9：00～16：30)
(入場は閉館の30分前まで) 【休館日】年中無休

会員証の提示で

26

森のふれあい館
箱根町箱根381-4 ☎0460-83-6006
【開館時間】3/1～11/30(9：00～17：00)
12/1～２月末日(9：00～16：30)(入館は閉館の30分前まで)
【休館日】年中無休 ※冬の期間については、臨時休館日を設けます

会員証の提示で

27

箱根園水族館
箱根町元箱根139 ☎0460-83-1151
【開館時間】9：00～17：00(入館は閉館40分前まで)
季節により営業時間が変更になる場合があります。
【休館日】年中無休

会員証の提示で

28

彫刻の森美術館
箱根町ニノ平1121 ☎0460-82-1161
【開館時間】9：00～17：00
(入館は閉館3０分前まで)
【休館日】年中無休

会員証の提示で

30

箱根高原ホテル
箱根町元箱根（湖尻）164 ☎0460-84-8595
【開館時間】チェックイン15：00
               チェックアウト10：00
【休館日】年中無休（ただし、施設管理等の為臨時休館あり）

会員証の提示で

31

ホテル花月園
箱根町仙石原1244-2 ☎0460-84-8621
【開館時間】チェックイン15：00
               チェックアウト11：00
【休館日】年中無休（臨時休館あり）

会員証の提示で

32

ホテル箱根パウエル
箱根町仙石原1244 ☎0460-84-8686
【開館時間】チェックイン14：00
               チェックアウト10：00
【休館日】年中無休（臨時休館あり）

会員証の提示で

中川一政美術館
真鶴町真鶴1178-1 ☎0465-68-1128
【開館時間】9：30～16：30(入館は、16：00まで)
【休館日】水曜日（祝日の場合は開館）
12/28～1/3

優待券の利用で

湯河原美術館
湯河原町宮上623-1 ☎0465-63-7788
【開館時間】9：00～16：30(入館は、16：00まで)
【休館日】水曜日(休日に当たる場合は開館)
8月は無休、12/28～12/31、展示替え期間

会員証の提示で

新たに
優待施設が
加わりました!

新たに
優待施設が
加わりました!

平成29（2017）年3月現在

毎年発行されます会員証もしくは付属の優待券のご利用で、
割引などの優待を受けることができます。

※優待情報は、財団WEBサイトでもご覧いただけます。 
※休日などの詳細は各施設にお問い合わせください。

1組5名様まで
団体割引適用

会員証の提示で

会員証の提示で

販売額から
5～10％を割り引く
（商品により異なる）

大人800円→640円
高校生300円→240円
小中生200円→160円

会員証の提示で

大人500円→400円
高校生300円→240円
小中生200円→160円

会員証の提示で

大人400円→350円
高校生300円→250円
小中生200円→150円

会員証の提示で

会員証の提示で
ランチメニューをご注文で
ブレンドコーヒー
1杯無料

会員証の提示で

飲食代 10％割引 

会員証の提示で

コーヒー 1杯無料

会員証の提示で

クルトンプレゼント

会員証の提示で

大人300円→250円
小人150円→100円

会員証の提示で

一般、20歳未満と
学生は100円引き

※イベント等により料金が異なります。

※平成29年7月3日（月）～平成30年3月31日（土）
改修工事の為、閉館

優待券の利用で
大人360円・学生・20歳未満250円→無料
（65歳以上及び高校生以下は100円、
                                中学生以下無料）

優待券の利用で

大人100円→無料

会員証の提示で

大人・中学生1,800円→1,500円
子供、小学生900円→750円

会員証の提示で

1泊2食付
6,700円→6,200円
※要予約 12月～3月

会員証の提示で

大人520円→410円
15歳～20歳300円→200円

（65歳以上及び高校生以下は、入館無料）

大人1,500円→1,400円
大高生1,100円→1,000円

小中生600円→500円

大人700円→600円
小人400円→300円

大人1,800円→1,600円
大高生1,300円→1,200円

小中生700円→600円
※会員証１枚で５名様まで有効

大人500円→400円
小人250円→150円

大人650円→600円
小人400円→300円

大人1,300円→1,100円
こども650円 →　550円

　（４歳児～小学生）　　　　

大人1,600円→1,500円
大高生1,200円→1,100円

小中生800円→700円

大人1泊2食
9,500円～

大人1泊２食
11,550円～

大人1泊2食
7,800円～

大人600円→400円
高校生以下             

350円→200円

大人600円→500円
小人300円→200円

箱
根
町

❽ ❾

●13

●16

●14

●15

●26●28

●31●32

●27
●17●18

❼

●19～●23

・●25●24

（葉山館）

（鎌倉別館）

❹

29

入館料

円引き200

入館料（大人、小・中学生）

円引き200

●10
●11

●12
●12

●29・●30

入場料 10％割引 



予備日：5/29（月）
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植　栽 受付：4/1～

5月
【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】 箱根水道パートナーズ㈱
◆「かながわの森へ行こう！ の日」   ◆温泉入浴できます。 （先着順）50人

100人

県民参加の森林づくり活動 ※定員になり次第締切温泉入浴あり自家用車での参加可

28日（日）

【共通事項】

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

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
会員優待施設である箱根高原ホテルの協力により、
温泉入浴ができます。

【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

●
●
　
●

箱根町仙石原
イタリ水源林

【活動場所】

予備日：6/11（日）

下　刈 受付：4/1～6月

7月

【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
         ◆緑の募金保全活動

（先着順）
10日（土）

100人
予備日： なし

竹林整備 受付：4/1～【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 （先着順）

17日（土）

100人
予備日： なし

竹林整備 受付：4/1～【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

（先着順）
28日（水）

50人
予備日：7/9（日）

下　刈
受付：5/1～【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
◆昼食後ボランティア発表会

（先着順）
8日（土）

50人
予備日：7/16（日）

下　刈 受付：5/1～【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 （先着順）

15日（土）

南足柄市内山
成長の森

【活動場所】

小田原市小竹
住宅供給公社有林

【活動場所】

中井町比奈窪
中井中央公園

【活動場所】

相模原市鳥屋【活動場所】

小田原市久野（市有林）【活動場所】

100人
予備日：7/27（木）

下　刈 受付：5/1～【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 （先着順）

26日（水）
小田原市荻窪
緑の祭典植栽地

【活動場所】

2017年
開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか



21かながわトラストみどり財団 2017 春 「ミドリ」no.104

イベント

県民参加の森林づくり申込
方法 【申込先】 （公財）かながわトラストみどり財団 みどり森林課

　　　　     045-412-2255     045-412-2300      midori@ktm.or.jp     www.ktm.or.jp
【申込方法】 活動内容をご確認の上、●参加希望日 ●参加希望者の氏名（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、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。

11月

12月

1月
2018年

12日（日）

8月

予備日： なし

50人
予備日：8/12（土）

下　刈 受付：6/1～【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】 箱根水道パートナーズ㈱
◆温泉入浴できます。 （先着順）

11日（金）

100人
予備日： なし

除　伐 受付：6/1～【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
◆温泉入浴できます。

（先着順）
19日（土）

箱根町仙石原
イタリ水源林

【活動場所】

箱根町元箱根（県有林）【活動場所】

9月

100人
予備日： なし

除　伐 受付：6/1～【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

（先着順）
30日（水）

50人
予備日： なし

下　刈 受付：7/1～【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）昼食後木工作（別途参加料がかかります） （先着順）

9日（土）

100人
予備日： なし

ササ刈 受付：7/1～【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）
         ◆緑の募金保全活動
         ◆温泉入浴できます。 （先着順）

13日（水）

相模原市緑区青根
（学校林）

【活動場所】

南足柄市内山
成長の森

【活動場所】

箱根町仙石原
小塚山トラスト緑地

【活動場所】

10月

100人
予備日： なし

竹林整備 受付：7/1～【集合】 ＪＲ東海道線・藤沢駅南口：8時30分（専用バスで移動）
【共催】 鎌倉市 

（先着順）
27日（水）

100人
予備日：10/5（木）

植　栽 受付：8/1～【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
◆温泉入浴できます。

（先着順）
4日（水）

100人
予備日： なし

間　伐 受付：8/1～【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）

（先着順）
21日（土）

鎌倉市梶原（市有林）【活動場所】

箱根町仙石原（町有林）【活動場所】

真鶴町岩
（真鶴町県行造林）

【活動場所】

間　伐 受付：9/1～【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

（先着順）100人

100人

湯河原町鍛冶屋
（町有林）

【活動場所】

予備日： なし

枝　打 受付：9/1～【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
◆昼食後ボランティア発表会 （先着順）

19日（日）

100人
予備日： なし

間　伐 受付：9/1～【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 （先着順）

29日（水）

100人
予備日： なし

除　伐 受付：10/1～【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 （先着順）

16日（土）

100人
予備日： なし

竹林整備 受付：11/1～【集合】 小田急多摩線 栗平駅南口：8時30分（徒歩で移動）

（先着順）20日（土）

南足柄市塚原
塚原水源林

【活動場所】

南足柄市塚原
塚原水源林

【活動場所】

秦野市曽屋
弘法山公園

【活動場所】

川崎市麻生区
栗木山王山特別緑地

【活動場所】

開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか



今号はご応募いただいた方の中から新規優待施設として紹介
した『箱根ラリック美術館』、『星の王子さまミュージアム箱根
サン=テグジュペリ』のペア招待券を各２組４名様にプレゼン
トします。応募は／『104号プレゼント希望』、『施設名』を記入し、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。

締切

（日）
4/30
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事務局だより

お便り紹介 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。

この文化は学ぶことが実に多い。規模とすればまだまだ日本で
は少ないが是非広めていきたい。（佐久間さま）
　日本では地域的な取り組みが多く、これからも情報共有や連携に
よって保全すべき資産を守っていきたいですね。（事務局）

ミドリ103号 「英国ナショナル・トラストのいま」の感想

　（資産が）開発されずにあるがままに残っており、素晴らしいと
思いました。かながわトラストも、英国のナショナル・トラストの
ように、もっと盛んになると良いなあと思います。（松田さま）
　英国の良いところを学び、これまで以上に頑張ります!!（事務局）

ミドリ103号 「英国ナショナル・トラストのいま」の感想

会員数＆寄附募金のお知らせ

「かながわトラストみどり財団」への寄附

浅見 久仁、荒井 八重子、安藤 誠治、飯田 英榮、池谷 善博、石井 宏幸、泉上 和子、井田 侑子、井出 芙美子、
伊藤 繁良、伊藤 順子、岩田 慶二、内田 達夫、梅川 照子、榎本 訓、江良 春子、大塚 英佑、奥村 栄、小野 恵子、
小野 三千子、加藤 安技子、金子 和子、金子 昭子、亀井 勝夫、川満 久恵、菅野 実、工藤 菊夫、久保 幸子、
小池 教與、河野 久仁子、黒瀧 泰男、齊藤 清隆、齊藤 吉之・和子、酒田 浩幸、桜井 美栄子、佐藤 三郎、佐野 
育子、猿渡 信男、澤野 仁志、志々目 一徳、篠原 陽子、下川 りを子、新谷 眞弘、鈴木 勝美、鈴木 和光、須藤 
敬子、関根 秀子、関谷 和子、髙橋 敏雄、髙橋 宏之、高橋 由江、田島 利男、田中 純子、田野井 弥生、近本 明、
堤 孝子、津戸 芳子、富田 正一、内貴 治子、中園 良信、中村 賢、新倉 正義、西ケ谷 茂夫、信原 志津子、
濱尾 光吉、濱中 知子、早川 昌子、樋口 真弘、平尾 隆子、深井 三惠子、藤田 正敬、福原 操、堀井 成子、丸山 
和弘、森井 康夫、森久保 節子、山口 兵二、山田 祝子、山本 勝久、八木 保彦、横山 真由美、横山 美保子、
吉澤 豊、脇田 芳明、渡部 明、相模原市みどりの少年団、三十一会、株式会社ヤマシゲ、匿名５名

寄附者名(2016年10月～12月)（敬称略）

「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。

尾沢、中島伸哉、藤崎英輔、相原造園研究会、（公財）神奈川霊園、
（公社）神奈川県LPガス協会、（株）りそな銀行、

13億7,235万0,835円寄附累計額（2016年12月末現在）
寄附者名（2016年9月～10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

4,116人
7,109人
264人
322人

11,811人

433人
664人
23人

1,120人

（2016年12月末現在）
普通会員 緑地保全

支援会員

大人…1,500円
大学生・高校生・シニア
（65歳以上）…
1,300円
小・中学生…800円 
ほか

大人…
1,600円
小・中学生
…700円
ほか

会員掲示版

優待施設からのお知らせ 新たに優待施設が加わりました

【営業時間】 9：00～17：00※最終入館16：30
【定休日】 年中無休※展示替えの為臨時休館あり
〒250-0631 神奈川県箱根町仙石原186-1
0460-84-2255

　宝飾とガラス工芸
作家、ルネ・ラリックの
生涯を綴った「箱根ラ
リック美術館」は、自然
とアートが響きあう心
豊かになれる場所。
　ラリックがこよなく
愛した草花や、四季
折々に表情を変える
ガーデンで極上の休日
をお楽しみください。

2017年4月から
優待開始！

2017年4月から
優待開始！

箱根ラリック
美術館

　名作『星の王子さま』と
作者サン=テグジュペリ
を紹介する世界で唯一
のミュージアム。 
　作者の波乱に満ちた
生涯と物語を紹介する
展示スペース、四季折々
の花が咲くヨーロピア
ン・ガーデンをお楽しみ
いただけます。

星の王子さま
ミュージアム箱根
サン=テグジュペリ

入館料
円
引き200

【営業時間】 9：00～18：00 
※最終入館17：00

【定休日】 年中無休
※展示替えの為臨時休館あり

〒250-0631 神奈川県箱根町仙石原909
0460-86-3700

入館料
円
引き200

会員証のご提示で会員証のご提示で

我が庭の千両が、今年もきれいに実を付け、多くの友人に分け
て喜んでいただきました。万両、百両、十両(ヤブコウジ)は知って
いましたが、一両があるとは・・・！楽しい記事でした。（関野さま）
　日本では西日本に分布する植物で馴染みはないかもしれません
ね。千両・万両とともに正月飾りになるそうです。（事務局）

ミドリ103号 「赤い実をつける小さな木」の感想

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。
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事務局だより

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）×2％

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）×8％

※住民税の控除額が2017/1/1より変更しました。

　今季号キャンペーン企画として、同封振込用紙の1,000円以上のご寄付で、

オリジナル手ぬぐい「森のかくれんぼ」を１枚プレゼントいたします。デザイン

は機関誌ミドリやアウトドア雑誌で活躍されているイラストレーターの

向田智也さん。神奈川県内に生息する動物や多くの草花などが登場し、全面

の淡い緑が春らしさを感じさせる作品です。

財団事業にご支援をお願いします

No.104春号
かながわのナショナル・トラスト運動

応援

キャンペーン企画

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手ぬぐい不要の方は振込用紙の通信欄に□をお願いします。
④領収書等礼状の不要、ミドリ等の掲載不要(匿名希望)の方は通信欄に□をお願いします。
⑤オリジナル品のため、数に限りがあるためプレゼント企画を2017/5/30で締切させていただきます。
（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

締切

（火）
5/30

財団オリジナル手ぬぐい
「森のかくれんぼ」１枚を進呈！

※

※



公益財団法人

かながわトラストみどり財団

ミドリ（midori） No.104 春号 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

　㈱リビエラリゾートは小網代の森の保全活動に積極的に
参加し、その持続的な支援によって森の自然再生が進んで
います。また、みどりのトラスト会員としてトラスト運動も
応援いただいております。

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

        本誌17ページで紹介した
  財団主催イベント

       『トラスト緑地周遊クルーズ
～三浦半島のトラスト緑地を海から巡る～』は
㈱リビエラリゾートの協賛により実現しました。

緑地内で外来植物除去作業
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