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絵と文 ： 齋藤 優子
植物画家、カルチャーセンター等で講師を務める
「花の棲み家」 http://park3.wakwak.com/~kyou/hananosumika/

ノブドウ
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　ノブドウはブドウ科ノブドウ属に属する、つる性落葉低木です。
　ヤブや野原でよく見られますが、町中のコンクリートの隙間から生
えているのも見かけました。 これは鳥が好むのでタネがあちらこちら
に落ち、条件さえ合えばどんな所からでも芽を出すからなのでしょ
う。 同じブドウ科のヤマブドウは食用になりますが、ノブドウは食べ
られないそうです。
　ノブドウの花はヤブガラシに似ていて小さく目立ちません。 花弁は
5枚で、ヤブガラシは4枚になっています。 葉や花の時期は何となく
パッとしないのですが、秋になり実がなって色づいてくると俄然存在
感が出てきます。 まるでトルコ石のよう
な美しい実は、見つけると得をしたような
気分になります。 実の色はターコイズブ
ルーの他に、青や紫、ピンクがかったもの
などさまざまで、加えて形や大きさも不揃
いで個性的です。
　見慣れている植物でも、あらためてよく
観察し、よく調べてみることの大切さを、
ノブドウは気付かせてくれました。

自然へ一歩
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かながわトラストニュース

アカテガニ観察会［トラスト緑地］ 小網代の森緑地で
主催：小網代野外活動調整会議

　「人は海! カニは陸! 観察は海から」の合言葉は、小網
代の森のアカテガニパトロール（通称：カニパト）でカ
ニを観察するための大切な約束事です。 カニパトは大
潮の晩に陸からやってくる「アカテガニ」がお腹に抱え
た赤ちゃんを海に放す「放仔」の観察会です。
　カニパト活動は毎年、NPO法人小網代野外活動調整
会議が行っており、今年（7月～8月）は合計8回188人
の観察者、198人のボランティアによって実施された
そうです。 当財団では8/21（水）にユーコープとの共
催によりカニパト観察に参加しました。

　アカテガニは、母ガニから海に放たれ、海で1ヶ月程くらし、
川岸、陸と生息場所を変えていきます。 小網代の森は森～川～
海が連なった緑地であり、アカテガニが生息できる環境が
保全されていることを体験できる緑地となっています。

アカテガニをみんなで

待っているんだ。

楽しみでもうワクワク！

▲カニパトに集まった参加者

▶
紙芝居を使った

ユニークな
観察ガイド

◀遠藤 勝大くん

◀今年は23名の参加者によって
　作業しました。

▲500㎡の除去作業を実施し、ヒメシャラ
　などの大木の林床を確保しました。

▲腰をかがめて一本ずつ
　ノコギリで伐ります。

▲榎本 祐樹くん
写真提供：生活協同組合ユーコープ

機関誌M10 11月号より

箱根小塚山の自然再生を［トラスト緑地］ 

小網代の森のアカテガニパトロール

　箱根小塚山緑地で昨年に引き続き自然再生活動を実
施しました。 緑地一面に繁茂しているのがハコネダケ
で、アズマネザサのように辺り一面を覆い尽くしてし
まい、下草も生えず、樹木の種子も育ちにくい環境でし
た。 そこで、ボランティア活動による除去作業をス
タートさせました。

　小塚山山麓は美しい赤褐色の木肌のようにをした、
ヒメシャラを中心とした広葉樹の森で、イヌシデ、ヤ
マボウシ、カジカエデ、ブナも一部見られます。 この
自然環境を保全し、植生を回復する取り組みを今後も
継続して行っていきます。

ほう  し

◀アカテガニの赤ちゃん（ゾエア）

小さくて

きらきらしている！

平成25年 8月21日(水)

平成25年 8月28日(水)
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後援：神奈川県
協力：桜ケ丘・水辺のある森再生プロジェクト/NPO法人アークシップ

横浜市立保土ヶ谷小学校特別音楽クラブ

▲保土ヶ谷小学校特別音楽クラブの児童の皆さんの演奏です。 「あまちゃん」の
　オープニングテーマや「That Old Black Magic」など会場を沸かしました。

▲今回は1.8haの下刈作業を実施しました▲植栽した苗木が大きくなるまで、定期的な下刈作業が必要です

▲緑地に100名以上の参加者が集まりました。 会場では、活動を紹介する
　パネルや明治後期に桜ケ丘緑地を撮影した写真（サッポロビール㈱提供）
　が展示されました。

◀ギターとバンジョー・ギターの
　デュオ「TakatoSatopi」。
　「聖者の行進」などが演奏され、
　バンジョーの軽やかな音色が
　緑地に響きました。

全国植樹祭の植栽地下刈

　平成22年5月23日に天皇、皇后両陛下をお迎えして、
神奈川県では初めてとなる全国植樹祭が南足柄市と秦
野市で開催されましたが、今回、秦野市の記念植栽地の
下刈作業を行いました。
　下刈とは、植樹した苗木が大きく育つまで、周りの雑
草等を刈り取る作業で、今回98名のボランティア参加
者によって進められました。 定期的な下刈により苗木
も順調に育っています。

トラスト緑地の音楽会
（桜ケ丘緑地）平成25年11月3日 

　桜ケ丘緑地はトラスト緑地保全支援事業の対象緑地
で、とても活発なボランティア活動が行われています。
今回、地域に愛される緑地を目指し、ボランティア活動
の促進と寄付の支援者の呼びかけのため音楽イベント
を開催しました。

平成25年 7月27日(土)
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かながわトラストニュース

緑化運動・育樹運動コンクール
平成25年度

※「緑化運動・育樹運動コンクール」は、緑の募金事業によって行われています。

ポスター原画コンクール

ポスター原画コンクール 入賞作品

標語の部 最優秀賞

【高等学校の部】最優秀賞

【小学校の部】最優秀賞

【小学校の部】

【中学校の部】

【一般の部】

【中学校の部】最優秀賞

緑の羽根のチカラ

　今年度も緑の募金による緑化運動・育樹運動コン
クールが開催されました。 子供たちに自然環境の大切
さを知ってもらうために実施し、毎年多くの作品が集
まります。 平成25年度はポスター原画621作品、標語
398作品の応募がありました。
　高等学校の部の最優秀賞となった菊地悠さんのポス
ターは、エアブラシを使い、精密かつ高い表現力で描か
ています。 二つの世界から、この美しい自然や緑を守
るために、私たちは何をすべきなのか考えさせられる
作品です。
　平成25年11月10日に表彰式を行い、受賞された作
品は、国土緑化推進機構主催の中央審査会に応募され
るほか、財団に関連する広報事業に使用されます。

秦野市立堀川小学校 1年
　勝谷 怜太さん

「みんなともだち たのしいもり」

伊勢原市立伊勢原中学校 2年
江本 大成さん

 「緑がいっぱい」

神奈川県立神奈川工業高等学校 3年
菊地 悠さん 「正しい選択」

わたしでも　なれるよ　お花の　お母さん

１本の木からはじまる　命の輪

つなげたい　笑顔が芽吹く　緑の輪

相模原市立淵野辺小学校3年　師玉 真礼音さん

厚木市立依知中学校3年 板垣 和馬さん

横浜市在住　谷元 博樹さん
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丹沢山地のニホンジカの保護管理丹沢山地のニホンジカの保護管理
シカの増加によって、自然環境にどのような影響が出ているのか

ニホンジカ保護管理の経緯
　ニホンジカは、本来平地や山麓に生息する動物です
が、人間活動によって平野部から閉め出され、神奈川県
では、丹沢山地を中心とする山間部に生息しています。
　戦中、終戦直後には、乱獲によって一時絶滅が心配
されるほど、生息数が少なくなり、その後、長期間にわ
たって禁猟となりました。
　高度経済成長期になると植林のための伐採によっ
て、シカの餌となる草や灌木が一時的に増えたことと、
禁猟による保護が重なって、個体数が増え、林業被害が
激化しました。 このため1970年代には、オスジカ猟が
解禁となり、有害獣としての駆除や植林地へ鹿が入り
込まないよう柵を設置するなど対策がとられました。
　1980年代以降は、シカの採食によって自然植生の衰
退が進み、山麓部では農林業被害が恒常化し、シカ自体
も栄養状態の悪化などが懸念されるようになりまし
た。
　こうした状況を受けて、神奈川県は、2003年に「神奈
川県ニホンジカ保護管理計画」を策定し、生物多様性の
保全、シカ地域個体群の安定的存続、農林業被害の軽
減、分布拡大による被害拡大防止の４つを目的として、
個体数調整、生息地管理、被害防除対策、モニタリング
の４本柱で保護管理事業を進めてきました。（図１）

これまでの保護管理計画の成果
　2007年に改定した「第２次神奈川県ニホンジカ保護
管理計画」では、県が行う管理捕獲の実施期間の拡張、
メスジカ中心の捕獲、狩猟規制の緩和などの強化を図
り、2007 ～ 2011年度にかけて実施しました。
　それにより、県及び市町村が行う管理捕獲と狩猟を
合わせて、年間1,500頭程度の捕獲を行い、その中でメ
スジカが占める割合は、第１次計画の３割程度に対し、

約６割となりました。
　2011年度末の丹沢のシ
カの生息数は、概ね3,000
頭～ 5,500頭と推計され、
計画期間中、ほぼ横ばいで
推移したと考えられます。
　生息密度を調査地別に見
ると、2003年度から県が管

理捕獲を継続的に行ってきた地域では、生息密度が低
下した調査地がいくつかあり、捕獲の効果が現れてき
たものと考えられます。（図２）
　また、捕獲個体の分析から、平均体重や妊娠率、栄養
状態、歯の摩滅レベルなど、多くの項目で個体群の質的
な改善傾向が示されました。

取り組みから明らかとなった課題
　一方で、丹沢全体では、依然として植生の衰退が続い
ており、計画開始から、様々な課題が見えてきました。
　管理捕獲で行っている猟犬を使用した組猟は、比較
的広い範囲でシカの生息密度を下げるのに適した手法
ですが、高標高域の急峻地や遠隔地では、ハンターや猟
犬の行動が制限されるため実施が困難です。このよう
な捕獲が困難な場所や相対的に捕獲圧の弱い場所で
は、シカの高密度状態が継続、または、密度が上昇し、植
生劣化や土壌流出が発生しています。
　中標高の人工林・二次林域では、シカの生息密度が高
い場所で間伐等の森林施業が行われた場合、シカの影
響で林床植物の成長が妨げられ、森林施業の効果が十
分に発揮されない状況となっています。
　山麓域では、防護柵の未設置箇所や相対的に捕獲圧
が弱い場所などにシカが定着し、農作物被害が継続し
ています。被害の恒常化は、農家が農業をあきらめてし
まうなど、地域の活力や基盤を根本から損なう危険を
はらみます。
　箱根山地や道志川以北の地域など丹沢山地以外での
シカの目撃や捕獲も増加しており、一部地域では農作
物被害等も発生しています。

羽太 博樹神奈川県自然環境保全センター  野生生物課長

ニホンジカ保護管理の現状と当面の目標図 1

現　状

当面のゴール

シカの採食によって衰退した山頂部の自然植生（塔ノ岳）

 林床植生が消失し土壌流出したブナ林（中川川・東沢）

親子ジカ（大山）

自然植生の
回復

分布拡大による
被害拡大の防止

農林業被害
の軽減

中標高域の
生息地確保
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管理捕獲を行っている場所の生息密度の推移図２

管理捕獲(2003年度から継続)・植生保護柵・土壌流出対策の集中対策地（堂平）

2007年時点　林床植生や落ち葉が消失し、土や木の根がむき出しになっている

2012年時点　集中対策地では、地面に落ち葉が堆積して植生も少しずつ回復
　　　　　　  しつつある
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丹沢山地のニホンジカの保護管理丹沢山地のニホンジカの保護管理

2012年度からの新たな取組
　2012 年4 月にスタートした「第３次神奈川県ニホン
ジカ保護管理計画」は、これらの課題を踏まえて対策を
大幅に強化しています。
　自然環境保全センターに配置されたシカ捕獲に専従
する職員＝ワイルドライフレンジャーが、高標高山稜
部等の従来の組猟では捕獲が困難な場所で、少人数に
よる捕獲やわな捕獲など、現地の条件やシカの生息状況
に適した新たな手法の検討と実行に着手しています。
また、シカの狩猟については、猟区以外の可猟域で一人
一日あたりの捕獲頭数の制限の撤廃など、大幅な規制
緩和を図っています。

　シカの定着によって森林整備効果が十分に発揮され
ない水源地域では、森林施業とシカ捕獲について、場所
や時期を連動させる取り組みを進めています。 得られ
た知見は、他の森林整備箇所でも活用し、森林整備とシ
カの一体的管理を進めることとしています。
　山麓部では、これまでの市町村等による捕獲や防護
柵設置に加え、地域が主体となってシカを含めた鳥獣
被害対策を推進する仕組みづくりを環境行政と農政が
連携して支援することとしています。
　シカの目撃等が増加している丹沢の周辺地域は、分
布拡大防止区域に位置づけ、農林業被害の拡大を予防
する観点から、積極的に被害防除対策や管理捕獲を実
施しています。

おわりに
　シカの保護管理は、広大な山地に生息し、なかなか予
測が難しい野生動物を対象とする、比較的新しい施策
です。 県民の協力や専門家の助言をいただき試行錯誤
を繰り返し、計画と事業を柔軟に見直しを行いながら
徐々に充実してきました。 モニタリングで得たデータ
は、少しずつですが期待される変化の兆しがみられて
います。
　今後、県民の皆さまの御協力のもとで、強化・拡張さ
れた諸事業を進めながら、地道な調査による情報の積
み上げと丁寧な分析を通して、シカの保護管理を進め
ていきます。 ぜひ、多くの方に関心を寄せてもらえれ
ば幸いです。

丹沢の主稜線部でシカ捕獲に従事するワイルドライフレンジャー（丹沢山）

2003年度から管理捕獲を継続した県有林整備地（本谷川）
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台や床板に使われ、主に柱に使われます。

　　 神奈川県産材の特徴はありますか
　やはり、どこの場所でも長く管理が行き届いている
森林かどうかで決まりますね。 しかし、何よりこの丹沢
や箱根地域が首都圏からとても近い生産地であること
は重要かもしれません。 県内だけでも住宅の一大消費
地であるわけです。 全てをまかなうことは、とてもでき
ないですが、まだ県産材について知らない方が多いで
しょうね。
　また一方では、近年登山などで山に訪れる方は多い
と思いますが、都会に住む人が丹沢などに登り、森林浴
はするけど、その森林が建材のためのスギ・ヒノキ林だ
という認識はあまりないでしょうね。

　　この「フォレスト津久井」は、原木を住宅建築用材
に加工する製材工場です。 市川屋で製材する丸太は
ほぼ100％神奈川県産のものです。 主に秦野市菖蒲に
ある神奈川県森林組合連合会林業センターから原木を
仕入れ、製材、乾燥などを行います。 そして、強度や含水
率など品質検査を行い、一定の基準を満たした木材が
「かながわブランド県産木材」として認証され、地元の
工務店に運ばれていきます。
　一日に丸太150本ほどが製材されます。 それらの大
部分は住宅向けの柱や梁などの部材になります。 製材
の過程で出た切れ端なども余すことなくラミナ（集成
材）として加工されます。 運ばれてくる丸太は主にスギ
とヒノキで、スギは赤みがあり、材質は柔らかく、柱や
天井板などに使われます。 ヒノキはスギに比べて白く、
光沢があって良い香りがします。 耐久性があるため土

製材工場について

左に原木、右に製材されたものが並ぶ

大型機械で次々に丸太から角材に挽かれていく

神奈川の木を使うこと
首都圏の裏山として

　神奈川県の森林面積は9.4万ｈａ。県土面積のおよそ40％が森林に覆われている。
　そのうち民有の人工林はおよそ3.1万haあり、スギやヒノキなどの木材生産が行わ
れている。 前号は「神奈川県産の木材利用」について水源地保全と県産木材の普及・PR
活動等について掲載した（2013秋「ミドリ」no.90）。
今号では、木材が実際にどのように製材され、利用されていくのかを取り上げるため、
そこで活躍されている㈱市川屋、堀内ウッドクラフトに話を伺った。
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　相模原市緑区長竹にある津久井製材工場「フォレ
スト津久井」を運営する（株）市川屋の市川常務に話
を伺おうと、工場へ向かった。 最寄りのバス停から
工場へ歩く途中、風に乗ってヒノキのよい香りが
漂ってきて驚いた。 工場内では、次から次へと原木
が大きな機械にかけられ製材されていた。
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　本来、木工製品の大半はタモやウォールナット（クル
ミ）など堅い材質を好んで使いますが、私のところでは、
「ぷれぱらウッド」という子供向けの玩具を作るため、
肌触りと柔らかい材質を求め、スギやヒノキを使って
います。
　この玩具は、主に病院で医療の説明に使われます。 
病院では大型の機器（ＣＴやＭＲＩ等）を治療に用いる
ので、ただでさえ不安な気持ちでいっぱいの子供たち
は圧倒されてしまいます。 そのため、事前に子供たちへ
医療内容を説明し、不安を取り除いてもらうことを目
的に、温かみのある木工玩具が使用されます。 この取り
組みは神奈川県職員の方の着想でスタートし、今では
香港やアメリカなどから問い合わせがきます。
　スギやヒノキは柔らかい材質で加工しにくく、また、
ほぼ１人で作業するので大量生産できませんが、企画
から販売まで一貫して対応できる強みがあります。

　2013年4月、東京銀座の劇場の歌舞伎座が建て変え
られましたが、新たな舞台に樹齢100年を越えた丹沢産
のヒノキが使用されました。 今の歌舞伎座は1889年
（明治22年）の初代から5代目の歌舞伎座となるそうで
す。
　この歴史ある芸能を継承し、これからの日本文化を
支えていくため、県内の森林づくり活動や木材生産が
ますます重要になってくるでしょう。
　また、県産材を取り入れた住宅も少しずつ増えてい
ます。 工務店を通して、木材について山から伐り出し、
製材、加工されていく工程を見学するツアーも行われ
ています。 自然素材ならではの温かみのある木造住宅
は、新たなデザインや技術によって県内各地で建てら
れています。
　今後、県産の木材を使うことで、県内の林業が活性化
され、伐採から植樹まで効率よいサイクルが生まれ、森
林の環境保全に貢献していくでしょう。

　やはり神奈川県内で県産材をもっと使いたいと思っ
てくれる人々が増えるといいですね。 自宅から見える
山から伐り出した木材が家に使われると、地域への親
しみが強くなると思います。
　また、費用を心配される方も多いと思いますが、住宅
購入の全体額からすると、木材が占めるのは２割程度
で、そのうち県産材を使用すると平均の1.3倍くらい高
くなるといった具合でしょうか。

　地元の木を使うことによって、森林を管理し、生産す
る人がいて、製材する人、家を造る人、そこに住む人へ
と繋がるサイクルが生まれます。 また、地域の森林の
保全・回復にも繋がります。
　外国材が大量に輸入される以前は、住居地には裏山
があって建材を取るために大事に守られていました。
この丹沢、箱根でも都市の身近にある“首都圏の裏山”
として、安定的で品費の高い県産材の生産を進めてい
きたいですね。

首都圏の裏山として

スギ・ヒノキの木工製品

製材された直後の木材。 このあと乾燥の工程の後、柱などに製品化される

「ぷれぱらウッド 検査セット
（CT・MRIセット）」

　足柄上郡大井町の酒匂川沿いに木工所を構え、県
産材を使用した木工製品を作る堀内ウッドクラフト
の堀内良一代表にお話を伺った。
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　本来、木工製品の大半はタモやウォールナット（クル
ミ）など堅い材質を好んで使いますが、私のところでは、
「ぷれぱらウッド」という子供向けの玩具を作るため、
肌触りと柔らかい材質を求め、スギやヒノキを使って
います。
　この玩具は、主に病院で医療の説明に使われます。 
病院では大型の機器（ＣＴやＭＲＩ等）を治療に用いる
ので、ただでさえ不安な気持ちでいっぱいの子供たち
は圧倒されてしまいます。 そのため、事前に子供たちへ
医療内容を説明し、不安を取り除いてもらうことを目
的に、温かみのある木工玩具が使用されます。 この取り
組みは神奈川県職員の方の着想でスタートし、今では
香港やアメリカなどから問い合わせがきます。
　スギやヒノキは柔らかい材質で加工しにくく、また、
ほぼ１人で作業するので大量生産できませんが、企画
から販売まで一貫して対応できる強みがあります。

　木工製品には県産材を主に使っていますが、「ぷれぱ
らウッド」以外の製品の主な取引先は行政機関で、依頼
を受けてバッジやコースターなどを作っています。 民
間の依頼はこれからでしょうか。
　現在利用しているのは主に間伐材で、森を良く管理
するために、“買って貢献しよう”というのが現状です。
これからは、神奈川県産材だから“欲しい”と思える製品
づくりを行なう必要があるでしょう。
　最近では、国内産の木材を使った様々な企画が生ま
れています。 私も県産材らしいデザインを伴った製品
を考えていきたいです。

　2013年4月、東京銀座の劇場の歌舞伎座が建て変え
られましたが、新たな舞台に樹齢100年を越えた丹沢産
のヒノキが使用されました。 今の歌舞伎座は1889年
（明治22年）の初代から5代目の歌舞伎座となるそうで
す。
　この歴史ある芸能を継承し、これからの日本文化を
支えていくため、県内の森林づくり活動や木材生産が
ますます重要になってくるでしょう。
　また、県産材を取り入れた住宅も少しずつ増えてい
ます。 工務店を通して、木材について山から伐り出し、
製材、加工されていく工程を見学するツアーも行われ
ています。 自然素材ならではの温かみのある木造住宅
は、新たなデザインや技術によって県内各地で建てら
れています。
　今後、県産の木材を使うことで、県内の林業が活性化
され、伐採から植樹まで効率よいサイクルが生まれ、森
林の環境保全に貢献していくでしょう。

　やはり神奈川県内で県産材をもっと使いたいと思っ
てくれる人々が増えるといいですね。 自宅から見える
山から伐り出した木材が家に使われると、地域への親
しみが強くなると思います。
　また、費用を心配される方も多いと思いますが、住宅
購入の全体額からすると、木材が占めるのは２割程度
で、そのうち県産材を使用すると平均の1.3倍くらい高
くなるといった具合でしょうか。

　地元の木を使うことによって、森林を管理し、生産す
る人がいて、製材する人、家を造る人、そこに住む人へ
と繋がるサイクルが生まれます。 また、地域の森林の
保全・回復にも繋がります。
　外国材が大量に輸入される以前は、住居地には裏山
があって建材を取るために大事に守られていました。
この丹沢、箱根でも都市の身近にある“首都圏の裏山”
として、安定的で品費の高い県産材の生産を進めてい
きたいですね。

“欲しい”と思える製品づくり 県産木材のこれから

堀内さんの無垢の寄木細工を使用したイス
伝統工芸を取り入れたデザイン性の高い木工製品

丹沢の森林

県産木材を使用した住宅。柱や床などヒノキを使った明るい室内。(写真提供㈱青木工務店）
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県民参加の森林づくり
2014年 1月

【持ち物】 弁当・水筒、皮手袋または滑り止め付き軍手、手ぬぐいやタオル、雨合羽、
敷物、常備薬　※ヘルメット・作業用具は事務局で準備します。 
【服装】長袖・長ズボン、トレッキングシューズや安全靴が最適。履き慣れた運動靴でも可。
【参加費】記載のないものは無料　
【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。 現地まで
は借上げバスで移動します。 健康で軽い山歩きのできる方を対象としています。 当日、
体調不良の場合は、無理せずに休みましょう。

森林づくりボランティア実践活動
森林インストラクターの指導のもと、グループごとに分かれて作業します。 
作業は午前中（昼食後解散）。

県民参加の森林づくり

2014年

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・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・財団WEBサイトにてお申し込みください。
【荒天の場合】 予備日に延期します。 
【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。 録音テープが応答します。

1月
18日（土） 100人（先着順）

受付中

【集合】小田急線 開成駅
西口：8時30分除伐・枝打

予備日：1/19（日）【活動場所】 南足柄市 塚原

開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

南足柄市で植樹作業▶

かながわトラストみどり財団 主催イベント 2014年 1月ー3月

開催日 イベント名・内容 定員・締切ほか
【参加費】 記載のないものは、無料。 コース途上でのバス賃・電車賃等は各自でご負担願います。 

15日（水）

100人（先着順）

9時30分～14時  【集合】 湘南モノレール江ノ島線 西鎌倉駅：9時30分
【コース】 西鎌倉駅（集合）～広町緑地～常盤山～台峯緑地～北鎌倉駅（解散）※昼食休憩があります。
◆約１０kmの標高差のある起伏に富んだ健脚向けコースです。 ウォーキングシューズなど履きなれた
靴でご参加ください。 団体歩行となります。

2014年 鎌倉３大緑地を巡る新春ウォーク 受付中

※集合時間を変更しました

トラスト緑地とことんウォーキング

8日（土）
3月

みどりのがっこう
10時～15時  【集合】 小田急線 秦野駅：10時00分
【講師】 秦野市くずはの家所長 高橋孝洋氏、えのきの会　【共催】 生活協同組合ユーコープ

30人
9時20分～16時  【集合】 小田急線 新松田駅：9時20分、自家用車の場合は丹沢湖ビジター
センター（山北町玄倉515）：10時25分
【講師】 神奈川県野生鳥獣保護観察指導員 神保賢一路氏、NPOグリーンプログラム
◆自然いっぱい、山北町玄倉にある丹沢湖には冬の野鳥のほか、ヤマセミなども見る事ができます。 
動物博士と一緒に冬の終わりに野鳥を観察してみませんか？ 運が良ければタカの仲間も見られる
かもしれません。　【持ち物】 双眼鏡

自然観察会

申込
方法

動物博士と一緒に丹沢湖で野鳥観察

8日（土）
2月 20人（先着順）

◆冬の葛葉緑地には隠れた見どころがいっぱいです。 冬ならではの野鳥＆地層を観察しましょう！ 
施設「くずはの家」があるので休憩は室内です。

冬の葛葉緑地で野鳥や地層を観察しよう

【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。

受付中

（先着順） 受付：1/1から

2014年

1月

※写真はすべてイメージです
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かながわのナショナル・トラスト運動にご賛同いただき、リーフレットの
配布など、トラスト会員募集への協力をいただいています。

3月16日（日）

■ 各活動内容等は、事情により変更する場合があります。 必ず主催者にご確認のうえ、お出かけください。　
■ 無料企画は原則として申込み不要。 資料・保険代は有料。 一律保険はかけませんので、自己責任を了承の上でご参加ください。
■ 野外での活動は、いずれも雨天中止です。 また、落雷や河川の増水の危険が予想される場合は、現場の判断で直前に中止の判断を行うこともございます。 あらかじめご了承ください。
■企画はすべて、（公財）かながわトラストみどり財団との共催企画です。

行事 日程 集合時間・場所など 連絡先 ほか 主催団体

いるか丘陵 イベント
2014年 1月ー3月かながわトラストみどり財団と市民団体の共催行事 多摩三浦丘陵（いるか丘陵）で

公開型のイベントを開催しています。

たま-ゆめ
崖線たんけん
（自然観察会） たま-ゆめ崖線

ネットワーク

1月 5日（日） 090-7247-2706（白井さん）

090-7247-2706（白井さん）

【集合】 京王線高幡不動駅：10時
　　　（解散：聖蹟桜ヶ丘駅15時30分）

2月 2日（日）【集合】 京王線聖蹟桜ヶ丘駅：10時　　　（解散：南多摩駅15時30分）
3月 2日（日）【集合】 小田急線向ヶ丘遊園駅：10時　　　（解散：向ヶ丘遊園駅15時30分）

源流丸池
水辺のお世話 鶴見川

源流自然の会

毎月第2・4日曜 090-1650-2515（岸さん）【集合】 町田市みつやせせらぎ公園丸池：10時
　　　（終了：12時30分）

小山田緑地・みはらし
広場野外談話室 毎月第2日曜 【集合】 都立小山田緑地みはらし広場：13時30分

　　　（終了：15時30分）

梅木窪野外談話室 梅木窪の会・
NPO法人鶴見川
源流ネットワーク

毎月第4日曜 042-726-7139（西池さん）【集合】 都立小山田緑地梅木窪分園アサザ池：
　　　13時 （終了：15時30分）

関山橋わんどの
お世話 わんどの会毎月第2土曜 【集合】 鶴見川関山橋わんど：9時（終了：10時30分）

岡上・小川と
雑木林のお世話

和光大学・
かわ道楽

毎月第2土曜・
第4日曜

044-989-7777［内線4311］
（和光大学/堂前研究室）　◆雑木林の下草刈りと小川の清掃
をします。 【服装・持ち物】 動きやすく汚れてもよい服装。軍手 。

【集合】 和光大学G棟３１１堂前研究室13時
　　　（終了：15時終了）

バリケン島
クリーンアップと
自然観察

カワウネットワーク
(綱島バリケン島
プロジェクト）

毎月第4土曜 090-3907-2299（亀田さん）【集合】 鶴見川大綱橋上流側 綱島バリケン島：14時
          （終了：16時）

恩田川水辺談話室 恩田川の会

矢上川で遊ぶ会

毎月第3日曜

毎月第3日曜

【集合】 恩田川高瀬橋：14時 （終了：16時）

早渕川親水広場の
お世話 npoTRネット毎月第2土曜 【集合】 センター南 早渕川親水広場：13時30分

          （終了：15時）

矢上川源流宮前
美しの森公園のお世話

ミクリわんどのクリーン
アップと生きもの観察

矢上川流域ネットワー
ク/npoTRネット

毎月第3土曜 【集合】 宮前美しの森公園ビオトープ入口：10時
          （終了：15時）

【集合】 鷹野大橋下左岸：10時（終了：11時30分）

【集合】 京浜急行 三崎口駅改札：9時30分（終了：現地12時）

【集合】 京浜急行 三崎口駅改札： 
          9時または白髭神社9時45
          分（終了：現地12時30分）

【主催】 NPO法人小網代野外活動調整会議

【服装・持ち物】 汚れてもいい服装。 長靴必携。

【申込】 電話で 17時30分～19時30分

小網代の森 学習・
ボランティアウォーク

第８回こども小網代
ボランティア・クリーンアップ

NPO法人小網代
野外活動調整会議

045-540-8320（浪本さん）
【服装・持ち物】 汚れてもいい服装。 長靴必携。

045-540-8320（浪本さん）

※雨天中止 

※雨天中止 

※雨天中止 
小網代の森と
干潟を守る会自然観察＆クリーン

2月22日（土）
3月 8日（土）

2月15日（土）

1月11日（土） フユシャクの観察会

9時30分～11時30分
▲こども小網代
　ボランティア・クリーンアップの様子 1月25日（土） 月例観察会 「地層と岩石の観察」

9時30分～11時30分2月22日（土） 月例観察会 「冬の昆虫観察」

9時30分～11時30分3月24日（土） 月例観察会 「春の野鳥観察」

090-8053-4848（矢部さん）【集合】 京浜急行 三崎口駅改札：10時（終了：15時）
【持ち物】 長靴必携。

日吉の森 散歩会／
雑木林と水辺のお世話

慶應義塾大学・
日吉丸の会

毎月第1土曜 080-5021-0499（伊藤さん）
散歩会【集合】 東急東横線 日吉駅改札（銀球前）：10時
（終了:12時30分） 雑木林と水辺のお世話【集合】 慶應
日吉キャンパス・一の谷：14時（終了:16時30分） 

いずれも【要事前申込】 

いずれも【要事前申込】 

いずれも【要事前申込】 

【要事前申込】 

三浦半島川紀行／
湧き水調べ 横須賀

「水と環境」研究会

原則：
毎月第１・３・（４）
火曜

定例会の他「横須賀の湧き水めぐり」を実施。詳細は要・問合せ
【1/25】 第１回逸見・池上・平作コース  【2/22】 第２回馬堀・走水・
観音崎コース  【3/22】 第３回久里浜・久村・岩戸コース

【要事前申込】

【服装・持ち物】 汚れてもいい服装で。 長靴・タオルを持参。
着替えがあるとgood

【要事前申込】

【要事前申込】

【要事前申込】

【持ち物】 軍手、長靴（あると便利）

◆生田緑地、東生田緑地周辺を歩きます。【費用】資料代100円

◆多摩川南岸崖線に沿って緑地や水辺を歩きながらの生き
もの観察会　【費用】資料代100円

◆町田市みつやせせらぎ公園丸池を中心とした流れのお世話。

042-745-6449（松本さん） 【要事前申込】
【1月は中止】

【1月は中止】

【1月は中止】

【1月は中止】

【1月は中止】

【1月は中止】

◆湿地植物の保全と回復のための管理作業等を行います。

045-546-4337（npoTRネット）
◆生きもの調べや観察、クリーンアップ、水辺体験活動、自然植生
回復作業などを行います。【服装・持ち物】 ぬれてもよい服装で。

市が尾
水辺の広場のお世話 npoTRネット毎月第2土曜 【集合】 青葉区市が尾高校前市が尾水辺の広場：

          10時30分 （終了：12時）

鴨居・流域水辺
談話室

npoTRネット・
連携TRネット

毎月第1土曜

045-546-4337（npoTRネット）

【集合】 鴨居高水敷左岸（JR鴨居駅から鴨池人道橋を
           渡った下流側）：10時 （終了：12時）

◆鶴見川上流（別名：谷本川）で生きもの調査と観察、クリー
ンアップなどを行います。

045-546-4337（npoTRネット）
◆鶴見川の中流で生きもの調査と観察を行います。 また高
水敷の自然植生の回復作業も実施します。

045-594-3041（保川さん）

【服装・持ち物】 長袖・長ズボンを着用。軍手持参。 
◆公園の森の保全活動を行います。

044-588-79291（庄司さん）

【服装】 汚れてもいい服装・運動靴で。
◆公クリーンアップと魚とりをして生物調査をします。

042-723-1202（深見さん）
◆生きもの調査と観察・川辺の中の川づくりと親水広場の
池の管理作業・高水敷の草刈・ごみ拾い等を行います。

090-5499-0831（高橋さん）
◆【定例会】 三浦半島川の水質・水生生物・湧き水調査、自
然観察。　【参加費】300円

水質調べ・
生きもの調べ

あおばく・
川を楽しむ会

毎月第4土曜 【集合】 市ヶ尾 谷本川(鶴見川)田園都市線陸橋下：10時
　　　（終了：12時）

◆谷本川の水と湧き水の水質調べ・川に入って生きもの調べ　
生きもの調べは黒須田川までの野鳥観察。 
【持ち物】 双眼鏡のある方は持参してください。

◆都立小山田緑地梅木窪分園の自然観察会＆管理作業。

090-1650-2515（岸さん）
◆源流コーヒーを飲みながらの交流と自然観察会＆管理作
業。ナチュラリストメニューあり(14時から）

葛葉緑地 イベント
くず　は

トラスト緑地

秦野市「くずはの家」
【問合せ】 
〒257-0031 秦野市曽屋1137 くずはの家
・    0463-84-7874
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イベントや機関誌ミドリの感想文の一部を紹介します

みどりのトラスト会員の加入及び財団への寄付の協力をお願いしております。

お便り紹介

　
11/2(土)  古都鎌倉緑と歴史の自然探訪
　　　　 ～極楽寺切通し
　子供に沢山歴史について触れてもらいたいと思い参
加しました。ずい分と大人向けの内容でしたが、子供た
ちなりに楽しんでくれたようです。（森田さま）／探訪
会はちょっと難しい解説もあり、大人向けかもしれません
ね。ただ切通しなど歴史的景観を直接見ることができる機
会としてはお子様でも楽しめたでしょうか。（事務局）

　
9/28(日)  七沢森林公園できのこ観察をしよう
　きのこといえば、スーパーで
売られているものしか目にした
ことがなく、森で観察できたこと
に感動しました。 卵型のきのこ
があり、本当にゆで卵のような
かたちをしたものがひょこっと
顔を出している姿がかわいかっ
たです。（髙田さま）／うす暗い森
の中にタマゴダケなど、色や形が奇抜なきのこを見つける
とワクワクしてしまいますよね。（事務局）

イベントに参加して

　皆さまからの機関誌「ミドリ」への感想や質問、自然観察会などの
イベントへの感想などをお待ちしています。 
　掲載された方には財団オリジナルグッズをプレゼントします。

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を支援
していただく会員です。 ご支援の緑地の自然再生
や管理作業費用に会費の全額が充てられます。 小
網代の森緑地、久田緑地、桜ケ丘緑地から指定でき
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

募集中!!

普通会員 現在の会員数 （平成25年 9月30日現在）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。

普通会員
　個人会員
　家族会員
　法人・団体会員
特別会員
名誉会員
計

9,712人
3,266人
6,235人
221人
326人
6人

10,044人

（766人）
（356人）
（397人）
（13人）

（766人）
※（　）内は、トラスト緑地保全支援会員数
※会員数は会費の納入があった人数です

＊入会のお問合せは財団事務局まで

　かながわのみどりを守り育てる運動を支えていただく会員を募集しています。 
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。

かながわトラストみどり財団では、
みどりのトラスト会員の加入及び財団への寄付の

協力をお願いしております。
付属の振込用紙で、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で

手続きできます。

財団オリジナル
「クリアファイル」
プレゼント!!

財団オリジナル
「クリアファイル」
プレゼント!!

▲タマゴダケ
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会員掲示版

「ルノワール礼賛」
ルノワールと
 　20世紀の画家たち

優待施設からのお知らせ

特別展

ポーラ美術館

　「美しく描かなければならない」―ピエール・オーギュ
スト・ルノワールはこのように語ったといわれています。
ルノワール作品14点と同時代の西洋および日本の作家
の作品を展示します。

5組10名様にプレゼントします。 応募は施設名/
「ミドリ」の感想/郵便番号/住所/氏名を明記し、
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。 

【期間】 2013年12月1日（日）～2014年4月6日（日）

Present

特別展招待券プレゼント!

【締切 1/31】

　 0460-84-2111

2013年12月1日より
優待施設となりました！

おんりーゆー美肌の湯・あしがらの温泉
　周囲を広葉樹林に囲まれた露天風呂は、四季折々、そのたたずまいを美
しく変えていきます。 野鳥のさえずりや、そばを流れる上總川のせせらぎ
を聞きながら、のんびりと大人の贅沢な時間を楽しむことができます。

【営業時間】
10：00～21：30
（入館は20:00まで）
※館内設備メンテナンス等による
　臨時休業日があります。

〒250-0106 
南足柄市広町1520-1

ピエール・オーギュスト・ルノワール
《髪かざり》

1888年

〒250-0631箱根町仙石原小塚山1285

0465-72-1126
www.ashigara-only-you.com

かながわトラストみどり財団へ寄付
2013年 9月～10月　（敬称略）
小網代の森と干潟を守る会、横浜南ライオンズクラブ、田中純子

「かながわトラストみどり基金」への寄付
2013年 8月追加分及び9月～10月　（敬称略）
箱根ロープウェイ㈱、㈱CFSコーポレーション、東京ガス
㈱神奈川支社、国際ロータリー第2780地区、関東防水管理
事業協同組合

　神奈川県内のさまざまな施設にかながわトラストみどり基金の募金箱を設置いただき、多くの募金活動
が行われました。 当基金は、神奈川県に設置され、緑地の買入や財団の行う事業への助成など、かながわの
ナショナル・トラスト運動を推進する原動力となっています。

[かながわトラストみどり基金への募金・寄付累計額] 12億6,157万9,496円 （2013年10月31日現在）

「かながわトラスト
みどり基金」実績

会員の皆さま!  財団の活動をサポートしてください。
～一緒にかながわのナショナル・トラスト運動を盛り上げませんか？～

　みどりのトラスト会員にご登録いただいている方で、
財団主催のイベント、街頭募金、事務局の発送作業等を
お手伝いしてくださる方を募集しています。 ご協力い
ただける方は、「かながわトラストみどり財団サポー
ター制度」に申込み下さい。 登録後に登録者の希望内容
や地域等を考慮し、財団からサポート依頼の連絡が入る
仕組みです。 サポーターは、20歳以上で登録でき、財団
が傷害保険や交通費相当なども負担します。 
　皆さまと一緒にかながわのナショナル・トラスト運動
を盛り上げていきましょう。

モダン湯治スタイルの魅力
療養泉＋アルカリ泉の美肌の湯
38℃の「ぬるゆ」でゆったりと

入館料（入浴券）

一般料金 会員証提示（同伴者含め5名まで）
大人・中学生
子供・小学生
17時～ 大人
17時～ 子供

1,800円
900円

1,500円
750円

⇒  大人・中学生
⇒  子供・小学生
⇒  17時～ 大人
⇒  17時～ 子供

1,500円
750円

1,200円
600円

※下記料金には別途消費税がかかります。

＊詳しい内容については、施設にお問い合わせください。

【サポートの種類】
●トラスト会員募集活動　　　●街頭募金活動　　●財団主催の自然観察会や森林ボランティア活動
●機関誌ミドリの発送作業　　●トラスト会員通知の発送作業

【 詳しくは、財団事務局まで 】



公益財団法人

かながわトラストみどり財団

財団ホームページ：トップ画面財団公式SNSにて、最新のイベントや
活動について情報を発信しています。

　財団公式WEBサイトでは、自然観察会や森林づくり
ボランティア活動の告知や報告を随時掲載しています。
また、財団活動の最新情報も閲覧できます。 活動での写
真や動画コンテンツも豊富に用意していますので、ぜひ
ご覧ください。

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

ミドリ（midori） No.91  冬号 2013

〒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

フェイスブックやツイッターで情報発信中です

公式WEBサイト随時更新中!

ツイート

あなたも写真を掲載してみませんか？

かながわトラスト でクリック!

　皆さまが感じる神奈川の自然について、写真と
エッセイをお寄せください。 動植物や風景写真
など、皆さまの作品をお待ちしております。

応募方法：作品は用紙かデータ（JPEG等）、撮影
場所、題目、エッセイ（100字程度）、名前、連絡先、
電話番号を郵便かEメールにてお送りください。
注意事項：作品は応募者本人が撮影したものに
限ります。 被写体の肖像権には十分に配慮して
ください。

11月の仙石原ススキ草原
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