か な が わ の 未 来 に、今 で き る こ と
公益財団法人

かながわトラストみどり財団
1 9 8 5 年に発 足 以 来 、神 奈川のみどりの保 全と
創 造に関する様々な活 動を展 開しています。 1 万
人を超える会員の支 援や募 金 寄 附 、ボランティア
の皆様の協力を受け、今ある自然環境を次の世代
に引き継いでいけるよう取り組んでいます。

045-412-2525

ボ タ ニ カ ル ア ー トで 描 か

midori@ktm.or.jp

表 紙 の 写 真

小網代の森に咲くハマカンゾウ

記事▶P2へ

CONTENTS
も く じ

自然へ一歩

ボタニカルアートで描かれた
「サルスベリ」
勝治 誠 P. 1

トラスト緑地だより

ボランティアウオークで小網代の森入門
NPO法人小網代野外活動調整会議代表理事

岸 由二 P. 2

マンガで巡る小網代ボランティアウォーク
NPO法人小網代野外活動調整会議

江良 弘光 P. 4

スズメバチの暮らしと生態系
東京家政大学 講師

片田 真一 P. 8

小網代の森アクセスマップ

P. 12

財団主催イベント・森林ボランティア

P. 13

県民参加の森林づくり活動
一里塚・四方山話

宇宙から森の空気を見てみよう
神奈川県森林インストラクター

飛田 尚弥

新たな優待施設紹介

「万葉うどん」
「足柄森林公園丸太の森」など

P. 16

会員の皆さまへ

※転居先不明で返送されるケースが増えています。
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かながわトラストみどり基金への
寄附状況
寄附累計額

14 億 2,249 万2,268 円

（2019年3月末現在）

寄附者名（2019年1月〜3月）（敬称略）
相原造園研究会、
ウエインズグループ、
神奈川えびね会、
株式会社神
奈川保健事業社、
株式会社環境管理センター、
藤崎英輔、
山本勝久

トラスト募金への寄附
寄附者名（2019年1月〜3月）（敬称略）
神奈川県小田原県税事務所、神奈川県環
境農政局緑政部自然環境保全課、神奈川
県企業庁相模川発電管理事務所、公益財
団法人 神奈川県公園協会 秦野ビジター
センター、野天風呂かっぱ天国、秦野市役
所環境産業部環境保全課

自然へ一歩

れ た『 サ ル ス ベ リ 』
しょうじ

絵と文：

まこと

勝治

誠

ボタニカル・ア ー ティスト
SHOJI植物画教室主宰

夏の花 木といえばミソハギ科のサルス
ベリです 。樹 皮 がツルツルだから猿もス
ベッて登 れない… …いえ、サルはするす
る登るそう。
植 物 を 細 密 に 描くボタニカル ア ート
（ 植 物 画 ）は「 植 物 の肖像 画 」ともいわれ
るように、写 真 のない時 代にその植 物に
関する多くの 情 報を、まとめて一 つの 作
品として記録していくものでした。
大 航 海 時 代 が 幕を開 けて 以 後 、ヨー
ロッパの 列 強は世 界 中に学 者 や 画 家を
派遣し、新種植物の探索や有用な植物な
どを一 生 懸 命に採 集しました。ちょうどル
ネサンスの 波に乗り、古 代からの 博 物 学
再興の機運も高まる中、ボタニカルアート
はブームになり、研究・鑑賞の両面で広く
受け入れられて現在にいたります。
さてサルスベリですが 、これから住 宅
や公 園などで白やピンク、紅 色 の 美しい
花を咲 かせます 。また、花 後 の 実 からは
カエデのような翼がついた種 子が出てき
ます 。剪 定 する前に観 察してみては？そ
れからたっぷりのお 礼 肥をあげて 、また
来年を待ちましょう。

「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。 寄附者名（2019年1月〜3月）（敬称略）
アサヒ飲料販売株式会社、
足立岡公園愛護会 江島 榮子、
海老名市立勝瀬文化センター 館長 吉澤 博昭、
大磯町ナショナルトラスト 清水 富二男、
株式会社 日建、
㈱ダッドウェイ、
阿部 弘藏、
阿部
紀慶、安藤 祐二郎、池谷 善博、池田 宏、一沢 洋美、伊藤 泰夫、伊藤 雄二、井上 佳代子、井上 哲也、宇津木 泰、梅原 茂昭、江口 明彦、大石 剛、大野木 秀子、大淵 博義、大溝 昭、岡村 寛、小倉
やえ子、
小座間 清次郎、
乙川 篤子、
小野 明雄、
角尾 友春、
上林 勝子、
久保 智子、
久保 幸子、
熊本 治己、
小暮 富子、
小沼 正江、
小林 一成、
小峯 正、
佐伯 優美恵、
齊藤 吉之・和子、
酒田 浩幸、
相
楽 悦男、
﨑本 房子、
佐藤 和子、
柴崎 えつ子、
清水 紀彦、
志村 まり子、
菅沼 千幸子、
菅野 実、
関根 佳代子、
髙野 せつ、
高橋 清治郎、
高藤 裕子、
竹内 美穂、
竹森 有美、
田中 紀久子、
谷 和代、
田村
まゆみ、
坪井 弘行、
友澤 淨、
内藤 誠一、
西島 あづさ、
根岸 孝子、
羽賀 一男、
羽鳥 亨、
浜井 三郎、
濱尾 光吉、
張替 憲一、
姫野 英子、
広沢 美和子、
福島 康人、
藤川 光男、
古川 仁朗、
古澤 琴風、
前
田 展宏、
松山 隆治、
山影 正裕、
山口 利明、
山田 俊男、
山本 勝久、
山本 博資、
渡部 明、
渡利 典子
※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。
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トラスト
緑地だより

小網代
の森
こ

あ

じ

ろ

ボランティアウオークで小網代の森入門
き し

NPO法人小網代野外活動調整会議代表理事

ゆ う

じ

岸 由二

源流の緑から下流の大湿原、
そして干潟まで、流域まるごと自然の賑わいに包まれる小網代の森
は、春夏秋冬いつ訪れても驚きに満ちています。小網代の森の多自然創出の保全・管理作業を日々
進めているNPO法人小網代野外活動調整会議スタッフによるガイド
（有料）
を受けて歩いたら、感動
も学習もさらに増すこと必定です。
しかし、そんな小網代の森入門以外にもうひとつ、
まだまだ知る人の少ない特別な企画があるこ
とをご存知でしょうか。
それは当会主催による月一回定例の「小網代ボランティアウオーク」。参加自
由で特別に無料ガイド付きです。今回はそんな小網代ボランティアウオークを紹介いたします。

小網代の森は
〈手つかず〉の自然が、
そのままに保護

されている森ではありません。
また、人為を駆使して過

去 の自然 の 再 生を目指しているのでもありません。

1960年代半ば以降、田畑や雑木林の管理が途絶え、
乾燥化で荒れ果ててしまった流域の自然に、水循環や
生物多様性に関する生態学的な理解を元にした管理

計画を立案し、山火事や斜面崩壊や危険生物による危

害のない、安全で美しい景観に象徴される魅力、
そして

生きものたちの賑わいに満ちた多自然世界を創出する
作業が、
この森では日々続いているのです。

作業を進めるのは神奈川県と当会。県との覚書のも

と、大規模作業以外の日常的な管理作業は当会が担っ

▲ハマカンゾウの群落

ています。小網代の年々向上している四季自然の魅力

は、実費及び管理作業のための協力金を調達するため

より詳しく知っていただくことが大切との考えの上、
リ

ウオークは無料で実施されます。参加者の皆さんに軽

を深く味わっていただくためには、
日常的な管理作業を

ピーターの皆さんだけでなく、初めて小網代を訪れる皆

することができるのです。

う実施しているプロ

となります。毎月第3日曜日午前9:30、京急三崎口駅改

ント
〈ボランティアウ

族、少人数でのご参加であれば事前連絡は要りませ

グラムが、月例イベ

札前に、
自然散策のできる服装・装備で集合。個人、家

ん。保険加入のための点呼を済ませたら、路線バスで

ガイド付き散 策と、

テーション開始です。設置の地図看版で流域単位の保

２つ の メニュー が

けたあと、
ストレッチで体をほぐし、100段をこえるエント

軽度の作業体験の

三崎口駅から引橋へ移動し下車、引橋入口でオリエン
全の歴史、散策コースなどの説明、散策の諸注意を受

セットになっている

ランス階段をおりて、1,400ｍの散策路移動に入りま

ク。本来、小網代の

する生態系・景観の様子について解説を受けます。生

ボランティアウオー
保全地域での講師
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ボランティアウオークは、おおむね以下のような流れ

オーク〉
なのです。

半日程 度 の自然

2

度の管理作業に協力していただくことで、無料でガイド

さんにも、気軽に参

加していただけるよ

▲第一合流点付近のシダの森で解説

の有償事業として原則、有料なのですが、ボランティア

付 き の 自 然 ガ イド

す。散策中は支流が合流する地点ごとに、劇的に変化

きものたちの賑わい豊かな季節であれば、生物多様性

や管理作業の解説も受けます。
４番目の合流点・やなぎ

テラスでは氷河期のリズムに対応した小網代の地形の

歴史について解説を受けることもあるでしょう。
そこから

また下り、
３haをこえる大規模な下流湿原を抜けると、
目的地のえのきテラスに到着。
ここで、小網代保全の基
本である、湿原創出の方法の解説を受けると、森の保

全が手つかずの保護地でも、
それまでの過去の景観の

回復地でもなく、流域の水循環と生物多様性のポテン

シャルを科学的に活用した、多自然生態系の創出作業

の連続の地であることが、
きっと理解されてゆくはずで

す。

えのきテラスでの総合的な解説を受けたあとは、周

辺の湿原、草地、海岸などで簡単な管理作業をしてい

ただきます。周囲の微高地はハマカンゾウ群落の育成

地となっていて、
その補植作業や、群落を圧迫する外来

植物の除去作業が最近の定番。作業が終われば、簡
単な意見交換会があり、12：30えのきテラスで自由解
散となります。

解散後は、
そのまま帰路につくのもよし、
えのきテラス

で昼食をとり、午後は干潟でチゴガニたちの求愛ダンス

を見て、再び湿原散策につくのもよし、宮前の峠を越

え、小網代漁港の道を行き、
シーボニア、マリンパーク、
油壺方面に足をのばすことも可能。管理作業にさらに

関心が深まった参加者は、NPOの責任者に相談の上、
午後の管理作業を見学することも可能です。

午前中３時間あまりの散策は、自然観察、生態系理

解、管理作業体験と、
どのメニューも新鮮で、他の機会

▲まんなか湿地付近のハンノキ林

では体験できない、密度の高い、参与的な小網代入門

となることでしょう。当会の提供するボランティアウオー
クに参加して小網代ファンの輪に加わる皆さまは、行政

（神奈川県、三浦市）、当会、財団が協働で進めてゆく
小網代保全・活用の未来の、力強い応援団の母体の
一員ともなってくださっています。

▲最後にえのきテラスでおさらい

プロフィール

き し

ゆ う

じ

岸 由二

▲ハマカンゾウの植樹

慶應義塾大学名誉教授 NPO法人小網代野外
活動調整会議代表理事
進化生態学専攻 流域思考にもとづく都市、自
然環境再生の理論、実践に係る。
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◀オオスズメバチの女王バチ
秋の越冬前の時期に寒さに凍えていた
女王バチを見つけました
枯葉にのせて手に取ってみると、
とても大きく迫力のある顔がよく見えました

写真1
軒下の営巣したキアシナガバチ
こちらを向いて威嚇している

写真2
キボシアシナガバチ
（町田市）
怒っているハチは
どちらでしょう？

ス ズ メバ チ の 暮 らしと 生 態 系
かた

東京家政大学 講師

スズメバチやアシナガバチに
刺されたことはありますか？
毎年秋になるとスズメバチに刺されたというニュー

しん

いち

策、ハチ毒アレルギー（アナフィラキシーショック）につ
いて詳しく知りたい方は、ご一読をお勧めします。
刺されると非常に痛いハチですが、その生活をのぞ

スが聞かれます。野外活動には気をつけるべき生物の

いてみると、生き物として面白い面を見せてくれます。

筆頭に挙げられます。実際、毎年40人近い人がハチに

ここではいくつかの種類のスズメバチやアシナガバチ

刺されて死亡しているとも言われています（「蜂刺され

の暮らしを紹介し、これらの虫たちに接することを通し

の予防と治療」林業・木材製造業労働災害防止協会、

て見えてくるものについて考えてみたいと思います。ま

1996年、より）。これは野生生物による被害としては、

た、ハチたちの性質や暮らしを知ることが、ハチによる

日本では最も大きなものと言えます。このような被害

被害を減らすことに繋がることを祈っています。

を減らすために、野外活動を企画する方や森林管理
作業に従事する方向けの専門的な書籍も発行されて
います（「蜂・ダニ刺されの予防と対策」林業・木材製
造業労働災害防止協会、2013年、など）。ハチ刺傷対

8

だ

片田 真一
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スズメバチの家 族・スズメバチの 生 活
日本にはおよそ5,000種のハチが暮らしています。
このうち人を刺して問題になるのはアシナガバチとス

ズメバチの仲間でしょう。それぞれアシナガバチが10
種と、スズメバチが30種ほどの計40種類ほどいます。
スズメバチは家族で生活をしています。昆虫の仲間
で家族生活を送るものは、そう多くありません。生活は
巣を中心に営まれて、この巣には、女王バチ、働きバチ、
子どもたち（蛹、幼虫、卵）が一緒に暮らしています。
春に越冬から覚めた女王バチは、一匹で巣作りを始
めます。熱帯地方では複数の女王が共同で巣作りする
ケースも知られていますが、日本国内では、ほぼ全ての
巣が 一匹の女王からスタートします。５月頃に飛び
回っているスズメバチは、この女王バチです。一匹で巣
作りをし、まず手始めに５−１０個の卵を産み、この卵
が孵化して幼虫になると、やはり自分で世話を行いま
す。１ヶ月ほどすると、この幼虫が成長し、蛹になり、成
虫になります。この頃羽化してくる成虫はほとんどがメ
スで、これがこの巣の働きバチになります。働きバチが
働くことで巣はぐんぐん大きくなり、晩秋に最大化しま
す。大きくなった巣からは来年女王になる新女王と、雄
バチ達が羽化します。その後女王バチは交尾をすませ

スズメバチの餌にもなるアシナガバチ

ると越冬し、次の春に巣作りにかかる、というサイクル
です。

スズメバチのいる自然

いるわけではありません。ハチの種類を見ることで、そ
んな生態系を想像することができるのです。

昨年、東京都北区の石神井川沿いの小公園、音無さ

もしそこにオオスズメバチがいたとすると、オオスズ

くら緑地で行ったハチ類分布調査についてご紹介しま

メバチは上記の生態ピラミッドのさらに上に位置する

す。この公園は0.5haにも満たない小さな公園ですが、

虫ですから、その生態系はさらに広がっていることを

オオスズメバチを除く3種のスズメバチを捕獲すること

私たちに教えてくれます。

が出来ました。近年都市部でも多くみられるコガタス
ズメバチとキイロスズメバチはともかくとして、注目すべ
きはヒメスズメバチです。このハチは他のハチの巣を
襲って食べますので、この付近にはヒメスズメバチの

ハチと上手に付き合う、
ハチの 気 持ちを理 解する
私の思いでは、ハチは昆虫ですが、ヒトと気持ちを通

餌となるたくさんのアシナガバチなどの巣があると考え

じ合わせることが出来るのではないかと思っています。

られます。さらにそれらのアシナガバチが暮らすために

もちろん「通じ合わせる」と言っても、
「相手の気持ちが

は、アシナガバチの餌となる芋虫が大量に必要です。そ

理解できる」という程度ですけれども。

ういった生態ピラミッドが、この公園にはあるというこ

写真１を見てください。これは軒下に営巣したキアシ

となのでしょう。スズメバチはエサを取るために数百m

ナガバチです。私が少し巣をつついてから撮影しまし

飛ぶこともあるため、この公園だけで生態系は閉じて

た。
「ハチが怒っている！」のがお分かりいただけると思

かながわトラストみどり財団 2019 夏「ミドリ」
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●突然シャツに飛び込んできて、
刺していった。
●山道を歩いていたら、
突然刺された。

ハチの巣にちょっかいを出していて刺されたことは、
私にも経験があります。これはハチの怒りを買っても仕
方ありません。刺されないためには、イタズラはしない
ことです。意図せずハチの巣に刺激を与えてしまう場
面もあるでしょう。私も、コガタスズメバチを撮影しよう
とゆっくり巣に接近しているときに、踏んづけた木の枝
が倒れ、その先のハチの巣に枝がぶつかり、大変怒ら
せてしまった経験があります。その時は猛ダッシュで
鶴見川におけるアシナガバチの営巣地

走って逃げ、刺されずにすみましたが、ハチは数十秒間
追いかけてきました。怖かったです。
山道を歩いている際に、スズメバチがまとわりつき、
歯をカチカチ鳴らしながら顔の前に飛んでくることがあ

います。このようにハチたちは怒っていることを理解し

ります。これはハチとしては、
「ここは私の巣の近くだ！こ

てもらいたくて、羽を逆立て、顔をこちらに向けて、今に

れ以上近づいたら刺すぞ」と相手を脅している行動で

も飛びかからんばかりの勢いで睨みつけてくるので

す。これに素早く気づくことができれば、その場を後退り

す。もしこのハチの威嚇を無視したらどうなるでしょう

し刺されることを避けることができるでしょう。

か？きっとこのハチたちは、一斉に飛んできて、私を刺

ハチの側にしてみれば、それなりに理由があってヒト

すことでしょう。写真２はキボシアシナガバチです。や

を刺す訳で、この理由を理解できれば刺される被害は

はり怒ると羽を逆立ててこちらを睨みつけてきます。怒

グンと減ることでしょう。夏から秋に森を行く際にはハ

り方はおおよそ同じです。

チの顔色の変化に早めに気づけるよう、周りをよく観察

私たちヒトはハチの「気持ち」を理解することができ
るし、ハチたちはヒトに「気持ちを伝えることができる」
と言えそうではありませんか？
ここで初めの話題に立ち戻ってみましょう。

し、余裕を持って歩くのが良いでしょう。
ハチを知りその生活を考えることで、その自然の豊
かさを感じることができます。生態系の一部を観察す
る気持ちで、ハチを観てみるのも面白いと思います。

皆さんはハチに刺されたことがありますか？野外活
動することの多い皆さんは、ハチに刺された（もしくは
刺されそうになった）エピソードをお持ちのことでしょ
う。その時、なぜ刺されたのか？（刺されそうになった
のか）を考えることで、今後刺される回数は減ると思い
ます。
プロフィール

ハチに 刺された場 面は、
こんな感じではなかったでしょうか？
●ハチの巣にちょっかいを出して刺された。

10

かた

だ

しん

いち

片田 真一
東京家政大学 環境教育学科 講師。1967年生ま

●気づかずにハチの巣を刺激してしまい、
怒らせて刺さ

れ、東京都大田区出身。琉球大学卒業。専門は昆虫

れてしまった。

モットー：まずは捕まえてみる！
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の行動学。特技は昆虫を見つけて捕まえること。

地 上 付 近 に 営 巣 す るツ マ グ ロ ス ズ メ バ チ（ 沖 縄 県 ）

オオスズメバチ

都 市 部 で見ら れるス ズ メバ チ 類

春から初夏にかけての時期は地上や樹上の巣で
生活。巣が手狭になると、メンバーみんなで「地中」

東京や神奈川といった「都会」でも、いくつもの種

に引越しをする。主なエサは大型の昆虫。他種のス

類のスズメバチを見ることができます。コガタスズメ

ズメバチ、アシナガバチ類の巣を襲うこともある。大

バチ、キイロスズメバチ、ヒメスズメバチはその代表

きな巣で多数の幼虫を育てるために、大量のエサを

的な種類です。まとまった森が残っているところで

必要とする。そのため、広い森などが無いと生活しづ

は、オオスズメバチがこれに加わります。これらは時

らい（都市部に進出しにくい）。

として同じ場所で見つかりますが、それぞれ生活や
エサの取り方が異なります。

コガタスズメバチとキイロスズメバチ

ヒメスズメバチ
「ヒメ」という一見かわいらしい名前がついている
が、大きさはオオスズメバチに次ぐナンバー２である。

両種は主に樹上に営巣する。庭木や大きな家の軒

巣の働きバチは数十と少なく、また目立たないところ

下などに巣を作ることもある。巣は時には一斗缶ほ

（例えば木の洞の中や、軒下など）に営巣する。エサは

どの大きさになる。都市部環境にもよく適応した種

他のハチ類（スズメバチ類、アシナガバチ類、ミツバチ

と考えられており、例えば神奈川県内で市民からの

など）の幼虫・蛹と一風変わっている。腹部の先（先端

通報で駆除されるのは、この2種が突出している。

3節とも）が黒い事で他種と見わけることができる。

1cm

メバチ
オオスズ

コガタスズメバチ

チ
キイロスズメバ

バチ
ヒメスズメ
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小網代の森アクセスマップ
２０１９年６月９日（日）開設!〜駐車場完備〜
小網代の森インフォメーションスペース

（分）

スケジュール参考案内

小網代の森
インフォメーションスペース

森の玄関口にあたる
「引橋入口」近くの複合商業施
設「ベイシア三浦店」2階に小網代の森インフォメー
ションスペースがオープン。
ビジター施設として自然
観察や保全活動などの情報提供の拠点として利用

100m

できるようになり、三浦市、NPO法人小網代野外活
動調整会議、
財団の協働で運営されます。

ゴール！

三崎口駅

スタート!

営業
9時〜20時
（定休日1/1）

★

2Fへ

バス5分

宮ノ前
峠入口

シーボニア
入口

引橋
入口

徒歩15分

２-３時間の散策

油壺観光

徒歩10分
観潮荘で温泉など

引橋

小網代の森入口
橋

◀引

口
へ

三崎

口駅
から

スロープ

引橋

駐車場
イン
フ
スペォメ
ースーショ
へ ン

駐車場

三浦消防署

小網代の森

看板

引橋

から 港
崎
海岸
三

バス20分

バス15分

バス
15分

宮ノ前
峠入口

１時間の
散策

城ヶ島
・
２-３時間の散策
三崎

シーボニア
入口

森入口へは
次停
（三崎口側）
が
近いです

徒歩
15分

「引橋」
へは三崎口駅より京浜急行バスで
「油壺」
行き：❶のりば または、
「三崎東岡」
・
「三崎港」
行き：❷のりば

三崎口駅

「シーボニア入口」へは

引橋

❶

ら
か
壺

引橋
入口

油

引橋

引橋入口

スタート!

入

◀1時間に
2〜３本程度

三浦

三崎口駅

坂
下り

ひげ爺の
栖

おすすめ２ 森から城ヶ島・三崎1日コース
ゴール！

駐車場

）
の道
引
森へ
入口（
橋

引橋

三浦海岸駅へ

バス15分

別プラン

（三崎口側）

へ
口駅
三崎

引橋

おすすめ１ 森を満喫！半日ゆったりコース

ベイシア
三浦店

P
辺MA
引橋周

引橋

バス5分
または徒歩30分

コンビニ

❷
❸

「油壺」
行き：❶のりば

A
広域 M
ちょっと一息!
緑地内で飲食できるエリアは
「えのきテラス」
です

P

▲引橋周辺MAPへ
引橋
（三崎口側）
ひげ爺の
栖

★
引橋

ベイシア
三浦店内
小網代の森
インフォメーション
スペース

引橋入口

シーボニア
クラブハウス
レストラン

シーボニア入口

小網代
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小網代の森の利用について
利用
時間

４月〜9月 7:00〜18:00
10月〜3月 7:00〜17:00

2019年度

（2019.10/1〜2020.3/31）

かながわトラストみどり財団

主催イベント

〔 共通事項 〕
バス乗車 ※コース内のバス代は各自負担となります
徒歩

※ の数が多いとコース難易度が上がります

高低差

（昨年度のイベント応募で受付開始直後から定員を上回ることがありましたので、
今年度より申込期間を設け、定員を超える申し込みがあった場合は抽選となります。）※写真はすべてイメージです

講座＆体験

10月 1日(火) 『かなユリ・チャレンジ』活動報告会
(植付体験付)

9:30〜15:30

会員
一般・学生

1,000円
2,000円

【コース】平塚駅〜 〜進和ルネッサンス施設（昼食含む）
〜湘南リトル
ツリー〜 〜平塚駅
◆神奈川県花ヤマユリの美しさは里山のシンボル的な存在です。
自生地
再生事業を2017年から開始した財団の取り組み状況を生態などの講
義も加え、
活動報告します。種や球根の植付体験も予定しています。
約1.1km・

12:30〜16:00
会員
一般・学生

無料

500円

※別途拝観料200円

20人

受付：8/1〜8/31

約33ｍ

【共催】
（公財）鎌倉
風致保存会
【講師】

元鎌倉女子大教授
県文化財協会会長

自然観察会

30人

【集合】
JR鎌倉駅東口改札前12：30または
浄明寺バス停13:00

約106m

【講師】

約24m

古地図を持って
大磯を巡る

【講師】

9:00

受付：12/1〜12/31

◆大磯ガイド協会にガイドを務めて頂き、古地図を片手に大磯の名所や
史跡、
トラスト緑地の大磯こゆるぎ緑地などを巡ります。

申込方法

財団主催イベント

【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。

※観察会だけやミカン狩り
のみの参加は不可

受付：9/1〜9/30

【コース】鶴巻温泉駅〜矢倉沢往還〜埋もれ木（神代杉）〜勝興寺〜三
嶋神社〜三岳園ミカン狩り
（昼食）〜鶴巻温泉
◆矢倉沢往還は大山への参詣路の一つでした。その往時の面影を残す善波川沿いの古
道をたどり、紅葉の古刹も訪れます。善波川床に露出した珍しい古代の埋もれ木（神代
杉）も観察します。視界が広がる丘にのぼりミカン狩りを楽しみ、昼食を共にしましょう。

いきもの観察

約3.5km・

【コース】大磯駅バス〜 〜城山公園前〜旧吉田邸入館〜郷土資料館〜城山
公園展望台（昼食）〜大磯町郷土資料館〜太平洋自転車道路〜こゆるぎ緑地〜
明治記念大磯邸園〜澤田美紀記念館〜大磯駅

NPO法人全国森林

会員
無料 インストラクター神奈川会
【集合】
一 般 1,000円 小田急線鶴巻温泉駅
学生（小〜大） 500円 改札前10:00

約7.5km
約52ｍ
約3km・・ ほぼ平坦

自然からの贈り物で作る
クリスマスリース作り

NPO法人
9：30〜15：30 【講師】
鎌倉広町の
会 員 1,000円 森市民の会
【集合】
一 般 2,000円 湘南モノレール
学生（小〜大） 1,500円 西鎌倉駅改札前
9:00

20人

の採取は禁止されています。今回はイベントに合わせて特別に採取します。

※別途入館料500円

八幡 義信 氏

11月16日(土) 紅葉の矢倉沢往還でミカン狩り

12月15日(日)

【コース】桜ヶ丘駅〜久田緑地〜（会場）〜桜ヶ丘駅
◆久田緑地で植物観察を行いながら正月飾りに使うセンリョウやナン
テン等を採取し、
しめ縄を作ります。※原則として公園や緑地での動植物

会員
無料 NPO法人大磯
一 般 1,000円 ガイド協会
【集合】
学生（小〜大） 500円 JR大磯駅改札前

約6.1km・

30人

午前・午後 各10人 受付：10/1〜10/31

10:00〜15:00

◆浄明寺バス停から報国寺を拝観後、旧華頂宮邸と巡礼古道の入口を
巡ります。

※別途ミカン狩り料金が必要となります

かながわ森林
インストラクターの会

【集合】
小田急江ノ島線
桜ヶ丘駅改札前
午前の部/9:00
午後の部/13:30

2 月15 日(土)

【コース】
浄明寺バス停〜報国寺〜旧華頂宮邸〜巡礼古道入口〜杉本寺バス停

10:00〜15:00

正月飾り作りと里山植物観察

2020年

古都鎌倉

自然観察会

午前の部

ほぼ平坦

9:00〜12:00 【講師】NPO法人

会 員 1,000円
一 般 2,000円
学生（小〜大） 1,500円

20人

10月12日(土)

12月21日(土)
※複数部申込不可

受付：8/1〜8/31

歴史見学

約2.1km・

午後の部13:30〜16:30

【講師】進和学園
【集合】JR平塚駅南口
ロータリー 9:30

昼食＆
ホットケーキ付

自然観察&体験

受付：10/1〜10/31

◆広町緑地で植物観察を行いながら装飾用の植物を採取、
クリスマス
リースを作ります。※原則として公園や緑地での動植物の採取は禁止さ
れていますが、
今回はイベントに合わせ特別に採取します。

ス変更等を判断します。
【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。
※定員を超える申し込みがあった場合は抽選となります。

か な が わ の ナ ショナ ル・トラ スト 運 動 を み ん な で サ ポ ート !

サポーター会員
現在の登録人数 75 名

イベント写真班を募集中!
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

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。
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。

イベント写真班に
協力ください

参加方法

【コース】西鎌倉駅〜広町緑地〜西鎌倉駅

【雨天の場合】原則として小雨天決行です。集合場所にて講師がコー

「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。
※詳しくは財団事務局まで

かながわトラストみどり財団 2019 夏「ミドリ」
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行こう! 活動に参加しよう
森ヘ
!

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

※申込・問い合わせが主催イベントと異なります。
ご注意下さい。
森林探訪

11月30日(土)
9:00〜15:00
会員
一般

約9.1km・

約240ｍ

蜜柑畑と歴史の
石垣山一夜城より
相模湾を望む

500円 【共催・講師】
1,000円 NPO法人

かながわ森林
インストラクターの会
受付：10/7〜11/16 【集合】
東海道線
早川駅改札前
9:00

80人(先着順）

【コース】早川駅〜石垣山一夜城〜太平橋〜石橋山古戦場〜米神
水源地〜根府川駅
◆早川駅より一夜城をはじめとした起伏に富んだ丘陵地帯をミカ
ンと相模湾の景色を楽しみつつ、根府川駅まで歩きます。
【服装】ハイキングができる程度(長袖、長ズボン、帽子)、防水性
のある履き慣れた靴
【持ち物】弁当・水筒・敷物・メモ用具など
【申込方法】森林探訪名、開催日、参加者全員の住所、氏名、年
齢 、電 話 番 号 を 記 入 し 、往 復 ハ ガ キ 、ま た は メ ー ル で 。
〒243-0018 厚木市中町２-１３-１４ サンシャインビル６階６０４
号 NPO法人かながわ森林インストラクターの会 自然観察部会
kanagawa̲shizenkansatu@yahoo.co.jp
【問い合わせ】 090-6150-6173（担当：赤崎）

仙石原

箱根町 イタリ水源林

8月18日(日) 下 刈

予備日：8/21
（水） 100人（先着順）受付：6/1〜

【集合】JR東海道線・小田急線

小田原駅西口 8：30

【共催】箱根水道パートナーズ㈱
※自家用車駐車場はありません

【行程】小田原駅西口
（専用バスで移動）⇒現地

⇒箱根高原ホテル ⇒小田原駅西口 ◆昼食後温泉入浴

寺山

秦野市 寺山水源林

8月28日(水) 下 刈
予備日：8/29
（木）

50人（先着順）受付：6/1〜

【集合】小田急線

秦野駅南口 8：30

【共催】秦野市
※自家用車駐車場はありません

【行程】
秦野駅南口（専用バスで移動）⇒現地⇒

秦野駅南口

内山

南足柄市 県立21世紀の森

9 月 7 日(土)
予備日：9/8
（日）

除伐

50人（先着順）受付：7/1〜

【集合】21世紀の森駐車場

9：00

【共催】21世紀の森指定管理者

予 定 企 画 中 の イ ベ ント 紹 介
講座

※内容を一部変更する場合があります。

10月26日(土)

小網代の森と海の教室
13:30（開場13:00） 〜森川海の講演会（仮称）
〜16:30

会員
一般

【会場】三浦市民交流センター会議室及び
500円 展示室
（〒238-0111 神奈川県三浦市初声町
1,000円 下宮田5−16 ベイシア三浦店２階 駐車場有）

100人(先着順）
受付：9/1〜

小網代の森インフォメーションスペースの
開設記念イベントとして、講演会を開催。

同時開催

パネル展
10月26日(土)〜「小網代湾の豊かな海」
11月10日(日) 小網代の豊かな森と海の
景観や動植物の写真展
ウォーキング

※内容を一部変更する場合があります。

11月開催予定

小網代の森と三浦市内を
周遊する
自由歩行
ウォーキングラリー
（仮称）
9:00〜17:00

マップとスタンプカードを手に自由にウォーキングと散策を楽しむイ
ベントです。
【コース】三崎口〜引橋(小網代の森インフォメーションス
ペース)〈初級編〉〜えのきテラス〜油壺まで〈中級編〉〜三崎港まで
〈上級編〉〜城ヶ島まで。各所のスタンプ台を巡りつつ、途中の施設や
店舗で特典を受けることもできます。
また、
コース達成のスタンプカー
ドを応募いただくと、
優待券等が当たる抽選も行います。
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【行程】自家用車等にて現地集合⇒
⇒
（徒歩で移動）⇒現地⇒21世紀の森駐車場

仙石原

箱根町 小塚山トラスト緑地

緑の募金保全活動

9月21日(土) 除 伐

予備日：9/22
（日） 100人（先着順）受付：7/1〜

【集合】JR東海道線・

小田急線 小田原駅西口 8：30

【協力】箱根高原ホテル
※自家用車駐車場はありません

【行程】小田原駅西口
（専用バスで移動）⇒

現地⇒箱根高原ホテル⇒小田原駅西口 ◆昼食後温泉入浴

やどりき水源林森の案内人特別企画
「やどりきの森へ行こう！」

9月21日(土) 第2回 渓流に棲む
参加費

無 料 生き物を探そう

【場所】やどりき水源林（足柄上郡松田町寄）
【集合】小田急線新松田駅北口8:30
【行程】新松田駅北口
（バスで移動※）⇒現地
◆ 沢 の 散 策・滝 の 見
学・水棲生物の観察
※ 運 賃 各 自 負 担（ 片 道
620円/子供半額）

【申込方法】参加者全員の住所、氏名、電話番号を記入し、往
復ハガキ、
またはメールで。
締切後、
詳細をお送りいたします。
〒243-0018 厚木市中町２-１３-１４ サンシャインビル６０４
NPO法人かながわ森林インストラクターの会
k-inｓ
ｔ0981@friend.ocn.ne.jp
【問い合わせ】公益財団法人かながわトラスト みどり財団
みどり森林課
045-412-2255
www.ktm.or.jp

【共通事項】 ●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、昼食後に温泉入浴ができます。

仙石原

千村

箱根町 町有林

10月 5日(土) 植 栽

秦野市 頭高山

12月1日(日) 除 伐

予備日：10/6
（日） 100人（先着順）受付：8/1〜

予備日：なし

JR東海道線・
【集合】

【集合】小田急線

【共催】箱根町
【協力】箱根高原ホテル

【共催】秦野市

小田急線 小田原駅西口 8：30

秦野駅南口 8：30

※自家用車駐車場はありません

※自家用車駐車場はありません

【行程】小田原駅西口
（専用バスで移動）⇒

【行程】秦野駅南口
（専用バスで移動）⇒現地

現地⇒箱根高原ホテル⇒小田原駅西口 ◆昼食後温泉入浴

岩

⇒秦野駅南口

比奈窪

真鶴町 真鶴町県行造林

予備日：12/8
（日） 100人（先着順）受付：10/1〜

100人（先着順）受付：8/1〜

【集合】小田急線 秦野駅

【集合】JR東海道線・

南口 8：30または
中井中央公園野球場脇駐車場 9：00

小田急線 小田原駅西口 8：30

【共催】真鶴町

【共催】中井町
【行程】 秦野駅南口
（専用バスで移動）⇒

※自家用車駐車場はありません

【行程】小田原駅西口
（専用バスで移動）⇒

公園野球場脇駐車場
と合流 ⇒現地⇒
公園野球場脇駐車場⇒秦野駅南口

現地⇒小田原駅西口

鍛冶屋

栗木

湯河原町 町有林

11月 9日(土) 間 伐
予備日：なし

予備日：なし

栗平駅南口 8：30

※自家用車駐車場はありません

【共催】湯河原町

【共催】
（公財）川崎市公園緑地協会

※自家用車駐車場はありません

【行程】栗平駅南口
（徒歩で移動）⇒ 現地⇒

【行程】湯河原駅
（専用バスで移動）⇒現地⇒

栗平駅南口

湯河原駅

多摩美

相模原市 緑区 学校林

11月16日(土) 除 伐

川崎市 多摩区 多摩特別緑地

2020年

1月18日(土) 除 伐

50人（先着順） 受付：9/1〜

予備日：なし

【集合】 小田急線 本厚木駅

100人（先着順）受付：11/1〜

【集合】小田急線

北口 8：30または
宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場 9：30

読売ランド前駅北口 8：30

※自家用車駐車場はありません

【共催】
（公財）相模原市まち・みどり公社

本厚木駅北口
（専用バスで移動）
⇒宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場 と合流⇒
現地⇒宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場⇒本厚木駅北口 ◆ボランティア発表会開催

【行程】

塚原

50人（先着順）受付：10/1〜

【集合】小田急多摩線

湯河原駅 8：30

予備日：なし

川崎市 麻生区 栗木山王山特別緑地

12月18日(水) 竹林整備

100人（先着順）受付：9/1〜

【集合】JR東海道線

青根

中井町 地域水源林

12月7日(土) 除 伐

10月 26日(土) 間 伐
予備日：なし

50人（先着順）受付：10/1〜

【共催】
（公財）川崎市公園緑地協会

【行程】読売ランド前駅北口
（徒歩で移動）⇒

現地⇒読売ランド前駅北口

西小磯

南足柄市 塚原水源林

11月 23日(土) 間 伐

大磯町

2020年

2月1日(土) 竹林整備

予備日：11/24
（日） 100人（先着順）受付：9/1〜

予備日：2/2
（日） 100人（先着順）受付：12/1〜

【集合】JR東海道線

【集合】小田急線

大磯駅南口 8：30

開成駅西口 8：30

【共催】大磯町

※自家用車駐車場はありません

※自家用車駐車場はありません

【行程】開成駅西口
（専用バスで移動）⇒現地⇒

【行程】大磯駅南口
（専用バスで移動）⇒現地

開成駅西口

⇒大磯駅南口

申込
県民参加の森林づくり
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 ●参加希望者全員の氏名
（ふりがな）
・住所・電話番号
●森林づくり登録番号をお持ちの方は登録番号を明記して、
ハガキ・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。
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一里塚・四方山話

宇宙 から 森 の 空気 を見てみよう
神奈川県森林インストラクター

飛田尚弥

森で深呼吸。森の空気はおいしい、
と私たちは思います。丹沢の各所で大気を観測
する機器を目にした方もいるでしょう。
こうした機器は大気汚染の状態を数値化し、森林
再生の重要な指標を提供していますが、私たちがそのデータを目にする機会はなかな
かありません。一方、最近では誰でも簡単にインターネットを使って人工衛星の観測情
報を見ることができます。
写真にあるNASA World Viewはその一例です。空気中の微小粒子濃度が地図上に
色分けで表示されます。微小粒子には火山・海水の塩から排気ガス由来までさまざまで
すが、画面の赤が濃くなるほど微小粒子がその地点で多く観測されたことになります。
現在、人工衛星からの観測データを収集・分析し、
その成果をオープンアクセスで提
供するプログラムが欧州宇宙機構を中心に進行しています。
コペンハーゲン市ではこれ
を使って交通網から発生する大気汚染を最小にする試みが行われていますし、
日本の
私たちも春先のPM2.5飛来・分布状況を毎日確認することができます。
新しい衛星群が整う2025年までには衛星からの観測がより細かく、
リアルタイムに
公開されていくでしょう。人工衛星、地上機器どちらの観測結果も森の空気を注視し、
何かあったら対応できるよう進化を続けています。
いつまでも森の空気がおいしくありま
すよう。

BOOK

書 籍 のご 紹 介

2 019年 4月1日より開始

アクセス方法
NASA World View、
https://worldview.earthdata.nasa.
gov/ で、神奈川県にズーム・イン！次
に、左のLayers箱の下にあるオレンジ
色 Add Layers ボタンをクリックし、Air
Quality の箱から Aerosol Optical
Depth をクリックします。続けて箱の中
の左のコラムにある Aqua/MODIS を
クリック、最後に Aerosol Optical
Depth 3km 項目を□して、
このポップ
アップを閉じると閲覧できます。

PRESENT

財団の県民参加の森林づくり事業などを手掛ける
NPO法人かながわ森林インストラクターの会から森
林探訪ガイドブックが発行されました。森林インストラ
クターが結集して、県内各所１５コースを厳選。
頒布５００円、郵送可
お問い合わせ: 菊地 ０８０-５０１２-１１６０
39akiko@jcom.home.ne.jp

事 務 局 だ より

2019 年 5月8日神奈川県の空気
NASA World Viewより

お便りをいただいた方の中から書籍「森林探訪ガ
イドブック」
を抽選で３名様にプレゼントします。応
募方法は①『113号プレゼント書籍希望』／②機
関誌ミドリの感想やご意見など／③〒と住所／④
連絡先／⑤氏名／⑥あれば会員番号／①〜⑥
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８/３１
（土）

新たな優待施設が加わりました！

トラスト会員の皆さまは、会員証のご提示で優待を受けることができます。

豊かな自然に囲まれながら、
美味しい手打ちうどんを楽しめます。

NEW

四季を通じて花を見られ、
森の中を駆け巡る「飛天狗」
などアクティビティも充実。

足柄森林公園丸太の森

（右写真）
森の空中あそび「パカブ」
ジップライン「飛天狗」

南足柄市広町1544

名物 湯うどん
（普通盛り）

0465 -74 - 4510

「パカブ」
▶

【開館時間】
9時〜17時（11月〜3月は〜16時）
【 定 休 日 】毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
12月29日〜1月3日

会員 証の
ご 提 示で

※アトラクションにより営業日・時間が異なります。

万葉うどん

【営業時間】
11時〜19時
（平日は
11時半〜19時）
【定休日】
毎週木曜日
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丸太の森 入園料

南足柄市矢倉沢2393

0465-73- 0511

会員 証の
ご 提 示で
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大盛り
または

替え玉

森の空中あそび
「パカブ」

無料!

大人（中学生以上）
小学生
幼児
７歳以上
３〜６歳

ジップライン飛天狗（税別） 大人（高校生以上）
※丸太の森入園料が別途必要となります。

小中学生

各種料金

値引き!

通常料金

優 待料金

440円
330円
110円
2,500円
700円

390円
290円
90円
2,300円
500円

3,300円
2,300円

3,000円
2,000円
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