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自然へ一歩

絵と文：東郷 なりさ
イラストレーター、絵本作家。 
著書に『アオサギのさかなとり』
（福音館書店）など。

　鳥を見始めたばかりだった中学2年の夏、母が大
磯の照ヶ崎でアオバトが見られるという新聞記事
を見つけてくれました。 繰り返し眺めた図鑑の鳥
の中でも、黄緑色のハトはとくに印象的だったの
で、それが電車を乗り継げば見に行けると知り、
友達といとこを誘い出かけました。 朝8時半に海岸
に着くと、さっそく岩場の上を飛ぶ群れが見られ
ました。 双眼鏡で追いかけると、お腹は光を浴び
て鮮やかな黄色、背を見せたときには、肩があずき
色のオスと抹茶色のメスの違いがよくわかりまし
た。 しかもくちばしは水色で、足はピンク色。 こん
なカラフルなハトが大磯の照ヶ崎でなら見られる
という特別さに惹かれて、それから夏になると

毎年一度は出かけました。
　照ヶ崎に行くと必ず、アオバトを観察している
方がいらして、望遠鏡を覗かせてくださったり、
アオバトの羽をくださったり。 平塚市、大磯町の
バードウォッチンググループ「こまたん」の方々で
した。 アオバトがわざわざ危険を冒してまで海水
を飲む理由、どこから飛来しているかを突き止め
た方法、時間帯による雌雄の割合の違い、幼鳥の
見分け方など図鑑には載っていない事を次から次
へと教えてもらい、さらにまだ解っていない謎に
ついても聞きました。 いつのまにか、アオバトの
不思議、アオバトによって広がった人の環に魅了
されていました。

「アオバト」
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かながわトラストニュース

柳瀬：最近、日本の森が深くなりすぎて、小流域災害と
言って、小さい流域が谷ごと小崩壊することがありま
す。 ここ数年ニュースになった広島や伊豆大島の土石
流災害など、流域の森林管理が行き届かず起きた問題
は、これから神奈川にも起こりうる可能性があるかも
しれません。

養老：鎌倉の僕の住まいも裏が崖地で台風かなんかで
木が落ちてきますから、自前でプロに依頼して早めに
対応してもらっています。
柳瀬：昔はこんな被害はなかったんですか？ 
養老：戦後70年と言いますが、その間の変化はものす
ごいものですね。 今、鎌倉八幡宮の裏山はこんもりと
した常緑樹の森ですが昭和20年代はスカスカの松林
でした。
柳瀬：スカスカの松林が、70年でうっそうとした森林
になっちゃう。
養老：そりゃ変わりますよ。 僕も70年で赤ん坊だった
のが白髪になっちゃうしね（笑）。 鎌倉で、今でもクヌ
ギやコナラといった落葉広葉樹林が残っているところ
は薪を採っていたところです。 そこには炭焼き窯が
残っていたりします。 今の若い人を連れて行くと、炭
焼き窯を見て「縄文時代の遺跡ですか？」って言う。
（会場笑）
柳瀬：縄文時代！
養老：炭なんて60年前は普段の生活で使っていたので
すよ。 石炭や石油といった燃料はないから、煮炊きは
山から採ってくる薪や炭です。 だから、裏山はしょっ
ちゅう手入れされていて、大きな木が根っこごと倒木
することにはならなかった。
柳瀬：小網代の森も1960年代頃まで今の湿原は全部田
んぼでした。 おそらく数百年使われていて、その谷戸
の斜面は鎌倉同様の薪炭林で、マツやクリの明るい林。
定期的にプロの薪屋さんが木を切っていたそうです。
養老：昔は、そうやって森に「手入れ」をしていた。 ただ
切ればいいってものではないから、もちろんプロの目
がいるわけです。

　2015年12月19日(土)横浜市港南公会堂にて財団
創立30周年を記念した講演会を開催しました。 会場
では、ボランティア参加者等も含め535名が来場し、
講演や合唱、活動パネル展など、さまざまな企画が催
されました。 講演では養老孟司氏と聞き手役の柳瀬
博一氏による対談が行われました。 会場はほぼ満員。
真冬の中での熱気ある対談を前編（100号掲載）に引
き続き後編をお届けします。

公益財団法人

かながわトラストみどり財団
財団創立30周年記念講演

後 編（全２回）

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

養老 孟司 氏
ようろう  たけ  し 

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

柳瀬 博一 氏
やな  せ　ひろいち



柳瀬：今のように森が深くなると大きくなった木が根
をちゃんと張るから、かつてのスカスカの薪炭林より
山崩れが起きない、と勘違いする人がけっこういます。
　でも、三浦半島から鎌倉にかけては地盤が砂岩の岩
山で土がものすごく薄いから、木は根を深く張れない。
　木が大きくなりすぎると、風雪で剥がれるように倒
れたりする。 小網代でも大雪があったあと巨大なコナ
ラが根っこからはがれるように倒れました。
養老：そういうことも長年手入れをしていないとわか
らなくなる。 
　ただ、どこの森でもどこの山でも、毎日難しい顔をし
ながら見守る必要なくて、ちゃんと長期的で適度に手
入れする人がいればいいですね。
柳瀬：なるほど。
養老：僕は今、虫の標本の整理仕事を30代の若い方に
お願いしていますが、とてもうまく標本をつくる。
　虫の標本をきれいにつくる、というのは特殊技能の
ようで、博物館などでは絶対に必要だし、外国では重宝
される。 外国の昆虫標本はだいたい雑につくられてい
る。 こうした標本をきれいに直してあげると、向こう
のコレクターは感激して涙を流すでしょう。 
　つまり、世界レベルで眺めるとけっこうニーズがあ
るんですね。
柳瀬：昆虫のきれいな標本をつくるのは、普遍的な仕
事というわけですか。
養老：20世紀は石油の世紀で大量生産、大量消費の社
会を生み出し、大企業が発達して、人々は適当に割り振
られ、給料をもらって生活する、というサイクルで生き
てきた。
柳瀬：その仕事の多くはデスクワークや会議ですよね
養老：それで、年齢がきたら、さようなら。
　人の使い捨てと言ってもおかしくない。 僕自身は、
これからの日本は「一億総活躍社会」を目指す以前に、
それぞれの人が「生きる」ことにもっと目を向けるべき
だと思います。
　「自分は何に寄与したか、何に資するか」ということが
人生にとっては大事なのです。 

　そういう意味でも自然の手入れ活動はお手本です。 
なにせ永遠に国土は残りますから。 皆さんが亡くなっ
ても山は残っていく。 ならば、その手入れ活動は未来に
つながる仕事なのです。
柳瀬：ちなみに、小網代で木を伐採するとき、専門的な
技術が必要で、森林インストラクターに協力してもら
いますが、この技術は別の森でも生きる。
　小網代で岸代表がやっている流域管理は、川の流れ
は地球上同一で日本のみならず世界的にも一緒です。
東北の北上川流域やフィリピンの流域でも活用されて
いる。 重要なのは、現場の自然としっかり向き合った
ノウハウをどれだけ持っているかですね。

養老：地元鎌倉の保育園の理事長を30年くらいやって
います。　昔は「子どもは無事に育ってくれればいい」
で良かったけれど、今は「ちゃんと『生きて』いけるよう
に」きめ細かな子育てをしなくちゃいけない、というの
が親御さんの要望です。 
　でも、それを保育園だけに求めることはできません。
柳瀬：どういうことでしょうか。
養老：保育園と親の関係を考えてみてください。 補完
関係です。 保護者はつい保育園に理想を求めますが、
保護者に代わってやるから保育園なので、理想を追求
したら、つまるところ親はいらなくなってしまう。
柳瀬：なるほど。
養老：そんな時代に理想の保育園をつくろうとしたら、
トップが腹をくくるしかない。 
　すごく楽しいイベントを企画して子どもたちは大喜
びだったけれど、事故が起きて怪我をした子どもがい
て、もし裁判になったら保育園が負けるのはわかって
います。 なぜなら、裁判官は現場の意見は参考までに聞
いて、実際にはそこで決められたルール（規則）から判
断するわけです。 そういうリスクを飲み込んで、自分ご
とと責任を持って組織を率いることができる人がトッ
プに立つかどうかで、保育園などの質も決まってくる。
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よりよい生き方を学ぶ

かながわトラストニュース

◀
当日は講演会以外にも、児童合
唱団「かもめ児童合唱団」によ
る音楽イベント（左）や、トラス
ト緑地などで活動するボラン
ティア団体によるパネル展
（右）などが行われた。
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柳瀬：それは小網代の保全などでも一緒ですね。 リス
クを知った上でリスクを飲み込んで、保全活動を行う。
養老：僕は解剖学をやっていましたが、一番こわかった
のは死体の扱い方。
　これは決まってなくて、どこにも書いていない。 で
も極めて単純です。 原則生きている人間と同じように
扱う。 それ以上でもそれ以下でもない。 生きている以
上に扱うとことはできません。 仕事ですから。 動けな
い患者さんとして扱うわけです。 特別なことはできな
いけれど、普通の人としての敬意は絶対必要です。 で
も、何か問題が起こったら解剖学教室のトップである
私が出ていかなければいけない。 そして問題は必ずそ
こで片づけなければならない。
柳瀬：養老先生が解剖学教室のトップだと、覚悟を決
めておかなければいけない。
養老：そうです。 
　でも、やっていない外部から「管理はどうなっている
のか」とか言ってくるけどね。
柳瀬：腹をくくって、いかなる事態にもひるまいない
トップが必要ということですね。

　人生70年どころか90年の時代で、新しい人生で自分
が命を懸ける場所を持てる人がいっぱい出てきます
ね。
養老：年を取るとどうしても先がないから。
　思いきってしまえばできないことはない。
柳瀬：「どうせ気力・体力があるなら、神奈川でトラス
ト活動をしてみたら？」というところに落ち着くわけ
ですね。 
　緑豊かで暮らしやすい「都市＝脳みそ、自然＝身体」
の両方が、健やかな神奈川にしていきたいですね。
　これで講演を終わらせていただきます。

かながわトラストニュース

トラスト会員の皆さま！一緒に活動をしませんか？

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！

　みどりのトラスト会員にご登録いただいている方
で、かながわのナショナル・トラスト運動のボランティ
アのご協力いただける「サポーター会員」を募集中です。
　一緒にトラスト運動を盛り上げていきましょう!

　「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

サポート活動の種類

現在の登録人数　66名

＊財団本部での機関誌ミドリや会員通知等発送作業
＊各イベントでの受付協力や写真等記録
＊街頭募金活動での声掛けや運営

参加方法

※詳しくは財団事務局まで



フィールドノート
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みどり色の鳩、アオバトみどり色の鳩、アオバト
金子  典芳こまたん

1. 日本中にいるアオバト

2. 食べ物と海水吸飲

フィールドノート

　アオバトという鳥をご存じでしょうか? 日本に生息
している鳩の仲間です。 キジバトと同じくらいの大きさ
で緑色をした美しい鳥をご紹介します。 
　日本各地に広く分布しているにも関わらず、あまり
知られていない、ふしぎな生態を持つアオバトを通し
て、日本の自然の大切さを改めて共有できれば幸い
です。

　夏の間は九州から北海道の最北端まで広く分布し、
子育てを行います。 丹沢山地の標高1,000m以上の山
奥で子育てを行います。 その体の色が保護色となっ
て、森の中で見つけるのは容易ではありません。 でも
『アーオー、オアオー』という独特のさびしげな鳴き声
を山で聞いたことのある方はいるかもしれません。
　そして、山奥だけに留まっているのではなく、標高
0mの海岸へ海水を飲むために群れで飛来するので
す。 大磯町の照ヶ崎海岸の岩場はアオバトが集団で
飛来する貴重な場所として県の天然記念物に指定さ
れています。 
　アオバトたちの夏の行動範囲はとても広いのです
が、冬になると、少数が神奈川県内で越冬する他は、
主に屋久島を南端に西日本各地へ移動します。 京都
御苑など都会の中のまとまった緑地でも見られ、ひっ
そりと暮らしています。
　このように、季節ごとに南から北まで、山から海ま
で、日本の多くの自然を利用して生きている鳥なので

す。 あなたの身近な緑にもアオバトが秘かに立寄っ
ているかも知れません。

　夏の間は、ヤマザクラ、キイチゴ、ミズキ、ミヤマザ
クラ、ヤマブドウなど、果肉に水分をたっぷり含んだ
果実（液果）ばかりを食べます。 繁殖地である標高
1,000m以上の山奥から、0mの海岸までの標高差を行
き来しながら、夏から秋まで、液果を途切れなく食べ
られる環境を利用することで、子育てを可能にしてい
ます（図1）。 ヒナを育てる際にピジョン・ミルクという
親鳥の体内から分泌したものを口移しで与えますが、
その元になるのもこれらの液果です。

　この期間、水分は全て液果から得て、ケガなどの異
常時を除いて真水そのものを飲むことが確認された
ことはありません。 一つの液果から得られる水分や
栄養はわずかで、アオバトは大量の液果を食べなけれ
ばなりません。 その液果を支えるためには広い緑地
帯が必要なのは想像に難くありません。
　また、動物が生命を維持するのに欠かせないミネラ
ルの一つであるナトリウムは、体内で作り出すことが
できないため、食べ物などから摂取しなければなりま
せんが、アオバトが食べている液果にはナトリウムが
ほとんど含まれていないのです。 
　この問題を解決するために、アオバトはナトリウム
を海水に求めて飛来していたのです。 これがアオバ
トの生態として最も特徴的な行動です。 アオバト以
外に海水を飲むという生態が知られている鳥はとて
も少なく、日本では伊豆諸島や南西諸島に生息してい
るカラスバトだけです。

　また、最初に「日本中に分布」とご紹介したように、
海から遠く離れた内陸にも生息していますが、そうし
た土地にいるアオバトは、温泉水や牧場の家畜のし尿
などからナトリウムを得ていることが分かっています。
　一方冬は、森や林で主にドングリを食べています。
この期間に海水を飲むことはなく、真水しか飲んでい
ないようです。 
　神奈川県で越冬する少数も丹沢山地のふもとでア
ラカシなどのドングリを食べながらひっそりと暮ら
していることが分かっています。

ヤマザクラ
キイチゴ類
ヤマグワ

クマヤナギ
ミヤマザクラ

ミズキ
クマノミズキ

エビヅル
ヤマブドウ
アオハダ
ムクノキ

果実名 5月 6月 7月 8月 9月 10月
アオバトの果実採食時期図 1

ミズキの果実
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フィールドノート

アオバト（オス）アオバト（メス）

　アオバトという鳥をご存じでしょうか? 日本に生息
している鳩の仲間です。 キジバトと同じくらいの大きさ
で緑色をした美しい鳥をご紹介します。 
　日本各地に広く分布しているにも関わらず、あまり
知られていない、ふしぎな生態を持つアオバトを通し
て、日本の自然の大切さを改めて共有できれば幸い
です。

　夏の間は九州から北海道の最北端まで広く分布し、
子育てを行います。 丹沢山地の標高1,000m以上の山
奥で子育てを行います。 その体の色が保護色となっ
て、森の中で見つけるのは容易ではありません。 でも
『アーオー、オアオー』という独特のさびしげな鳴き声
を山で聞いたことのある方はいるかもしれません。
　そして、山奥だけに留まっているのではなく、標高
0mの海岸へ海水を飲むために群れで飛来するので
す。 大磯町の照ヶ崎海岸の岩場はアオバトが集団で
飛来する貴重な場所として県の天然記念物に指定さ
れています。 
　アオバトたちの夏の行動範囲はとても広いのです
が、冬になると、少数が神奈川県内で越冬する他は、
主に屋久島を南端に西日本各地へ移動します。 京都
御苑など都会の中のまとまった緑地でも見られ、ひっ
そりと暮らしています。
　このように、季節ごとに南から北まで、山から海ま
で、日本の多くの自然を利用して生きている鳥なので

す。 あなたの身近な緑にもアオバトが秘かに立寄っ
ているかも知れません。

　夏の間は、ヤマザクラ、キイチゴ、ミズキ、ミヤマザ
クラ、ヤマブドウなど、果肉に水分をたっぷり含んだ
果実（液果）ばかりを食べます。 繁殖地である標高
1,000m以上の山奥から、0mの海岸までの標高差を行
き来しながら、夏から秋まで、液果を途切れなく食べ
られる環境を利用することで、子育てを可能にしてい
ます（図1）。 ヒナを育てる際にピジョン・ミルクという
親鳥の体内から分泌したものを口移しで与えますが、
その元になるのもこれらの液果です。

　この期間、水分は全て液果から得て、ケガなどの異
常時を除いて真水そのものを飲むことが確認された
ことはありません。 一つの液果から得られる水分や
栄養はわずかで、アオバトは大量の液果を食べなけれ
ばなりません。 その液果を支えるためには広い緑地
帯が必要なのは想像に難くありません。
　また、動物が生命を維持するのに欠かせないミネラ
ルの一つであるナトリウムは、体内で作り出すことが
できないため、食べ物などから摂取しなければなりま
せんが、アオバトが食べている液果にはナトリウムが
ほとんど含まれていないのです。 
　この問題を解決するために、アオバトはナトリウム
を海水に求めて飛来していたのです。 これがアオバ
トの生態として最も特徴的な行動です。 アオバト以
外に海水を飲むという生態が知られている鳥はとて
も少なく、日本では伊豆諸島や南西諸島に生息してい
るカラスバトだけです。

　また、最初に「日本中に分布」とご紹介したように、
海から遠く離れた内陸にも生息していますが、そうし
た土地にいるアオバトは、温泉水や牧場の家畜のし尿
などからナトリウムを得ていることが分かっています。
　一方冬は、森や林で主にドングリを食べています。
この期間に海水を飲むことはなく、真水しか飲んでい
ないようです。 
　神奈川県で越冬する少数も丹沢山地のふもとでア
ラカシなどのドングリを食べながらひっそりと暮ら
していることが分かっています。

海水を飲むオスとメス

岩肌を流れる温泉水を飲んでいる様子（秋田県）

幼鳥（手前）

冬、アラカシのドングリを食べる

▲オスのアオバトには赤い羽がある。

サクラの果実を食べる 写真：川本 孟

写真：川本 孟



　夏の食べ物である液果から冬のドングリまで、ア
オバトは森の恵みに支えられています。 子育てや静
かに越冬できるのも豊かな緑があるからこそです。
　また、食べた液果は果肉の部分を消化・吸収し、堅
い種子は糞と一緒に排泄する、いわゆる種子散布を
行っています。 
　丹沢から照ヶ崎に
至るグリーンベルト
はアオバトを支えて
いるだけでなく、アオ
バトに支えられてい
るともいえます。 
　グリーンベルトに
生息するオオタカやハヤブサなどの猛禽類も食べ物
であるアオバトに支えられています。 
　場所によってはハヤブサがアオバトを主食にして
いるという報告もあり、神奈川県内の森でも、猛禽類
に襲われたであろうアオバトの羽が散乱しているの
をよく見つけます。

　森で繁殖する多くの鳥は子育ての期間、巣を中心に
狭い範囲で行動しますが、アオバトは丹沢の標高
1,000m以上の山奥に作った巣から、30kmほど離れた
照ヶ崎海岸など相模湾の磯に飛来して海水を飲みま
す。 そして秦野、伊勢原、平塚、大磯と海岸まで続く丘
陵地の緑（グリーンベルト）に沿って行き来しながら、
そこで液果を食べています（図2）。 ですから、子育て
の期間にアオバトが見られた場所が繁殖地だと誤解
されることも少なくありません。
　集団で営巣することはなく、繁殖地で大きな群れに
なることもありませんが、海岸に飛来する時は大きな
群れをよく作ります。 
　本来、緑の中であればその体色が保護色として役立
ちますが、海岸では鮮やかな緑は逆に目立ってしまう
ので、群れの形成は天敵から身を守ろうとする行動で
はないかと考えられます。

フィールドノート
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3. ダイナミックな夏の暮らし 4. 豊かな緑とアオバト

繁殖地丹沢と照ヶ崎を往復図 2

ミズキの種子が入ったアオバトの糞

ハヤブサに捕まったアオバト

猛禽類に食べられて散らばった羽

丹沢山地
大山

約30km
鍋割山

横浜

大磯町

照ケ崎

照ヶ崎に飛来したアオバトの群れ
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フィールドノート

　サケが森の栄養に育まれ、海に出て海の栄養を再び
森に持ち帰り、森に栄養を戻しているのをご存じかと
思います。 もうお気づきでしょう。 そう、アオバトも
森で生まれ、森から海までの途中で得た栄養を再び森
に持ち帰り、森に栄養を戻しているのです。
　こうした水や栄養のサイクルを私たちは『アオバト
の環』と呼んでいます（図3）。

　このようにアオバトのふしぎな生態が徐々に明ら
かになるとともに、山から海までの豊かで多様な日本
の自然環境がアオバトの暮らしを支えていることが
分かってきました。 アオバトを大切に思うことは、日
本の自然を大切に思うことに他なりません。
　身近な自然のふしぎに興味を持つことで、自然を大
切に思う気持ちが生まれます。

　アオバトは春秋には日本列島を大きく
移動しているにも関わらず、移動コースや
時間帯など、いまだに多くの謎に包まれてい
ます。 
　あなたもこの鳥のふしぎについて一緒に
謎解きをしませんか？

金子　典芳
Kaneko  Noriyoshi

大磯町・平塚市周辺で活動している野鳥
観察グループ『こまたん』のメンバーで、
アオバトに限らず野鳥のことに興味は
尽きないが、夏の週末は照ヶ崎通いが多
くなる。

プロフィール

5. 森と海をつなぐ『アオバトの環』 6. アオバトと日本の自然

アオバトの環図 3
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　21世紀の今日、世界中にその運動の輪が広がってい
るナショナル・トラスト。 後世に残したい貴重な自然
や景勝地、歴史的建造物を取得し、保全と維持、そして
その地を人々の憩いの場として、公開することを目的
としている環境保護運動です。　　
　そして、この運動の発祥の地であり、私たちにとって
の手本となっているのが英国ナショナル・トラスト
（National Trust）です。 このコーナーでは保護資産
（プロパティ）をご紹介しながら、その理念や歴史、ボラ
ンティアや地元市民との関わり方、運営方法などをご
紹介します。

　第一回は、この原稿を書きながら、この２週間ほど滞
在している北ウェールズにある築700年の城、チャー
ク城です。 日本では鎌倉時代、1310年に築城した
チャーク城は長い歴史のなかで、貴族の館として今日

に残りました。 なかでも、18世
紀のハーハー（空堀の境界）が
残るガーデンは、特別自然美観

保護地域（AONB）に指定されているこの一帯を一望
できる素晴らしい眺めと、およそ200年の歴史を刻む
イチイの木のトピアリーが有名で、これまでにも数々
の賞に輝いています。
　また480エーカーの広大な敷地には、希少な無脊椎
動物、コウモリ、真菌、野生の花々の重要な生息地とし
て科学的に貴重な一帯としても指定されています。 
見渡せばどこまでも続く緑の草原、そのなかに草を食
むヒツジの親子が点在していますが、イギリスでも珍
しい野生のポニーや黒ヒ
ツジも生息しています。
　城内は17世紀から19
世紀にかけての貴族の
暮らしぶりがわかるゴー
ジャスなインテリアも見
応えがありますが、連日
やって来る小学生や休日
に訪れる子どもたちを対
象としたボランティアに
よる中世の騎士や貴婦
人たちが、当時の生活を
城の内外で実演している
のが、何とも微笑ましい
光景です。

ガーデンから望むチャーク城

Ono Mari
1999年より英国ナショナル・トラストを歴訪。 2001年から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。 2002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

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法人ザ・ナショナル・トラストサポートセンター
お 　  の

Vol.1

北ウェールズの秘密の花園
築700年チャーク城の魅惑
Chirk Castle （Wrexham, North Wales）

◀
ガーデン入り口。見事に
刈り込まれたイチイの木
のトピアリーが訪れた者
を迎え入れる。

▲ 連日やって来る小学生の見学会の
様子。中世の帽子やベストを身に
つけ、地元ボランティアガイドか
らの解説を受けながら、当時の城
での生活を疑似体験できる。

▲ 過去に倒れた巨木の解
説。地元のウェールズ語
と英語で年代を追いな
がら子どもにも分かり
やすく説明されている。

◀
チャーク城内部。築700
年の外壁からは想像つか
ない優美な貴族な館と
なっている。 各部屋では
地元の年配ボランティア
がガイドを務めている。

満開のラッパ水仙とチャーク城。
ガーデンの一角だが、手入れはボ
ランティアによるものが多い。

◀
黄色く囲んだ
部 分 が ハ ー
ハー。この空
堀の境界のお
かげで、英国
の田園風景が
どこまでも続
く美しい景観
となっている。

Photo  ©Mari Ono

Chirk Castle 
http://www.nationaltrust.org.
uk/chirk-castle

National Trust 
Chirk Castle

アイルランドアイルランド

イギリスイギリス

ロンドンロンドン

マンチェスター

エディンバラ

マン島
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かながわトラストニュース

2016年
3月19日（土）・20日（日）

2016年 3月

SATOYAMA&
SATOUMIへ行こう
　日本内外で活躍す
るアイドルグループ
が「里山里海」活動を
応援するイベントに参加しました。 会場は例年のとお
りパシフィコ横浜です。 今回は、3月2日にアイドルが
小網代の森でササ刈り作業を行った様子を本会場のス
テージで紹介しました。 また、財団ブースではパネル
展や募金活動を行い、両日とも盛況でした。

2016年
 5月22日（日）小田原で植樹会

　『緑の祭典・かながわ未来の森づくり2016 in おだわら
～かながわの森に木を植えよう!!』が小田原市荻窪（辻村
植物公園隣接地）で行われました。 植樹会や林業PRコー
ナー、自然観察会などが行われ、228名もの参加者で賑わ
いました。 植樹会で
は、木材を循環利用す
る目的で花粉症対策
品種(少・無花粉等)の
スギやヒノキなどの
苗木を植樹しました。

　当財団では、緑の募金等
による支援を行った学校の
うち、校内の緑化活動に継
続して取り組んだ学校を表
彰する「学校緑化活動優秀
校表彰」を平成27年度からスタートしました。
初年度の今回は、緑化活動を積極的に行い、継続的に緑
の募金へご協力をいただいている神奈川学園中学高等
学校と横浜富士
見丘学園中等教
育学校の2校を
表彰しました。

緑の募金表彰学校

▲左からアイドルグループ「アップアップガールズ（仮）」古川
小夏さんと佐藤綾乃さん、「ハロプロ研修生」の橋本渚さん
が参加。 慣れないノコギリでのササ刈り挑戦し、短い時間で
したが３人とも熱心に作業を進めていました。

▶
会場内のステージ発表
では、小網代の森の生
きものクイズが好評で
した。

小網代の森イベント

各 日50名大募集!!

アカテガニ放仔観察会
6 ・20 ・21 ・8/ 39/2016 土 日土 土

京急線三崎口駅改札前 15:30集合

京急線三崎口駅 21:00解散

※雨天中止。 雷注意報発令でも中止となります。

対象/定員
小学3年生以上（小中学生は保護者
同伴）/各日50名 ※申込多数の場合は抽選
参加費
会員 一般無料 1,000円
学生（小～大学生）500円
持ち物など
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

申込方法

7月20日●まで水申込
期間

※バス代は各自負担

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。 

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、ガイダンス後に
膝丈まで海に入り、カニの放仔の観察を行います。

※団体10名以上の申込みの場合は別途受付。 詳しくは財団事務局まで

ミドリ特別申込み

▲製材所見学コースも行われました。

▲横浜富士見丘学園の皆さまと財団

▲神奈川学園の皆さまと財団



会員
一般 1,000円

500円
8時～15時30分

ヤビツ峠周辺の登山道を歩こう20日（日）11月

【コース】 秦野駅バス停⇒ヤビツ峠～岳ノ台～菩提
峠～ヤビツ峠～蓑毛

【講師】 NPO法人かながわ
森林インストラクターの会

【集合】 小田急線
　　　秦野駅

森林探訪 【共催】 NPO法人かながわ森林インストラクターの会
【森林探訪申込先】 往復ハガキにイベント名・参加者全員の氏名・住所・電
話番号・年齢を記入し、〒252-0332 相模原市南区西大沼1-25-4　内野 ミ
ドリまで（☎042-758-5058） 
かながわ森林インストラクターの会 自然観察部会

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

会員
一般

無料
500円

みどりのがっこう

【講師】 神保 賢一路 氏
【集合】 京浜急行線
　　　 日ノ出町駅

動物博士と一緒に
野毛山動物園へ
行こう

8日（土）10月
10時～14時

【共催】生活協同組合ユーコープ

10人（先着順）
受付：8/1～

古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】（公財）鎌倉風致保存会

会員
一般

無料
500円

13時～16時

頼朝の足跡を
訪ねて

5日（土）11月

【コース】 鎌倉駅東口～法華堂（白旗神
社）～頼朝墓～荏柄天神社～永福寺跡

【講師】 八幡 義信 氏

【集合】 JR 横須賀線
　　　 鎌倉駅東口

80人（先着順）
受付：10/1～11/13
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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。
【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。

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

会員
一般
2,000円
3,000円

トラスト緑地周遊ツアー

箱根トラスト緑地周遊21日（水）9月
9時30分～16時

50人（先着順）受付：7/1～

30人（先着順）受付：8/1～

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

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

※バス代・施設利用料込

自然観察会

50人（先着順） 受付：7/1～

【コース】 生麦駅～キリンビール横浜工場
内ビオトープ～CSR活動についての講座

【講師】 小林 範和 氏
【集合】 京浜急行線
　　　 生麦駅東口

キリンビール横浜工場で
ビオトープ見学と
CSR活動を学ぶ

4日（日）9月
10時～12時30分

【協力】キリンビール横浜工場

★キリンビールより、ドリンク一杯プレゼント‼

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

15日（木）9月
古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】 （公財）鎌倉風致保存会自然観察会

10時～15時30分

秋を先どり！！
栗ひろいと自然観察会

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

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

30人（先着順）
受付：7/1～

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

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

自然観察会

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

小網代の森へトンボとカニに
会いに行こう！15日（土）10月

10時～15時

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

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

自然観察会

早春の花を観察
10時～15時
25日（土）3月

【講師】 足立 直義 氏

【集合】 小田急線
　　　秦野駅

ナチュラリスト

30人（先着順）
受付：1/3～

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

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

ウォーキング

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

大磯の名所旧跡と
トラスト緑地を巡る

10時～15時
18日（土）2月

鴫立庵の入庵料は各自負担

2017年

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

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

自然観察会

【講師】 坂本 堅五 氏
【集合】 小田急江ノ島線
　　　 六会日大前駅

野鳥観察会
～境川遊水地公園で
　水辺の野鳥観察～

10日（土）12月
10時～14時

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円

かながわトラストみどり財団

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

主催イベント

申込
方法

※参加申込いただいた方への開催日1週間前の事前連絡は今後行いませんので、ご注意ください。

20人（先着順）受付：9/1～

30人（先着順）受付：10/1～

30人（先着順）受付：12/1～



イベント

11月

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

12月

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

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

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

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

枝打＆施設見学

1月
竹林整備 【集合】 小田急多摩線  栗平駅南口：8時30分

         （徒歩で現地）
【共催】 川崎市・（公財）川崎市公園緑地協会

【活動場所】 湯河原町 鍛冶屋

【活動場所】 秦野市 弘法山公園

【活動場所】 真鶴町 真鶴町県行造林

【活動場所】 南足柄市 塚原水源林

【活動場所】 南足柄市 塚原水源林

2017年

下刈＆イベント

緑の募金 保全活動 緑の募金による森林保全活動を行います。

【活動場所】 川崎市 
                栗木山王山特別緑地

受付：8/1～

受付：7/1～

受付：7/1～

【活動場所】 秦野市
　　　　　全国植樹祭地

9月 除伐（ササ刈）
【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 
　　　小田原駅西口：8時30分
　　　（専用バスで移動）

2016年

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

【活動場所】 南足柄市 
　　　　  県立21世紀の森

50人（先着順）

（先着順）50人

※定員になり次第締切

【活動場所】 箱根町 小塚山
              トラスト緑地

開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

100人（先着順）
受付：8/1～

100人（先着順）
受付：9/1～

100人（先着順）
受付：9/1～

100人（先着順）
受付：9/1～

100人（先着順）
受付：10/1～

100人（先着順）
受付：11/1～

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

100人（先着順）

県民参加の森林づくり ※定員になり次第締切温泉入浴あり自家用車での参加可

10月

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

植 栽 【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 小田原駅西口：
　　　8時30分（専用バスで移動）
【共催】 箱根町

16日（日）

27日（日）

3 日（木）

10日（土）

19日（土）

29日（土）

14日（土）

予備日：　無

予備日：　無

予備日：11/28（月）

予備日：10/17（月）

予備日：　無

予備日：1/15（日）

予備日：10/30（日）

10日（土）
予備日：　無

22日（木）

1 日（土）

予備日：9/23（金）

予備日：10/2（日）

【活動場所】 鎌倉市 梶原

【活動場所】 箱根町 元箱根 お玉が池

100人（先着順）
受付：7/1～

100人（先着順）
受付：8/1～

申込
方法

【申込先】 （公財）かながわトラストみどり財団 みどり森林課
　　　　 〒220-0073 横浜市西区岡野2-12-20     045-412-2255     045-412-2300     midori@ktm.or.jp     www.ktm.or.jp
【申込方法】 活動内容をご確認の上、●参加希望日 ●参加希望者の氏名（ふりがな）・住所・電話番号 ●登録番号をお持ちの方は登録番号
を明記して、電話・FAX・Eメール・ハガキ・財団WEBサイトにてお申し込みください。
【荒天の場合】 予備日のある場合は延期、ない場合は中止となります。
【実施の可否の確認方法】 実施日前日の18時以降に、電話（045-412-2255）でご確認ください。 録音テープでご案内します。

1 日（木）

予備日：9/2（金）
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予備日：7/28（木）【活動場所】 小田原市緑の祭典植栽地

予備日：8/4（木） 【活動場所】 箱根町 元箱根

予備日：8/22（月）【活動場所】 相模原市緑区 青根

8月

27日（水） 下 刈 【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 
　　　小田原駅西口：8時30分（専用バスで移動）

3 日（水） 除 伐 【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 小田原駅西口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
　　　 箱根高原ホテル駐車場：9時30分

21日（日） 除伐&発表会 【集合】 小田急線 本厚木駅南口：8時30分（専用バスで移動） 
　　　 宮ｹ瀬湖畔鳥居原駐車場：9時30分
【共催】 （公財）相模原市まち・みどり公社
◆午後に発表会でボランティア団体を紹介します。

100人（先着順）

100人（先着順）

受付：5/1～

受付：6/1～

100人（先着順）
受付：6/1～

7月
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事務局だより

イベントや機関誌ミドリの感想など、
お寄せいただいた中から一部を紹介します。お便り紹介

　ご応募いただいた方の中から「書籍の紹介」の『「奇跡の自然」の守りかた～三浦半島・小網代の谷
から』（著者：岸由二／柳瀬博一）を抽選で５名様にプレゼントします。 
　応募は、『101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。

　100号おめでとうございます。 創立30周年なのですね。
私もささやかながら参加させていただき、ずいぶんたっ
てこの春退職となりました。これからは時間たっぷりあ
るので、イベントにも参加してみたいと思っています。
（渡辺さま）
　ぜひ、自然観察会や初心者向けの森林づくりに参加してく
ださい。たくさんの仲間が待ってます。（事務局）

　NPO法人 小網代野外活動調整会議の
岸氏、柳瀬氏の共著により、これまでの小
網代の森の保全の経緯から、森の手入れ方
法など、「奇跡の自然」といわれた自然環境
の素晴らしさと、そこで培われたボラン
ティア活動について紹介されています。

「ミドリ100号」の感想

　地元でありながら初めて訪れる所ばかりでとても参考
になりました。 ガイドのインストラクターさんの説明で
地元の良さがよくわかりました。 今後も観察会に積極的
に参加したいと思います。(岩下さま)
　陣ヶ下渓谷や西谷の横浜水道記念館等を巡り自然環境と
歴史的環境を学べる企画でした。 これからも神奈川の魅力
を伝える観察会を計画したいと思います。（事務局）

＜自然観察会＞2016年5月14日
「横浜の秘境及び近代水道発祥の地を訪ねて」の感想

締切

（金）
7/29

『「奇跡の自然」の守りかた
 ～三浦半島・小網代の谷から』
著者：岸  由二／柳瀬 博一
出版社：ちくまプリマー新書
2016年5月9日 発売

※上記プレゼント企画あり

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。

イオンリテール（株）南関東カンパニー、ウエインズグループ、神奈川
えびね会、（株）神奈川保健事業社、（株）環境管理センター、ライオンズ
クラブ国際協会330-B-3R、（株）りそな銀行、藤崎英輔

13億5,811万2,341円寄附累計額（2016年3月末現在）
寄附者名（2016年1月～3月）（敬称略）

募金箱設置協力
横浜銀行本支店、神奈川銀行、さがみ信用金庫、平塚信用金庫、川崎信用金庫、横浜信用金庫、JA神奈川県信連、湘南信用金庫（一社）神奈川県建築工事務所
協会鎌倉支部、箱根高原ホテル、箱根観光船㈱箱根町営業所、（一社）神奈川県建設業協会県央支部、伊豆箱根鉄道㈱箱根船舶営業所、伊豆箱根鉄道㈱
箱根関所跡船舶営業所、伊豆箱根鉄道㈱湖尻船舶営業所、神奈川県建設業協会相模原支部、神奈川県立芦ノ湖キャンプ村、県立西丹沢自然教室、
県立秦野ビジターセンター、箱根観光船㈱元箱根営業所、かながわアートホール、県立山岳スポーツセンター、㈱神奈川保健事業社、（一社）川崎建設業協会、
箱根観光船㈱桃源台営業所、野天風呂かっぱ天国、県立宮ヶ瀬ビジターセンター、（公財）ポーラ美術振興財団ポーラ美術館、どんぐりハウス、㈱白井組、
県立フラワーセンター大船植物園、秦野市環境産業部環境保全課、神奈川県道路公社、神奈川県庁各所属・出先機関

（2015年4月～2016年3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。

（株）ヤマシゲ、三洋測量設計㈱、平塚農業高校演劇部OB、阿部和見、
安藤誠治、池谷善博、石渡謙治、井田侑子、市川勝弥、一戸多恵子、井出栄、井
上和代、井上哲也、井上譲、岩田佳世子、内田達夫、梅川照子、大川須美、
大塚敏、大橋作栄、大山たか子、小川好美、小野清美、川田みゆき、久保新一、
久保幸子、小泉一郎、小島やす、後藤敬子、小日向明、小峯正、齊藤吉之、
坂本照子、坂本守、佐々木精朗、笹野武則、篠田和宣・洋子、柴崎えつ子、
清水健二、清水紀彦、菅井良幸、菅沼千幸子、杉山圭子、鈴木史人、髙橋
淳、髙橋徹宗、髙橋敏雄、田中晃、辻内和七郎、土屋堯央、天井悦子、土岐
準光、戸倉美惠子、内貴治子、内藤誠一、中島光子、沼田綾子、泊瀬川亨、長
谷川正美、長谷川美代子、濱尾光吉、林ちづ、平野政藏、藤本瑠美、星野昇、
前田眞智子、増子忠治、三浦正子、三浦良枝、三栖繁子、三好烈子、宮田勇
武、宮本聰、森由佳子、守本洋子、矢部黎子、山口英夫、山村宣夫、山本勝久、
山本政男、脇元春樹、渡部明、匿名6名

寄附者名(2016年2月～4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

534人
731人
25人

1,290人

3,930人
7,085人
262人
322人

11,599人

（2016年3月末現在）

普通会員 緑地保全
支援会員

会員数

BO
O
K お す す め の 書 籍 を 紹 介
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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、これからも活動を取り組むため、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
動に協力してもらうため
の事業。　

財団事業にご支援をお願いします

緑の実践団体研修会水源林広報

　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。

　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。

緑地保全事業
　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。

　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

県民参加の森林づくり事業 緑の募金事業

同封の振込用紙の取扱いについて トラスト緑地保全支援事業では、指定されたトラスト緑地のボランティ
ア活動を支援するため、寄附の協力をお願いしています。
①本用紙は「キャンペーン用振込用紙」です。会費については更新時期になりましたら、別途お送りしますので、こ
の用紙での会費振込はご遠慮ください。
②振込の内訳に記載がない場合は、財団事業への寄附とさせていただきます。③寄附いただいた皆様を機関誌「ミ
ドリ」等で紹介します。紹介不要の方は振込用紙通信欄に『匿名希望』とご記入ください。④領収書や礼状等の返信
がご不要の方は、振込用紙通信欄に□をお願いします。付属の振込用紙で、ゆうちょ銀行・郵便局で手続きできます



公益財団法人

かながわトラストみどり財団

ミドリ（midori） No.101 夏号 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

あなたも写真を掲載してみませんか？
　皆さまが感じる神奈川の自然について、写真とエッセーをお寄せくだ
さい。 動植物から風景写真など、皆さまの作品をお待ちしております。 
採用された方には粗品をプレゼント。
応募方法：作品は用紙かデータ（JPEG等）、撮影場所、題目、説明 （100字
程度）、名前、連絡先、電話番号を郵便かメールにてお送りください。
注意事項：作品は応募者本人が撮影したものに限ります。 被写体の肖像
権は十分に配慮してください。

　緑の祭典・かながわ未来の森づくり2016植樹会場にて。
　2016年度「ミス日本みどりの女神」の飯塚帆南さん、川本理事長、
南足柄緑の少年団でシダレザクラを植樹。

「記念植樹会にて」
写真撮影者：事務局　撮影場所：小田原市荻窪

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



払込取扱票 振替払込請求書兼受領証

公益財団法人かながわトラストみどり財団

公益財団法人
かながわトラストみどり財団

通常払込料金
加入者負担

口座記号番号 千 百 十 千 百 十 円万

振
込
に
は
手
数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
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だ
さ
い
。

各
票
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、
ご
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頼
人
に
お
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て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

切
り
取
ら
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お
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し
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だ
さ
い
。

記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
は
、
そ
の
箇
所
に
訂
正
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
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横浜

金
額

料
金

備
考

加
入
者
名

ご
依

頼

人
・
通

信

欄
日
　
附
　
印

※寄付金内訳

媒体：ミドリ101号（専用）

［※会費振込はご遠慮ください。］
キャンペーン用振込用紙です

□財団事業（公益目的事業）への寄付

円

円

□財団運営事業への寄付

※

お
と
こ
ろ

お
な
ま
え

〒

会員番号（　　　　　　　　　　　　　）

（ご連絡先電話番号　　　　―　　　　―　　　　　）

□領収書等が不要な方はチェックをお願いします。

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行）（承認番号横5996号）

これより下部には何も記入しないでください。

この受領証は、大切に保管してください。

百 十 千 百 十 円万千
金
　
額

ご
依
頼
人

料
　
金

備
　
考

口
座
記
号
番
号

加
入
者
名

※おなまえ

様

通常払込
料金加入
者 負 担

日附印

※

※



この場所には、何も記載しないでください。

この受領書により募金の領収書に代えさせ
ていただきます。
　　（公財）かながわトラストみどり財団
　　電話 0 4 5 - 4 1 2 - 2 5 2 5

（ご注意）
・この用紙は、機械で処理しますので、金額を記入
する際は、枠内にはっきりと記入してください。ま
た、本票を汚したり、折り曲げたりしないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は郵便局の払込機能
付きATMでもご利用いただけます。
・この払込書を、ゆうちょ銀行又は郵便局の渉外員
にお預けになるときは、引換えに預り証を必ずお受
け取りください。
・ご依頼人様からご提出いただきました払込書に記
載されたおところ、おなまえ等は、加入者様に通知
されます。
・この受領証は、払込みの証拠となるものですから
大切に保管してください。

収入印紙

印

課税相当額以上
貼　付


