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桜ヶ丘緑地で長年にわたって活動している市民団体の
「桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクト」が

平成２８年度 神奈川県環境保全功労者として表彰されました。　

■桜ヶ丘緑地の出入口は民有地を通るため、通行の許可が必要で自由な立入ができません。
　緑地を訪れたい方は定例のボランティア活動や自然観察会等にご参加ください。

■みどりのトラスト会員（桜ヶ丘緑地のために）・寄付のお願い
　普通会員から任意で加入でき、年間３千円から桜ヶ丘緑地の保全への支援ができます。
このほか、桜ヶ丘緑地保全のための寄付も受付しています。

■桜ヶ丘緑地でボランティア活動への参加
　「桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクト」の自然再生活動や環境維持活動に参加できる
方を募集しています。 定期的な活動は第１日曜日、第３土曜日に実施しています。 詳しい内
容については財団事務局へご連絡ください。

自然へ一歩

むしとり
＆

スケッチ大会

講師の神保賢一路 氏 （緑地環境プロデューサー）

　8月7日（日）、トラスト緑地として
保全されている桜ヶ丘緑地で恒例の
「第９回親子むしとり大会」が行われ
ました。 小さな緑地に100名以上の
親子が集まり、スタートの合図で虫と
り網を持った子どもたちがフィール
ドに駆けだしました。 この緑地はボ
ランティアの活動によって田んぼな
どの水辺の環境が再生されているた
め、多くの生物が採集されました。
　採集された生物は、その後子ども
たちのスケッチの題材として虫かご
に入れられ、イベント終了後に緑地
内で放たれました。

まさに生物多様性の宝庫！
ボランティア活動で

水辺の再生ができている！
素晴らしい。

桜ヶ丘緑地
で

桜ヶ丘緑地で長年にわたって活動している市民団体の
「桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクト」が

平成２８年度 神奈川県環境保全功労者として表彰されました。　

mushitori

sketch

桜ヶ丘緑地（横浜市）

7月11日（月）に表彰式が開港記念会館で行われ、環境農政局長から、表彰状と楯が贈呈されました。



　開発計画が変更され、保全地域となった三浦半島先
端の＜奇跡の自然＞、小網代の森が一般開放されて3
年目に入りました。 神奈川県、三浦市、（公財）かながわ
トラストみどり財団、NPO法人小網代野外活動調整会
議による多元的な連携活動と、これを応援して下さる
市民・市民団体・企業の多岐にわたる協働が安全、魅
力、生物多様創出、さらに訪問者の活用支援等の現場
作業を支えています。
　その連携・協働の中で日々、森の作業を進め訪問者
の調整・ガイドなどを担当しているのが、NPO法人 小
網代野外活動調整会議（以下、NPO調整会議）です。 そ
の法人の仕事と、これを支えてくださる（公財）かなが
わトラストみどり財団（以下、トラスト財団）、行政、企
業、市民団体の連携・協働の歴史と現在、そして未来に
ついてお話しします。

ガイドに従事するスタッフを直に目にされたことの
ある皆さんも少なくないはずです。

　三戸・小網代地域におけるゴルフ場を含む総合開発
計画が京浜急行電鉄株式会社から公表されたのは、
1985年のことでした。 多くの団体が保全活動を始め
ましたが、その中に施設型のリゾート開発に頼らず、
緑と共生する都市基盤整備を工夫したいとの代案提
示を貫き、行政・企業による谷の保全努力をずっと応
援し続けた＜ポラーノ村を考える会＞、＜小網代を支
援するナチュラリスト有志＞、＜小網代の森を守る会＞
などの団体がありました。 NPO調整会議はその歴史
を引き継ぐ法人です（詳細は近著、「奇跡の自然」の守
りかた：岸・柳瀬、ちくまプリマー新書を参照してくだ
さい）。

　任意団体としての設立は1998年。 県の保全方針は
1995年に出されたのですが制度も枠組も確定できず
にいたその時代は、意見の異なる諸団体が林立する混
乱期でもありました。
　その混乱が行政や企業の保全努力への妨害にならな
いよう、諸団体の相互調整組織をつくる動きが＜小網
代の森を守る会＞周辺から提案され、トラスト財団が
積極的に呼応して創設されたのが任意団体の＜小網代
野外活動調整会議＞だったのです。
　調整会議はトラスト財団の開催する＜小網代の森保
全管理活用検討会＞を基礎に協働作業を進めました。
先行買収された公有地で、2001年度末からは県と分担
出資し、アカテガニのビオトープ整備や公道を利用し
た各種の調査、イベント、パトロールなどを進め、5年間
にわたる協働の最終年、（国土審議会による小網代の森
近郊緑地保全区域指定が確定した2005年）、県の関連
委員会の要請を受けNPO法人になりました。

　NPO調整会議は協働事業終了後も同様の管理・調整
作業の継続を要請され、保全・管理の役割分担に関する
覚書を県、市、トラスト財団、NPO調整会議4者で締結
し、現在に至っています。 自然愛好団体として小網代
の森で活動しているの
ではなく、自主的な資
金調達を基本としつ
つ、4者合意が規定す
る役割分担に従って保
全の協働事業を進める
仕事法人なのです。

　県の保全方針表明から10年後の2005年、国の国土
審議会が浦の川の流域を中心として70haを近郊緑
地保全区域に指定しました。 つづいて県による公有地
化がすすみ、2011年には中心部分65haが特別保全地
区に指定され、3年後の2014年7月19日、谷を縦断する
約1.3kｍの散策路と2か所のテラスの完成を祝う式典
が森で開催され、翌20日から一般市民の利用が始まり
今日にいたっています。
　保全軸となる散策路完成の数年前からの仕事は規模
を拡大し、突貫工事の日々もありました。 中心は、谷底
領域５haほどを防火・通行安全、ならびにその後の自
然保全の基礎として湿原化する作業でした。 背丈の倍
ほどに伸びたササ原を全伐し、水路を調整して地下水
位をあげオギ、アシ、ガマ原を創出する作業が続きまし
た。 これを追って県の散策路(湿原化を考慮した木道
「ボードウォーク」)整備が進んだのです。
　湿原回復作業はおおむね予定通りに進みました。 
泥湿地、ジャヤナギの湿地、豊かな日照のある水路の創
出などもすすみゲンジボタル、ヘイケボタル、サラサヤ
ンマなどの希少昆虫やタコノアシ、ハンゲショウ、シロ
バナサクラタデなどの湿原植物が復活をとげたのも作
業の大きな成果となっています。
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NPOの仕事
　NPO調整会議は単純なボランティア組織ではあり
ません。 出資者への利益還元を趣旨とする営利組織で
はありませんが、助成金や寄付金のほか自主事業によ
る収入で資金調達を行い、森の保全管理や環境学習支
援等をこなす事業型の非営利（収入は公共活動に使用
し出資者には分配されません）法人です。
　広報を兼ねた企画として、一般参加者を受け入れる
自然観察・ボランティアイベントも実施しますが、仕
事の柱は環境管理作業や専門的なガイドです。 オギ、
アシ、ガマなどの湿原の創出と保全管理、水系の日照
回復作業、サラサヤンマ、ホタルなど希少生物の保護
や調査、アレチウリ・ネズミホソムギ・トキワツユク
サ・カナムグラなど生態系を強く攪乱する外来・在来
生物のコントロール、防災対応作業、散策路の安全・魅
力管理等を行っています。 専門性高く責任ある作業の
ため有償スタッフが対応します。
　学校や各種団体から依頼されるガイド作業や、県が
企画するホタル観察会、トラスト財団の実施するアカ
テガニ放仔観察会の実行支援等も担当し、小網代紹介
のための各種の出版活動等も展開します。 法人名の
入ったビブス（ユニホーム）をつけ、森や干潟で作業・

ほう  し

小網代の森（三浦市）
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保全の歴史と調整会議

開園前後の突貫作業
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　NPO調整会議の作業は時に、単純な土木作業と誤解
されることがあるようです。 行政と連携してすすめる
小網代の自然保護の実像を理解していただくために、
すこし寄り道をして小網代保全の基本となるビジョン
について紹介しておきます。
　小網代は湿原が「手付かずのまま」守られたのではあ
りません。 保全の確定した2010年前後の小網代には、
「奇跡の自然」のイメージとはほど遠い光景が広がって
いました。 開発計画で1960年代末に水田耕作の終焉
した谷底では、水路の激しい縦浸食が進んでいました。
地下水位が低下して低地はササ、灌木、つる植物に覆わ
れ、谷戸斜面では巨木の
倒壊による崩壊も続き、
藪に覆われて暗黒化の進
む水系からホタルやトン
ボの賑わいも消えかけて
いたのです。

　それでも源流から干潟・海まで、ひとまとまりの流域
が自然状態でまとまっている小網代は、「多自然ポテン
シャル」とでも呼ぶべき潜在的可能性のきわめて高い
生態系であり、生物多様性のダイヤの原石のような自
然域であるという判断は、私を含む専門家たちの間で
不動だったと思います。
　その小網代の保全目標は過去の里山世界の復元で
も、縄文の昔の再生でも、もちろん手入れなしの放置で
もありえません。 経験と科学の知見に基づく適切な生
態・土木的な管理作業を通して、水循環、光条件、そして
植生等をコントロールしつつそのポテンシャルを全開
させ、森、干潟、海にいたる拡大流域生態系に、安全・魅
力とともにある前例のない多自然世界を創出してゆく
ことが小網代保全の基本指針と私たちは考え、行政と
ともに日々作業を続けているのです。

　そんな指針に沿う実践事例として、いま訪問者で賑
わう下流大湿地「えのきテラス」領域の自然創出作業を
写真（下）で紹介します。 2010年当時、当地はササとつ
る植物におおわれた深い藪でした。 調整会議はササ原
を全伐し、埋もれていた大エノキを救出し、雨水を誘導
する仕組みを工夫して全域をオギ主体の湿原に変えて
ゆきました。 この作業を追って県がボードウオークを
敷設し、100人規模が休憩できるテラス（救出された大
エノキを記念して、「えのきテラス」と命名されていま
す）を設置したのです。
　創出された湿原はボードウオークのおかげで大きな
攪乱やオーバーユースの心配がありません。 高位置の
ボードウオークは訪問者をマムシの危険からまもりま
す。 下面の日陰はアカテガニや、アカネズミの暮らし
の場になりました。 安全対策として定期的な刈込のあ
る側面ではシロバナサクラタデ、タコノアシ、ミゾコウ
ジュなどの貴重植物も回復しています。 野火の危険の
つきまとった危険な藪はいま、安全、魅力にも貢献する
多自然世界に変貌してゆく途上にあります。
　細部の工夫はさまざまですが、巨大シダの回復地と
なっている源流地から、ハンノキやジャヤナギが散在
しホタルや希少なトンボの増加する中流の水系・湿原
地帯、そしてハマカンゾウやハマダイコンの咲く河口

草原にいたるまで、小網代の谷筋の自然はさらに安全
で、魅力的な、生物多様性世界に向かってゆくことで
しょう。

　協働作業はNPO調整会議だけの仕事ではありませ
ん。 散策路の補修管理、大規模な草刈り、規模の大きな
倒木の処理など、基軸となる作業を担当するのはもち
ろん神奈川県です。 京浜急行電鉄（株）のCSR活動によ
るボードウオークやテラスの整備、東芝ライテック㈱、
DNP（大日本印刷㈱）によるハマカンゾウの保護支援
なども進んでいます。 保全地内の民有地の管理も担当
するトラスト財団とNPO調整会議が協働して緑の保
全をすすめ、各種の広報事業や一般参加型のイベント
を企画・実施しています。
　その協働の輪のなかで、縁の下の力持ちとして日常
的な現場作業を担うのがNPO調整会議の仕事です。 
訪問者の増加、保全の進展にあわせ、作業の規模も種類
も拡大し縮小する見通しはありません。 そのために必
要となる協力、そして活動資金をどのように確保して
ゆくのか、NPO調整会議にとって切実な課題となって
います。
　法人化以後、私たちの仕事は各種
助成組織から資金支援を得てきまし
た。 小網代地元にリゾートマンショ
ンとヨットハーバーを展開する㈱リ
ビエラリゾート社や、一般開放前か
ら寄附等をいただいている株式会社
東芝などの企業からは、トラスト財
団への寄付を介したまとまった支援
もあり、新たに小網代保全に関心を
寄せてくださる企業から、直接的な
支援も期待できる展開となってきま
した。
　自主事業による工夫も焦眉の課題
です。 4者合意に沿ってNPO調整会
議は、保全地域においてガイド事業、
有料イベント、各種出版物の販
売などを実施することができ
ます。 自然散策や学習で訪問
してくださる旅行業者や、学
校、市民団体が有償で依頼して
くださるガイド事業の収入は、
作業資金確保の大きな支援と
なっています。 事前にご連絡
をいただき有料ガイドを依頼
していただくことは、スタッフ

の研修・訓練ともなるきわめて貴重な協働と感謝して
いるところです。これらを総合して確保される活動資
金によって、年間累計1,000人を遥かにこえる調整会議
メンバーの現場作業が進められているのです。
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保全の基本ビジョン 実例としてのえのきテラス整備



　NPO調整会議の作業は時に、単純な土木作業と誤解
されることがあるようです。 行政と連携してすすめる
小網代の自然保護の実像を理解していただくために、
すこし寄り道をして小網代保全の基本となるビジョン
について紹介しておきます。
　小網代は湿原が「手付かずのまま」守られたのではあ
りません。 保全の確定した2010年前後の小網代には、
「奇跡の自然」のイメージとはほど遠い光景が広がって
いました。 開発計画で1960年代末に水田耕作の終焉
した谷底では、水路の激しい縦浸食が進んでいました。
地下水位が低下して低地はササ、灌木、つる植物に覆わ
れ、谷戸斜面では巨木の
倒壊による崩壊も続き、
藪に覆われて暗黒化の進
む水系からホタルやトン
ボの賑わいも消えかけて
いたのです。

　それでも源流から干潟・海まで、ひとまとまりの流域
が自然状態でまとまっている小網代は、「多自然ポテン
シャル」とでも呼ぶべき潜在的可能性のきわめて高い
生態系であり、生物多様性のダイヤの原石のような自
然域であるという判断は、私を含む専門家たちの間で
不動だったと思います。
　その小網代の保全目標は過去の里山世界の復元で
も、縄文の昔の再生でも、もちろん手入れなしの放置で
もありえません。 経験と科学の知見に基づく適切な生
態・土木的な管理作業を通して、水循環、光条件、そして
植生等をコントロールしつつそのポテンシャルを全開
させ、森、干潟、海にいたる拡大流域生態系に、安全・魅
力とともにある前例のない多自然世界を創出してゆく
ことが小網代保全の基本指針と私たちは考え、行政と
ともに日々作業を続けているのです。

　そんな指針に沿う実践事例として、いま訪問者で賑
わう下流大湿地「えのきテラス」領域の自然創出作業を
写真（下）で紹介します。 2010年当時、当地はササとつ
る植物におおわれた深い藪でした。 調整会議はササ原
を全伐し、埋もれていた大エノキを救出し、雨水を誘導
する仕組みを工夫して全域をオギ主体の湿原に変えて
ゆきました。 この作業を追って県がボードウオークを
敷設し、100人規模が休憩できるテラス（救出された大
エノキを記念して、「えのきテラス」と命名されていま
す）を設置したのです。
　創出された湿原はボードウオークのおかげで大きな
攪乱やオーバーユースの心配がありません。 高位置の
ボードウオークは訪問者をマムシの危険からまもりま
す。 下面の日陰はアカテガニや、アカネズミの暮らし
の場になりました。 安全対策として定期的な刈込のあ
る側面ではシロバナサクラタデ、タコノアシ、ミゾコウ
ジュなどの貴重植物も回復しています。 野火の危険の
つきまとった危険な藪はいま、安全、魅力にも貢献する
多自然世界に変貌してゆく途上にあります。
　細部の工夫はさまざまですが、巨大シダの回復地と
なっている源流地から、ハンノキやジャヤナギが散在
しホタルや希少なトンボの増加する中流の水系・湿原
地帯、そしてハマカンゾウやハマダイコンの咲く河口

草原にいたるまで、小網代の谷筋の自然はさらに安全
で、魅力的な、生物多様性世界に向かってゆくことで
しょう。

　協働作業はNPO調整会議だけの仕事ではありませ
ん。 散策路の補修管理、大規模な草刈り、規模の大きな
倒木の処理など、基軸となる作業を担当するのはもち
ろん神奈川県です。 京浜急行電鉄（株）のCSR活動によ
るボードウオークやテラスの整備、東芝ライテック㈱、
DNP（大日本印刷㈱）によるハマカンゾウの保護支援
なども進んでいます。 保全地内の民有地の管理も担当
するトラスト財団とNPO調整会議が協働して緑の保
全をすすめ、各種の広報事業や一般参加型のイベント
を企画・実施しています。
　その協働の輪のなかで、縁の下の力持ちとして日常
的な現場作業を担うのがNPO調整会議の仕事です。 
訪問者の増加、保全の進展にあわせ、作業の規模も種類
も拡大し縮小する見通しはありません。 そのために必
要となる協力、そして活動資金をどのように確保して
ゆくのか、NPO調整会議にとって切実な課題となって
います。
　法人化以後、私たちの仕事は各種
助成組織から資金支援を得てきまし
た。 小網代地元にリゾートマンショ
ンとヨットハーバーを展開する㈱リ
ビエラリゾート社や、一般開放前か
ら寄附等をいただいている株式会社
東芝などの企業からは、トラスト財
団への寄付を介したまとまった支援
もあり、新たに小網代保全に関心を
寄せてくださる企業から、直接的な
支援も期待できる展開となってきま
した。
　自主事業による工夫も焦眉の課題
です。 4者合意に沿ってNPO調整会
議は、保全地域においてガイド事業、
有料イベント、各種出版物の販
売などを実施することができ
ます。 自然散策や学習で訪問
してくださる旅行業者や、学
校、市民団体が有償で依頼して
くださるガイド事業の収入は、
作業資金確保の大きな支援と
なっています。 事前にご連絡
をいただき有料ガイドを依頼
していただくことは、スタッフ

の研修・訓練ともなるきわめて貴重な協働と感謝して
いるところです。これらを総合して確保される活動資
金によって、年間累計1,000人を遥かにこえる調整会議
メンバーの現場作業が進められているのです。
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協働の輪と資金の調達



　協働連携で特に強調しておきたいのは、トラスト財
団の会員制度です。 かながわのナショナル・トラスト
運動をさらに推進することを目的に、2008年1月から
トラスト支援会員の制度をスタートさせています。
　これは、通常の会員会費に加えて、指定のあるトラス
ト緑地での市民活動に対して支援会費を提供できる会
員制度で、個人、法人での参加が可能です。 たとえば大人
一人が普通会員に登録すると年会費は2,000円。 個人の
場合であればこれに一口3,000円の支援会費を加算し、
支援先を指定して会員になることができるのです。
　支援会員制度から活動資金の支援を受けることがで
きるのはNPO調整会議を含めて現在3団体。 小網代の
森のファン、NPO調整会議のファンになってくださる
市民・法人が支援会員に登録してくださると、支援会費
がNPO調整会議に助成される仕組みになっています。
　自然保護活動はどの分野でも税金で賄うことがます
ます困難になりつつあります。 散策や活動に参加して
自然環境を享受する個人や企業の皆さんが、森の保全
管理作業を担う団体や法人の活動資金を、税金を介さ
ずに支えようとする習慣や文化が育ち、＜保全の成果
＞と＜支援の規模＞の共成長を励まし、持続し拡大さ
せていく常識や価値観のシフトがいま切実に必要とさ
れています。

　小網代では、トラスト財団が推進する支援会員制度
を通して、すでにそんな待望のメカニズムが、本格始動
しはじめているのかもしれません。

　森と湿原の織りなす浦の川の流域から、河口の干潟、
リアスの湾まで、小網代は奇跡的な多自然ポテンシャ
ルを秘めた自然です。 可能性の全面開花をめざす、保
全・活用・創造の協働の時代は、いま始まったばかり。 共
成長のメカニズムが順調に進めば、中央の谷に創出さ
れた明るい水系と広い湿原世界につづき、今後5年、10
年をかけて、大小の枝沢群の保水・多自然整備が進む予
定です。 平行して地元との連携が進み、おそらくは東日
本随一の生物多様性をほこるはずの河口干潟の県条例
等による保全も、遠からず実現してゆくのでしょう。
　三浦半島、首都圏をこえ、国際的にも評価されるはず
の＜流域多自然拠点・KOAJIRO＞の未来を開くのは、
行政、財団、企業、地元、市民、そして現場を支えるNPO
の縦横の協働でしょう。 支援会員制度を要とするトラ
スト財団とNPO調整会議との協働は、多くの小網代
ファンのご賛同をえて、その中心的な推進力になって
ゆかなければなりません。
　まずは、小網代支援のトラスト支援会員の登録から、
ご支援をよろしくおねがいします。
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トラストとの協働

前例のない
多自然流域生態系の創出へ

　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。

『「奇跡の自然」の守りかた
 ～三浦半島・小網代の谷から』
出版社：ちくまプリマー新書

※上記の本のプレゼント企画を18ページ『お便り紹介コー
　ナー』に掲載しています

BO
O
K お す す め の 書 籍 を 紹 介

プロフィール

岸  由二 Ki s h i  Y u j i
小網代野外活動調整会議代表理事
慶應義塾大学名誉教授。専門は進化生態学。小網代や
鶴見川流域で流域思考の都市再生にかかわる理論・実
践をすすめる。著者に『自然へのまなざし』、『環境を知
るとはどういうことか』『奇跡の自然・小網代を流域思
考でまもる』『流域地図の作り方』など。



油壺湾

えのきテラス

眺望テラス干潟

やなぎテラス 北の谷

まんなか湿地

中央の谷

浦の川

宮ノ前峠入口

南の谷

横浜駅

大船駅

鎌倉駅

久里浜駅

三崎口駅

小網代の森

A

＊みどりのトラスト会員になるとお得な優待が受けられます。
＊詳しい内容は各店舗にお問い合わせください。

Cafe＆restaurant
小網代の森 「ひげ爺の栖」

地元で採れる野菜や三崎港で上がる鮮魚を使った料
理が楽しめる一軒家のカフェ＆レストラン。 おすす
めはキンメの煮魚定食。

ランチ11:00～16:00（カフェは10:00～）、ディナー 18:00～
21:00（20:30L.O.）水曜日定休（祝日の場合は翌日）
tel/fax 046-845-6260
三浦市三崎町小網代2252-１
【アクセス】引橋バス停下車３分

ちょっと足を伸ばして三崎港まで～
ミサキドーナツ三崎本店
三崎銀座商店街にある古民家
カフェ。すべて手作りの15種類
程のドーナツが毎日店頭に並
びます。

11：00～17：00（土日は10：00～）　
火・水曜日定休　※季節により変更があります。
tel.046-895-2410　三浦市三崎3-3-4
【アクセス】三崎口駅から、三崎港バス停すぐ。
会員証提示▶コーヒー１杯を無料
＊三崎本店のみ優待対象です。

E

会員証提示▶
ランチメニューの注文で
ブレンドコーヒー１杯を
無料サービス

駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。

■横浜駅
↓京急線
■三崎口駅
　（約55分）

引橋へは三崎口駅バスターミナルより
京浜急行バス（4分）

小網代の森の利用について

所在地：三浦市三崎町小網代、
　　　 初声町三戸の一部
利用時間：
10月～3月 7:00～17：00
 4月～9月 7:00～18：00

２時間ゆったりコース

三崎口駅

　引橋引橋入口宮ノ前峠シーボニア
入口

徒歩15分 70分の散策

バス15分 バス5分

スタート!
ゴール!

シーボニア
クラブハウスレストラン

ヨット・ハーバー
施設のレストラン。
全席オーシャン
ビューの空間でカ
ジュアルなランチ
やカフェや食事が
楽しめます。

D

【平日】ランチ11:30～14:30、カフェ14:30～17:00、
ディナー17:00～20:00（19:00L.O.）
【土日祝日】ランチ11:30～15:30、カフェ15:30～17:00、
ディナー17:00～20:00（19:00L.O.）　年中無休
tel.046-882-1216
三浦市三崎町小網代1286　
【アクセス】シーボニア入口バス停下車5分
会員証提示▶レストランご利用飲食代の１０％引き
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小網代の森周辺 紹介マップ

小網代の森に行こう！

（マップ作成：株式会社 アド・カジエンス）

ペルル・カフェ
小網代湾で真珠貝の養殖体験を
行うＮＰＯ法人小網代パール海
育隊がカフェを開設。

Tel.046-881-010
三浦市三崎町小網代1385-18
会員特典：無

C

小網代湾でドーナツと
コーヒーでブレイク

小網代ビレッジ
小網代湾を眺めながらミサキドーナツや
ソフトクリームなどのカフェを楽しめます。

第2・4金曜日定休
Tel.046-881-0100
三浦市三崎町小網代1385-29　
会員特典：無

B

E

■大船駅
↓JR
■久里浜駅／
　京急久里浜駅
↓京急線
■三崎口駅
　（約60分）

やなぎテラス

シーボニア入口へは
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　イングランド中部の大都市バーミンガムから北へ
１時間ほど車で走ると、日本でも競馬で有名なダー
ビーの街があります。 その郊外にあるのが、今回ご紹
介する貴族の館「ケダルストン・ホール」です。
　英国ナショナル・トラストは、有料で見学できる約
350の歴史的建造物を保護しています。 その多くは国
から「重要」と認められたカントリー・ハウス（広大な荘
園を含めた大邸宅）や、英国の歴史的人物ゆかりの家な
どで、いずれもその建物が全盛期だった時代を忠実
に再現しています。 それらはまさに、「生きた歴史」
を学べる場所として、また「観光立国・英国」の貴重な
資源としても、地元住民にとって誇りとなっています。
　ケダルストン・ホールは、18世紀に英国で大活躍し
た建築家で装飾家であったロバート・アダムの代表作
のひとつです。 館のオーナーは11世紀から続く由緒
ある貴族カーゾン一族で、現在でもその末裔が館の
一角に暮らしています。 大理石で装飾された壮麗な
マーブル・ホールを中心に、見学ルートの各部屋には

　

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法人ザ・ナショナル・トラストサポートセンター
お 　  の

シリーズ 2

ボランティアに支えられる貴族の館
ケダルストン・ホール
Kedleston Hall （Derbyshire）

◀▲ ビジターセンターと看板
ケダルストンのビジターセンター。
まずはここで入園料を支払う。 入口にある
看板には近隣のトラスト地が書いてある。

ドローイングルーム▶
近年修復された客間の内
装。 オリジナルの生地は、
ボランティアによってさま
ざまな小物に再利用され
ショップで販売されている。

▼サルーン
ドーム型の天井装飾が
美しいサロン。

Kedleston Hall 
住所：near Quarndon, Derby, 
Derbyshire, DE22 5JH
https://www.nationaltrust.org.uk/kedleston-hall

Kedleston Hall
(Derbyshire)

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
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ガイド役の地元ボランティアが、部屋の特徴や調度品
について解説をしてくれます。
　ナショナル・トラストの歴史的建造物は、こうした
ガイド・ボランティアなしには成り立たないシステム

になっています。 例えば、このケダルストン・ホール
ほどの規模であれば、登録しているボランティア数は
300人前後です。 それに対し、ナショナル・トラスト
の有給スタッフはわずか10人ほど。
　特に館内ガイドは、野外の保全作業に比べ体力を必
要としませんので、そのほとんどが現役を引退した
高齢者、なかには80代や90代のボランティアも少な
くありません。 「寝たきり老人」が存在しない英国な
らではの「生涯現役」のボランティア活躍の場のひと
つが、ナショナル・トラストなのです。

ガーデン

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。 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。
新著『図説 英国ナショナル・トラスト』河出書房新社、ビアトリクス・ポター生誕150周年
記念刊行。ナショナル・トラストの保護地（プロパティ）70カ所紹介!英国ナショナル・トラ
ストの「いま」知ることができる１冊。

小野 まり プロフィール

▲マーブルホール　天井や壁のロバート・アダムの装飾に圧倒される
マーブル（大理石）ホール。

ケダルストン・ホール外観
古代ローマのパラディアン
様式の荘厳な外観。

▲ガーデン　天気の良い日は広大なパークを散策する人も多い。

Photo  ©Mari Ono

http://ntscj.org/
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フィールドノート

カニムシ・ひっそりと生きるムシの魅力カニムシ・ひっそりと生きるムシの魅力
佐藤　英文東京家政大学児童学科・短期大学部保育科教授

カニムシとは

カニムシが生息する場所

　日本は豊かな自然に恵まれています。 四季折々の美
しい花や彩り豊かな樹木、多彩な色彩を持つ鳥や虫な
ど、私たちを魅了する生き物たちがいっぱいです。 
　その一方で、小さな空間にひっそりと隠れて、私た
ちの目につきにくい生き物たちもたくさんいます。 こ
れらはめったに姿を現しませんが、よく調べてみる
と、日頃目にする生き物たちとはまたひと味違った世
界を見せてくれます。 カニムシの仲間もそのうちの一
つといってもいいでしょう。

　カニムシはクモガタ綱Arachnida、カニムシ目
Pseudoscorpionesに属する小さな節足動物です。 
クモガタ綱ということは、クモ、ダニ、サソリ、ザトウ
ムシなどと同じ8本の脚を持つ仲間に属します。 大き
さは、およそ1～7ｍｍ程度です。 敵に遭遇すると前を
向いたまま後退することから、アトビサリ・アトシザ
リなどとも言われます。 ただ、これらの名称はアリジ
ゴク（ウスバカゲロウの幼虫）を指すこともあるため、
今ではカニムシという名称が一般的です。 
　狭い空間に隠れてひっそりと生活していますから
人前に姿を現すことは滅多にありません。 サソリの
ような強大な鋏を持ち、トビムシ・ダニなどの生きて
いる小動物を食しています。 ツチカニムシ科を除く
多くは触肢の鋏の先端に毒腺を持っていて、餌を弱ら
せてから体外消化して食べます。
　世界では3,000種近くが知られており、日本ではそ

のうち60～70種ほどが確認されています。 研究者が
少ないため、まだ未記載種が多数生息していると推測
され、今後研究が進めば種数はおそらく倍以上に達す
ると推定されます。

　カニムシがもっとも多くみられる場所は、なんと
いっても土の中です。 といっても家庭の畑や花壇の
土を掘ってもまず見つからないでしょう。 落ち葉が
厚く堆積した孔隙の多い湿った土壌環境を好みます。
条件の良い場所ではツチカニムシ、コケカニムシ、ツ
ノカニムシ、カギカニムシ（写真1、2）などが生息して
います。 土の中から直接見つけるのは困難で、落ち葉
をふるったり、ツルグレン装置と呼ばれる漏斗のよう
な装置を利用して採集します。
　海岸にも生息し、潮間帯より上の岩場で植物が生え
ていない崖地などに多くみられ、直接観察することも
可能です。 特に体長5ｍｍを超す大型のイソカニムシ
は全国的に、２ｍｍ程度のコイソカニムシは暖流の流
れる海岸に多くみられ、両種とも江の島で発見されま
した（写真3）。
　カニムシはスギ・ヒノキ・ケヤキ・イチョウなどの
剥がれやすい樹皮下からも発見することができます。 
若い樹木よりも老熟した太い木に多く生息するため、
神奈川県ではたとえば大雄山や箱根にみられるよう
なスギ林の大木で見つけることができます。 トゲヤド
リカニムシ、ツヤカニムシなどが代表的な種類です。

写真1.ミツマタカギカニムシ（土壌性）
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　成体になると、通常の種は春から夏にかけて繁殖期
を迎えます。 雄が精包（写真4）を立てて、それを雌が腹
部で受け取って受精させます。 ヤドリカニムシの仲間
は雄と雌がダンスを踊って精包を交換するといわれ
ています（写真5）。 受精が終わると雌は巣を作ってそ
の中に閉じこもり、数個から数十個の卵を産み出し、
腹部につけたまま第１若虫が誕生するまで栄養を与
えて哺育します。 ヤドリカニムシの仲間は、繁殖期に
なると他の動物（ハチ、ザトウムシ、コウチュウなど）
の脚などにしがみついて移動（便乗）することが知ら
れています。

カニムシの一生

　そのほかに石の下や朽ち木の中、洞窟、家屋（古い家
の土蔵や倉庫、荷物や食品の間など）、タヌキ・マルハナ
バチなどの体や巣、といったところからも採集されま
す。 さらに農家の納屋から出てきたとか、古い本を開
いたら出てきたとか（英語でBook-scorpionとも言わ
れる）、正月に大豆を混ぜてある餅を焼いていたら豆の
隙間から出てきた、などといった面白い例もあります。

　種によってかなり幅がありますが、土壌性の種の場
合、低地ではおよそ1年～2年程度の寿命だと思われま
す（図１）。 これに対して、標高が高いところでは3～4
年をかけて成虫になるようです。 また樹上性のカニム
シ類は4年ほどかけて成虫になるようです。 
　親とそっくりの形をした第1若虫は、3回の脱皮を繰
り返した後に成体になります。 ハサミの動指に長い感
覚毛があり、通常は第1若虫の1本から始まり、脱皮す
るごとに増えて成虫は4本になるため各齢を特定する
ことができます。 

カブトツチカニムシの仲間の季節消長図 1
大部分の個体は初夏から秋にかけて脱皮し翌年繁殖期を迎える
ことがグラフから読みとれる。

写真5.トゲヤドリカニムシの
　　　ダンスと思われる行動

写真6.ツヤカニムシの抱卵（右上）と
　　　第1若虫誕生
　　　巣に閉じこもって子育てをする

写真2.オウギツチカニムシの仲間（土壌性）

写真３．イソカニムシ（海岸性） 写真４．イソカニムシの精包

13かながわトラストみどり財団 2016 秋 「ミドリ」no.102

フィールドノート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



最大密度
最小密度
平均密度

4000

3000

2000

1000

0

密度/㎡

子どもたちに人気のカニムシ

カニムシの棲める環境を

自然環境とカニムシ
　成熟した自然林の土壌などでは５～９種類程度、
１㎡当たり1,000個体近い密度が確認されることもあ
りますが、人為的に落葉が除去されたりシカやイノシ
シなどの踏みつけがおこる林では、個体数がぐっと少
なくなります。 よく手入れされた畑や公園などでは、
まず生きていくことができません。 
　また、外見上は鬱蒼とした森林であっても、周辺の
森林から隔離されて孤立した目黒の自然教育園や人
工的に作られた明治神宮のような場所では1～2種類
しか見つかっていません。 
　個体数密度も土壌の攪乱により大きな影響を受け
るようで、図2を見ると明らかに自然度の高い土壌ほ
ど個体数が多くなる傾向を示しています。

　小学生などを対象とした土壌動物調査を行うと、カ
ニムシは「かわいい」という感想が多いようです。 また
樹上性のカニムシなどもとても人気があります。まず
立派なハサミを構えた姿にびっくりします。 それでい
てサソリのような恐ろしさがなく、悠然とした雰囲気
がある。 ハサミを前に突き出して歩く姿は堂々として
いますが、逃げるときの行動はなかなかユーモラス。 
　自然観察会などでカニムシが見つかる環境は自然
に恵まれている証し、と解説されることも人気の一つ
かもしれません。 その意味では、教材としての価値も
持っているようです。

　最近、都市部に残された森林が縮小していたリ、護
岸工事で自然の海岸が激減しています。 また、公園な
どでカやガなどの駆除のため農薬が撒かれ、樹上性カ
ニムシ相が失われた例も最近ではあちこちで見られ
ます。 絶滅が心配されている種は小笠原諸島のテナガ
カニムシ（写真7）などごく一部ですが、これは絶滅危
惧種がいないのではなく、まだよくわかっていないの
です。 美しい緑を残すときに、カニムシのようなひそ
やかな生き物たちが生息できる環境にも配慮するこ
とを願っています。
　カニムシの研究は、基礎となる分類ですら未だ道半
ばです。 生理・生態・遺伝などについても未知の分野
で、これからの研究が期待されます。 みなさんも一度
カニムシの世界を覗いてみてはいかがでしょうか。

人為的影響による
土壌性カニムシ類の密度の違い
（グラフの中の範囲は標準偏差値）

図 2

佐藤  英文
Sato Hidebumi

東京家政大学児童学科・短期大学部保育科教授
カニムシ類の分類と生態の研究、子どもと身近
な自然をつなぐ草花遊びの研究、草笛の歴史と
文化の研究および普及活動、虫好きな保育者の
養成、などがおもな活動です。

プロフィール

人為的影響あり 人為的影響なし
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写真7．もしカニムシがこれくらい大きかったら？
　　 　小笠原諸島の絶滅危惧種
　　 　テナガカニムシ（松村しのぶ氏製作）
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かながわトラストニュース

2016年
8月11日（木・祝日）やどりき水源林のつどい

2016年
7月27日（水）小田原市荻窪の下刈作業

　新しい祝日『山の日』にあわせて、恒例の松田町寄に
て「やどりき水源林のつどい」が行われました。森林イ

ンストラクターの案内によるトレッキングや水生生物観
察が行われ、寄沢沿いの林道で水の流れを感じながらの
散策や沢に棲むプラナリアやカゲロウの幼虫などの観察
ができ、自然度の高い水源林の環境に参加者の多くが
癒されました。このほか、地元
の方々による祭囃子、草笛の
コンサートやパネル展、飲食
ブースの出展などによって普
段静かな森が賑わいました。

　参加者は当日８時半に小田原駅に集合し借上バスに乗って現地
へ移動。 今回は51名の参加者がありました。
　作業は夏の時期に繁茂し、樹木の生育を阻害する下草を刈るも
ので、今年５月に植樹した花粉症対策スギ・ヒノキは鹿などの食害
を防ぐネットが巻かれ、写真で見ると森林のアート作品のようで
す。花粉症対策スギ・ヒノキは「ミドリ」no.95でも取り上げた花粉
を発生させないように品種改良して生産されている苗木で、現在、
普及が進んでいます。
　この日の作業によって0.4haの下刈りを行うことができました。

2016年
7月23日（土）、24日（日）、8月6日（土）アカテガニ放仔観察会

ほう　し

お便り紹介

　紙しばい(ガイダンス)で覚えた３つのルールを守り
ながら海に入ったところ、なんと放仔の様子が５ひき以
上見れました。 しかし残念なことに魚がゾエアを食べ
ていました。 ぼくはこの体験の後、「小網代干潟の生き
ものたち」という本を買い、読んでみると、とても心に
残る本でした。 （横浜市 琉聖さん）

　放仔の観察が出来てうれしかったです。帰りには我々
が忘れている漆黒の闇。
　しかもその闇の中を蛍たちがお見送り。なんてすてき
な経験だったことでしょう。都会で過ごす人間が忘れて
いるもの。残すべき大切なものがここにあると思いまし
た。 （小林さん）

7/23 「アカテガニ放仔観察会」に参加
既設コーナー臨時版

　夏の大潮の晩に小網代の森の中からいっせいにアカテ
ガニが岸へ押し寄せます。母ガニがお腹に抱えた子ども
たちの幼生（ゾエア）を海に放つための放仔を行うためで
す。 今年もアカテガニの放仔を観察するイベントを3回
開催することができました。
　普段は森に棲むアカテガニですが、子ども（幼生）の
頃はひと月ばかりを海で過ごし、また森に帰ってくる
ため、まさに小網代の森のように、森、川、海が一体と
なった自然環境が必要です。今後もアカテガニ放仔観
察会を実施することで参加者や関心のある方に小網
代の森が、保全すべき貴重な緑地であることを知って
いただけるよう活動していきます。

ほう　し



トラスト 竹チッパー稼働!
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　「かながわトラストみどり財団サポーター制度」にお
申し込みください。 登録後、メールや電話などで財団事
務局よりサポートの依頼の連絡が入り、エントリーいた
だく仕組みです。サポートいただいた方には、保険加入
及び交通費が支給されます。

【参加条件】 財団のトラスト会員に登録している、20
歳以上の方

サポート活動の種類
＊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

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! 現在の登録人数　69名

事務局だより

事業報告及び決算報告
平成２7年度

かながわの森林・竹林をきれいに

平成２7年度決算報告

事業活動収入 2億1,217万円
事業活動支出 1億8,561万円

基本財産 5,433,555円

補助金
140,464,000円

県民参加の
森林づくり事業
65,022,311円

緑地保全事業
47,169,478円

普及啓発事業
25,770,806円

地域緑化活動事業
15,275,465円

緑の募金事業
21,892,121円

法人会計（管理費）
10,486,912円

負担金
1,464,000円

寄付金
46,393,248円

雑収入 350,581円

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

収支差額は2,655万円であり、その大半は当年度に受けた
大口寄附等の収入であり、今後特定資産として計画的に取
崩し、公益事業の財源として管理及び使用していきます。

　当年度は財団創立30周年を迎え、これまで以上にみどりの
保全と創造に向けた県民、企業、団体及び行政との協働の推進
を図りながら各事業に取り組みました。

普及啓発事業

地域緑化活動事業

緑地保全事業

県民参加の森林づくり事業

緑の募金事業

法人会計（管理費）

WEBサイトや機関誌「ミドリ」による情報発信のほか、昨年度オープンした小網代の森でのアカテガニ放仔観察会や自然観察会の開催を通じて、「かな
がわのナショナル・トラスト運動」の普及啓発を行いました。
各地区推進協議会主催による事業や市町村が行うイベントへの参加、地域で活躍する市民団体「みどりの実践団体」の育成や助成によって地域の緑化
推進に努めました。

緑地所有者との保存契約の締結、市町村が行う緑地指定事業への助成及び保存契約緑地の剪定や草刈等の維持管理を実施しました。
森林ボランティア活動の推進、森林インストラクターの養成、成長の森の造成や新たな活動フィールドび準備など、県民の森林づくりへの参加促進に
努めました。
教育機関、市町村等と連携して緑の募金運動を推進し、学校や地域の緑化活動の支援、緑化運動・育樹運動ポスター原画・標語コンクールの実施及び緑の
少年団の支援を行しました。

理事会・評議員会の開催や事務局の運営のための人件費や事務費

事業活動支出事業活動収入

会費 17,727,500円

　森林や緑地の維持管理で手間のかかるのが竹林管理。
竹は数か月で成竹になり周辺を覆い尽くすので定期的な
伐採が必要であり、伐採した竹材の整理は一苦労です。
また場所をとり腐りにくいため処理に手間がかかります。
　このたび、財団で竹粉砕機を導入し貸し出しを開始し
ました。 これは、地域で取り組まれているボランティア
活動等が発展することを目的としており、粉砕機は竹以
外でも通常の枝木も粉砕可能です。
　貸し出し方法について：財団の開催する講習を事前に
受け、団体登録を行う必要があります。このほか、運搬用
の軽トラックやヘルメット、鎌・鋸等も貸し出していま
す。 詳細については財団ＷＥＢサイトか財団事務局まで
ご連絡ください。　　みどり森林課　  045-412-2255

　多くの方に竹林管理やボランティア活動の必要性を知って
いただくため、導入した竹粉砕機にふさわしい愛称を募集し
ます。 美しい竹林景観を地域に残していくために、親しみが
あり活躍が期待できる愛称のご応募をお待ちしております。
　応募については、竹粉砕機愛称「〇〇〇」／応募名／住所／
連絡先を記載したものを11月11日(金)までに財団事務局へ
メール、FAX、ハガキにてお送りください。
　採用された方には粗品を贈呈いたします。

▲竹をそのまま入れ込むことができます

▲竹から枝木まで数ミリ程度まで細かく粉砕できる

導入した竹粉砕機の
名称募集!
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イベント

かながわトラストみどり財団 主催イベント
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】 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

30人（先着順） 受付中

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

80人（先着順）
受付：10/1～11/13

【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18日（土）2月

鴫立庵の入庵料は各自負担

2017年

30人（先着順）受付：12/1～

【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。

申込
方法

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。開催日1週間前の事前連絡は今後行いません

11月

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

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】 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

【活動場所】 川崎市 栗木山王山特別緑地

100人
（先着順）

受付中

100人
（先着順）

受付中

100人
（先着順）

受付中

100人
（先着順）

受付中

100人
（先着順）

受付：11/1～

27日（日）

3 日（木）

10日（土）

19日（土）

14日（土）

予備日：　無

予備日：　無

予備日：11/28（月）

予備日：　無

予備日：1/15（日）

開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

県民参加の森林づくり ※定員になり次第締切自家用車での参加可

【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。

10時～15時

学生
（小～大） 500円

会員
一般

無料
1,000円



【開館時間】 9:00～16:00（年中無休）
足柄下郡箱根町仙石原1251　 0460-83-8140
㊟ カーナビゲーション設定の際は「箱根ロープウェイ
大涌谷駅」を目的地として設定してください。（仙石原
1251を目的地として設定すると離れた位置が指定さ
れてしまいます。）
　 http://www.hakone-geomuseum.jp

ハ  イ!  ジ  オ
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事務局だより

市民活動を
機関誌「ミドリ」で
告知しませんか？

県内の各地域で行う講演や観察会、ボランティア活動
を機関誌ミドリで紹介します。
ご希望の方は、イベント名／日時／連絡先(申込先)／
詳細(80字以内)／写真があればイメージ／をEメー
ル、FAXを財団事務局までお送りください。
※紙面の都合上、掲載できない場合があります。

次号発行は12月末予定です。 およそ1月下旬から3月初旬開催を
目途に投稿してください。 なお、応募締切は10月20日です。 

イベント

講座ボランティア

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(8頁)」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／『102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。

　いつも歩くコースの植物の知識を得ることができ、こ
れからも、もっと楽しみながら散策（森林浴）できると思
います。 ありがとうございました。 
▶金沢区周辺は魅力的な散策コースが多く、いつもコース設
定で悩むところです。（スタッフＳ）

〈自然観察会〉 2016年 5月28日 
森林探訪 「風薫るハマの丘陵地を散策」の感想

〈自然観察会〉 2016年 5月28日 
「みどりのがっこう 水辺の生き物観察会」の感想
　水の中のいきものをあみでつかまえて、自分の手でさ
われるのがうれしかった。 またイベントに参加したいで
す。（岡村さん）
▶トンボのヤゴは触れましたか？コオニヤンマやハグロト
ンボのヤゴの形が全く違いましたね。（スタッフＭ）

締切

（水）
11/30

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

3,982人
7,174人
262人
322人

11,690人

555人
770人
25人

1,350人

（2016年6月末現在）

普通会員 緑地保全支援会員

会員数

会員掲示版

優待施設からのお知らせ

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。

羽鳥亨、(一社)神奈川県測量設計業協会、鷺沼人工腎臓石川クリニック

13億5,811万2,341円寄附累計額（2016年6月末現在）
寄附者名（2016年4月～6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。

相澤 正江、青木 アヤ子、赤木 豊、浅見 一義、阿部 和見、新井 通子、池谷 善博、石崎 
暢宏、市川 勝弥、伊藤 久美子、井上 哲也、大川 須美、大橋 作栄、大山 たか子、押田 
文子、金光 秀郎、金子 和子、金田 成生、鍛代 和彦、北村 幸子、久保 幸子、熊田 侃
夫、小関 隆嗣、五反田 浩太郎、斉藤 勇太、齊藤 吉之・和子、榊原 慎太郎、坂本 照子、
清水 紀彦、鈴木 和男、鈴木 史人、関本 昇、髙橋 敏雄、髙橋 公彦、高橋 由江、堤 孝
子、戸塚 武和、土肥 祥壯、内貴 治子、濱尾 光吉、早川 昌子、東小薗 正一、菱川 伯
子、別府 義臣、益山 正三、丸茂 長幸、山本 勝久、山本 道夫、与儀 フジコ、吉田 千代
美、リスボン会（荒川 勝子、稲葉 路子、上野 信子、大川 タキミ、立野 小夜子、武田 滋子、
角井 和子、内藤 キヨ、中村 和子、小沼 祐毅、小林 一、金澤 廣一、重田 昌利、重野 光喜、
馬場 忠海、深谷 元彦、本田 龍治、渡邉 泰次）、脇田 芳明、渡部 明、渡辺 孝 匿名5名

寄附者名(2016年5月～7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。

箱根ジオミュージアム

【開館時間】 9:00-17:00（最終入園 16：30）
足柄下郡箱根町仙石原817　  0460-84-7293
　 http://hakonekanko.com/

箱根湿生花園

優待施設の２施設が営業再開となりました。

大人・高校生
　  300円 → 250円
※未就学児は無料

小学生・中学生
　  200円 → 150円

会員証のご提示で

大人
　  700円 → 600円

小人
　  400円 → 300円

会員証のご提示で
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　三浦半島の先端にある小網代の森は、アカテガニやゲンジボ

タルなど多くの生きものたちが棲む自然豊かな森です。 緑地内

を流れる「浦の川」は、源流から河口の干潟まで人工物で遮られ

ることなく、森の豊かな恵を、干潟、そして海へと注いでいます。

　小網代の森は、「ＮＰＯ法人小網代野外活動調整会議」によるボランティア
の自然再生活動が活発に進められています。
　人の手を離れて50年近く経つため、活動が始まるまでは、谷戸の斜面の樹木
が繁茂し、森の中はうっそうとしていました。 また、森の中央を流れる「浦の川」
にも日照が入らず、水系の生き物が棲みづらい環境でした。
　そこで、財団による助成のもと、平成19年から水系調査を行い、適正な樹木
管理を行うほか、乾燥化が著しい平地の湿原回復作業や外来植物除去作業を
進めています。 今後も、さまざまな自然再生や維持管理を行うため、多くの皆さ
まに会費や寄付のご支援の協力をお願いしています。　

小網代の森緑地の保全活動にご支援ください。
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。

（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

ゲンジボタル▲

◀森を移動する
　アカテガニ

アカテガニの放仔▲

同封の振込用紙の取扱について

湿地回復作業や子どもたちの環境学習のために

寄付のご協力をお願いします

小網代の森の
自然再生のために

▲ゲンジボタルの飛翔

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％

所得税・住民税の優遇措置について

事務局だより

１．会員の皆さまの会費の振込につきましては、別途、更新のご案内とともに会費専用用紙をお送りいたしますので、
　  そちらの用紙をお使いください。 本用紙はキャンペーン用振込用紙です。
２．振込の寄付金内訳が記載ない場合は、財団への寄付とさせていただきます。
３．財団へご寄付いただいた皆様を機関誌ミドリ等で紹介いたします。 紹介不要の方は振込用紙の通信欄に「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、振込用紙内の通信欄にその旨のチェックをお願いします。
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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。

　以前にくらべて、あちこちの川沿いでカワセミの姿を見かける
ようになりました。この《宝石》がますます増えるといいですね。魚
だけでなく、こうした甲殻類も餌にしますが、手が使えないのにじ
つに器用に咥えなおしをします。

「クチバシハンドリング」
写真撮影者：野中 浩一さん　撮影場所：川崎市

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
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