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法人団体会員など財団事業をご支援いただいている企業・団体様の広告を募集しています。日頃の社会活動をPRする
機会としてご利用ください。掲載料は機関紙「ミドリ」の制作費の一部として使用します。

財団事業をご支援いただいている法人・団体様を紹介いたします！

スペース①スペース③

スペース②

A4サイズ

みどりのトラスト会員の
輪を広げよう!
　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

（
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。
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当財団の会員優待施設としてご協力をいただいております。広 告 当財団の法人会員で寄付などのご支援をいただいております。広 告

◀詳細はP18をご覧ください

電車ご利用の場合
小田急線「桜ヶ丘駅」下車
（各駅停車利用）
東口より徒歩5分

Teppei Sasakura
Hanga Museum

詩情溢れるアート作品と
古民家カフェの癒しスポット
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C O N T E N T S

※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。

14億1,609万8,088円寄附累計額（2018年12月末現在）
寄附者名（2018年10月～12月）（敬称略）

寄附者名（2018年10月～12月）（敬称略）

飯口 勝之、イオンリテール株式会社南関東カンパニー、公益社団法人神奈川県LPガス協会、公益財団法人神奈川霊
園、国際ロータリー第2780地区、鷺沼人工腎臓石川クリニック、日本農産工業株式会社、藤崎 英輔、山本 勝久

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、神奈川県信用農業協
同組合連合会、神奈川県流域下水道整備事務所、株式会社渡辺組、箱根森のせせらぎ、神奈川県鎌倉三浦地域児童
相談所、アサヒビール株式会社神奈川工場、（公財）神奈川県公園協会県立山岳スポーツセンター、神奈川県立西丹
沢ビジターセンター、神奈川県立藤沢養護学校、神奈川県統計センター、（公財）神奈川県公園協会 座間谷戸山公
園、（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団、神奈川県税事務所、神奈川県立川和高等学校、神奈川県立かながわ農
業アカデミー、神奈川県税事務所、富士箱根ゲストハウス、神奈川県企業庁相模原水道営業所、神奈川県建設業協会
相模原支部、神奈川県環境科学センター、神奈川県立磯子高等学校、神奈川県温泉地学研究所、伊豆箱根鉄道(株)
箱根関所跡 船舶営業所、伊豆箱根鉄道(株)箱根船舶営業所 湖尻港、株式会社ホテルおかだ、神奈川県立総合教育
センター、（株）神奈川保健事業社、神奈川県企業庁津久井水道営業所、神奈川県自然環境保全センター、神奈川県
立よこはま看護専門学校、（一社）神奈川県建設業協会県央支部、箱根ロープウェイ大涌谷駅、県央家畜保健衛生所、
神奈川県横須賀県税事務所、神奈川県立鶴見総合高校、中教育事務所、神奈川県企業庁鎌倉水道営業所、神奈川県
立横浜平沼高等学校、神奈川県立金沢文庫、箱根観光船株式会社 （元箱根営業所）、県立平塚工科高校、箱根観光
船株式会社 （箱根町）、箱根観光船株式会社 （桃源台）

東 紘、新井 通子、安藤 有為子、池谷 善博、泉上 和子、井田 侑子、中村 淑、井出 芙美子、伊藤 恭造、伊藤 久美子、井
上 哲也、岩本 信治、大久保 美代子、小川 好美、奥田 嘉男、上林 勝子、国島 明宏、國武 洋子、久保 智子、久保 幸子、
栗本 洋子、河野 久仁子、小峯 正、齊藤 吉之、齊藤 和子、酒田 浩幸、佐藤 弘明、佐藤 三郎、佐藤 倶規、柴崎 えつ子、
清水 紀彦、菅野 実、杉澤 素子、杉山 邦弘、鈴木 賢治、鈴木 芳子、髙橋 敏雄、高橋 フミ子、武内 由紀子、田中 純子、
谷 正信、土岐 準光、NPO法人えびなの森の楽校　宮之原 照代、中園 良信、秦野南が丘ウェルシーみどりの会、浜田 
庄一、PS46の会 事務局　鈴木 克守、樋口 真弘、平井 利一、廣瀬 節子、福手 健夫、藤田 禮子、堀内 昭治、松村 佐
和子、水上 章子、水澤 莞治、山口 英夫、山本 勝久、山本 道夫、与儀 達晴、渡部 明、渡辺 伸一（匿名希望16名）

「かながわトラストみどり財団」への寄附

トラスト募金への寄附

寄附者名(2018年10月～12月)（敬称略）
財団へ寄附をいただきましたのでご紹介します。誠にありがとうございました。
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一里塚・四方山話8

会員優待施設のご紹介

森からの贈りものプロジェクト2019

新たな優待施設紹介
「笹倉鉄平版画ミュージアム」

森林ボランティア
県民参加の森林づくり活動

事務局だより

「野山にでかけてみませんか」

地域緑化活動 みどりの
実践団体交流会・研修会

事務局だより

しらかしのいえボランティア協議会
大浜 あきら

かながわ森林インストラクター
内野 ミドリ

かまくら桜の会会長
高柳 英麿

公益財団法人日本花の会　主幹研究員
和田 博幸

自然へ一歩
「鎌倉の山桜」

トラスト緑地 桜の名所情報

「神奈川のサクラ」

「知るほどに楽しいサクラ」
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財団主催イベント P.12

泉の森の植生について
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P.20
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。 
　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。

　1985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。

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

045-412-2525
midori@ktm.or.jp
@kanagawa_midori
facebook.com/ktm.or.jp
kanagawa_trust

かながわトラストみどり基金への寄附状況

相続税の非課税

　近年、遺言による寄附について関心が
高まり、これまでに遺贈を受けた公益事業
を開始しております。遺言の財産受取人と
して、公益財団法人かながわトラストみど
り財団をご指定いただけます。

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ヶ月）までに寄附された場合
は、その寄附額は相続税が非課税となります。

トラスト会員を募集しています。
会員の皆さまからご紹介ください!
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

3,689人
6,444人
262人
319人

10,714人

386人
623人
25人

1,034人

（2019年1月末現在）

普通会員 緑地保全
支援会員

遺贈による寄附について

記事▶P6へ

日本画家
大竹 正芳 会員数＆寄附募金のお知らせ

各緑地の桜スポットをご紹介します。 A泉の森緑地B・D小網代の森緑地C鎌倉広町緑地E葛葉緑地

A

B

C D

E

トラスト緑地  桜の名所情報
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鎌倉で生まれ育って半世紀余り、物心ついたときには
緑の山々が日常風景となっていた。春になるとそれまで
のくすんだ山並みがまるで花咲爺さんが灰をまいたよう
に至る所から桜花が咲き乱れる。それが春の訪れであ
り、花が終わるとともに新緑に芽吹く。このように桜は季
節の変わり目を知らせてくれる。
絵描きになりスケッチで山に入るようになると今まで気

が付かなかった発見もあった。一般に桜と言えば染井吉
野である。薄ピンクの花が満開となり桜吹雪が終わるこ

ろには新芽が出てくる。一方、山桜は花と葉っぱが同時
に出てくるので趣が異なる。中でも好きなのは白い花び
らの山桜である。葉っぱにも赤みを帯びたよくあるタイプ
ではなく綺麗な若葉色で春の息吹を感じさせてくれる。
遠目で見ると白い花が薄っすらと緑がかって見える。
早春の鎌倉の山はこの白い桜と薄ピンクの桜が両方見
られるため街中で見るのとは別の楽しみがある。桜の季
節には是非、鎌倉の寺社や公園の染井吉野を楽しみな
がら山にも足を延ばしていただきたい。

大竹 正芳
日本画家
公益財団法人
鎌倉風致保存会幹事

お お た け ま さ よ し

写真と文：

1かながわトラストみどり財団 2019 春 「ミドリ」no.112

自然へ一歩



園芸品種のサクラ

野生のサクラとは別に園芸品種として括られる

サクラの集団があります。 ‘染井吉野’はその代表

的なものです。サクラは奈良時代から観賞の対象

となり、日本人は花の美しさから多様な価値観を

持って個々を区別するために名前を付けてきまし

た。ここでの価値観は分類ではなく、まさに園芸的

概念によるものです。園芸品種は江戸時代に一気

に数が増え、『怡顔斎櫻品』（松岡玄達）などの図譜

も発刊されました。図譜に載っているサクラの中に

は、既に絶えてしまったものもありますが、接ぎ木な

どにより今でも栽培されているものもあります。今

ある園芸品種は国内外合わせて500品種程度は

あるといわれています。

園芸品種の主なものはオオシマザクラの遺伝子

を受け継いだものです。オオシマザクラは花がヤマ

ザクラよりも大きく、自然の中でも花弁数が増える

ものがあり（写真4）、他の品種と交雑し、偶然にも

花色が変化したり花弁数が顕著に増えたりしたも

のが誕生しました。これに価値を見出して、名前を

つけたものが里桜と呼ばれる一群です。

里桜の美しさを楽しむサクラ観賞も見応えがあ

ります。花色は白色、淡紅色、濃紅紫色、黄緑系な

どに変化し、花弁数は5から300を越すものまであ

ります。また、1月に咲く‘寒桜’や、5月になっても

は古来より親しまれ、愛され、利用

されるなど、日本人の暮らしや文化

と深い関わりがみられます。

サクラと私たちは植生などの生態、植物分類、園

芸、造園や緑化、文芸や美術、食品やアロマテラ

ピー、木材利用、花見観光と地域振興など、様々な

分野で関係を築き、知見を積み重ねてきました。サ

クラの本格的な開花を前にいくらかでも桜に関す

る知識を得ることで、今年のお花見がいっそう楽し

くなるのではないでしょうか。

サクラの起源と分類

サクラの原産地はユーラシア大陸のヒマラヤ地

方といわれ、この地方にはヒマラヤザクラが自生し

ています。ネパールの首都カトマンズは、標高約

1500ｍにありながらも緯度が日本よりも低いので

気候は温暖です。秋とはいえ日中は20℃前後とな

り、ヒマラヤザクラは11月から12月にかけて咲きま

す。日本には静岡県熱海市に、約50年前にネパー

ルから贈られた種子から育った大木があり（写真

1）、これが11月下旬に咲き、枯れたススキとともに

見られるサクラの風景は見慣れない光景です。

サクラはバラ科サクラ亜科サクラ属（Cerasus

属）に分類され、北半球の温帯を中心に100種ほど

が知られています。そのうち約30種が中国内に分

布するので、サクラ属の分布の中心は中国といえま

す。以前はサクラ属をPrunus属と記述した図鑑等

が多くありましたが、Prunus属とした場合はサクラ

だけでなくウメ、モモ、スモモ、ウワミズザクラなど

を一括りにしています。Cerasus属はPrunus属を

細分化した分類体系といえます。

野生のサクラ

現在、日本には10種の野生のサクラが知られて

います。ヤマザクラ、オオヤマザクラ、カスミザク

ラ、オオシマザクラ、クマノザクラ、エドヒガン、マメ

ザクラ、タカネザクラ、チョウジザクラ、ミヤマザク

ラで、この他に沖縄県の石垣島に分布するカンヒ

ザクラを野生種とする説があり、これを加えると日

本には11種の野生種のサクラが分布することにな

ります。なお、クマノザクラは昨年、約100年ぶりの

新種発見と話題になりました。

春になるとサクラの花で野山が染まります（写真

2）。サクラは日当たりがよくやや湿り気のある場所

を好むので、山では明るい谷筋でよく見られます。

サクラ観賞と同時に種の同定ができると楽しみが

増すので、観察会などに参加して種を見分けるポイ

ントを学ぶとよいですね。花序のタイプや小花柄の

毛の有無、花では萼筒や萼裂片の形、萼筒表面の

毛の有無、雌しべの柱頭の毛の有無など（写真3）

を調べて種を同定します。展葉期であれば、葉の形

状や鋸歯の形、葉柄の毛の有無、葉裏の光沢や色

が白みがかっているかなどを調べます。野生のサク

ラは変異があるので、同定に慣れるまでは迷うこと

もありますが、やがて見分けられるようになります。

花が残る‘鵯桜’などがあり、咲く時期も様々です。

園芸品種の同定は花を見る機会を増やし、個々

の形質を覚えていくしかありません。併せて品種成

立の過程やいわれ等も覚えます。1年に10品種覚え

られれば、10年で100品種になります。園芸品種を

100知っていれば、サクラの上級者になれます。そ

のためには、品種のはっきりしている植物園等で花

を観察するようにします。関東だと多摩森林科学

園（東京都）、日本花の会結城農場（茨城県）（写真

5）、新宿御苑（東京都）、日比谷花壇大船フラワー

センター（神奈川県）、小石川植物園（東京都）がい

いでしょう。

サクラは知るほどに深みを感じ、生物学的な見

方のみならず、文化的な側面も掘り下げて知りたく

なる樹木です。花が美しい上に日本人の感性に合

い、サクラとの関係が限りない数のエピソードを生

み、今後も生み出されることでしょう。

さあ、本格的なサクラの花のシーズンが訪れようと

しています。今年もサクラを十分に満喫しましょう。

写真2　野山に生育する野生のサクラの風景（茨城県桜川市）　写真提供：サクラサク里プロジェクト

知るほどに 

サクラ

和田 博幸

公益財団法人日本花の会　主幹研究員
 わ   だ ひ ろ ゆ き

写真1　ヒマラヤザクラの大木（静岡県熱海市）

写真3　エドヒガンは萼筒がつぼ形で表面に伏毛が密生し、花柱下部にも毛が
　　　  生える

楽しいサクラ
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園芸品種のサクラ

野生のサクラとは別に園芸品種として括られる

サクラの集団があります。 ‘染井吉野’はその代表

的なものです。サクラは奈良時代から観賞の対象

となり、日本人は花の美しさから多様な価値観を

持って個々を区別するために名前を付けてきまし

た。ここでの価値観は分類ではなく、まさに園芸的

概念によるものです。園芸品種は江戸時代に一気

に数が増え、『怡顔斎櫻品』（松岡玄達）などの図譜

も発刊されました。図譜に載っているサクラの中に

は、既に絶えてしまったものもありますが、接ぎ木な

どにより今でも栽培されているものもあります。今

ある園芸品種は国内外合わせて500品種程度は

あるといわれています。

園芸品種の主なものはオオシマザクラの遺伝子

を受け継いだものです。オオシマザクラは花がヤマ

ザクラよりも大きく、自然の中でも花弁数が増える

ものがあり（写真4）、他の品種と交雑し、偶然にも

花色が変化したり花弁数が顕著に増えたりしたも

のが誕生しました。これに価値を見出して、名前を

つけたものが里桜と呼ばれる一群です。

里桜の美しさを楽しむサクラ観賞も見応えがあ

ります。花色は白色、淡紅色、濃紅紫色、黄緑系な

どに変化し、花弁数は5から300を越すものまであ

ります。また、1月に咲く‘寒桜’や、5月になっても

は古来より親しまれ、愛され、利用

されるなど、日本人の暮らしや文化

と深い関わりがみられます。

サクラと私たちは植生などの生態、植物分類、園

芸、造園や緑化、文芸や美術、食品やアロマテラ

ピー、木材利用、花見観光と地域振興など、様々な

分野で関係を築き、知見を積み重ねてきました。サ

クラの本格的な開花を前にいくらかでも桜に関す

る知識を得ることで、今年のお花見がいっそう楽し

くなるのではないでしょうか。

サクラの起源と分類

サクラの原産地はユーラシア大陸のヒマラヤ地

方といわれ、この地方にはヒマラヤザクラが自生し

ています。ネパールの首都カトマンズは、標高約

1500ｍにありながらも緯度が日本よりも低いので

気候は温暖です。秋とはいえ日中は20℃前後とな

り、ヒマラヤザクラは11月から12月にかけて咲きま

す。日本には静岡県熱海市に、約50年前にネパー

ルから贈られた種子から育った大木があり（写真

1）、これが11月下旬に咲き、枯れたススキとともに

見られるサクラの風景は見慣れない光景です。

サクラはバラ科サクラ亜科サクラ属（Cerasus

属）に分類され、北半球の温帯を中心に100種ほど

が知られています。そのうち約30種が中国内に分

布するので、サクラ属の分布の中心は中国といえま

す。以前はサクラ属をPrunus属と記述した図鑑等

が多くありましたが、Prunus属とした場合はサクラ

だけでなくウメ、モモ、スモモ、ウワミズザクラなど

を一括りにしています。Cerasus属はPrunus属を

細分化した分類体系といえます。

野生のサクラ

現在、日本には10種の野生のサクラが知られて

います。ヤマザクラ、オオヤマザクラ、カスミザク

ラ、オオシマザクラ、クマノザクラ、エドヒガン、マメ

ザクラ、タカネザクラ、チョウジザクラ、ミヤマザク

ラで、この他に沖縄県の石垣島に分布するカンヒ

ザクラを野生種とする説があり、これを加えると日

本には11種の野生種のサクラが分布することにな

ります。なお、クマノザクラは昨年、約100年ぶりの

新種発見と話題になりました。

春になるとサクラの花で野山が染まります（写真

2）。サクラは日当たりがよくやや湿り気のある場所

を好むので、山では明るい谷筋でよく見られます。

サクラ観賞と同時に種の同定ができると楽しみが

増すので、観察会などに参加して種を見分けるポイ

ントを学ぶとよいですね。花序のタイプや小花柄の

毛の有無、花では萼筒や萼裂片の形、萼筒表面の

毛の有無、雌しべの柱頭の毛の有無など（写真3）

を調べて種を同定します。展葉期であれば、葉の形

状や鋸歯の形、葉柄の毛の有無、葉裏の光沢や色

が白みがかっているかなどを調べます。野生のサク

ラは変異があるので、同定に慣れるまでは迷うこと

もありますが、やがて見分けられるようになります。

花が残る‘鵯桜’などがあり、咲く時期も様々です。

園芸品種の同定は花を見る機会を増やし、個々

の形質を覚えていくしかありません。併せて品種成

立の過程やいわれ等も覚えます。1年に10品種覚え

られれば、10年で100品種になります。園芸品種を

100知っていれば、サクラの上級者になれます。そ

のためには、品種のはっきりしている植物園等で花

を観察するようにします。関東だと多摩森林科学

園（東京都）、日本花の会結城農場（茨城県）（写真

5）、新宿御苑（東京都）、日比谷花壇大船フラワー

センター（神奈川県）、小石川植物園（東京都）がい

いでしょう。

サクラは知るほどに深みを感じ、生物学的な見

方のみならず、文化的な側面も掘り下げて知りたく

なる樹木です。花が美しい上に日本人の感性に合

い、サクラとの関係が限りない数のエピソードを生

み、今後も生み出されることでしょう。

さあ、本格的なサクラの花のシーズンが訪れようと

しています。今年もサクラを十分に満喫しましょう。

写真5　色とりどりの里桜が咲く風景（日本花の会結城農場）写真4　花弁数が増えたオオシマザクラ

エドヒガン オオシマザクラ（大島三原山）

タカネザクラカスミザクラ

チョウジザクラ ヤマザクラオオヤマザクラ

カンヒザクラ

マメザクラ

イチヨウ カンザンカンザクラ

ショウゲツ ヒヨドリザクラシロタエ

野生
の
サクラ

里桜

ギョイコウ

プロフィール

和田 博幸
公益財団法人日本花の会　主幹研究員
桜の調査研究や名所づくり、樹勢回復
等、桜について全般に取り組む。

 わ      だ        ひろ   ゆき
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カンザクラ

ヒヨドリザクラ



サクラは昔から人々の生活に寄り沿
い日常生活の暦とするなど、身近な生
活に利用されてきた。また文学や詩歌
にも取り上げられたりした。
サクラはヒマラヤ辺りが原産地とさ
れ、日本古来のものはヒマラヤ、ネパー
ルを経由して日本にやってきたそうだ。
一方、欧州に渡ったものは果実として
発展した。日本には数百種あり、土地
名、形状を名前にしたものは沢山ある。
そして、観賞用としても大事にされた。
春の一刻とはいえ、寒空のもと咲く
桜花は、希望の季節になった事を知ら
せてくれる。
サクラの名所づくりの主役は「ソメイ

ヨシノ（染井吉野）」であった。
染井というのは東京の地名で、オオ

シマザクラとエドヒガンを交配し明治
頃から盛んに植えられてきた園芸品種
である。葉が混ざらずに花だけ真っ白に
咲くところが日本人の感性に合致した

2019 4/3㊌ 14時～16時
場所

日比谷花壇大船フラワーセンター
本館2Ｆ

定員 60人（先着）
参加費無料 （入園料別途）

くずはの家入口のソメイヨシノの桜並木、
施設周辺でマメザクラが楽しめます。
（写真は桜並木とキャラクターの「モリリン」）

「しらかし
の池」周辺が
ソメイヨシノ
の桜並木とし
て憩いのス
ポットとなっ
ています。

やなぎテラスからえのきテラスにかけてたくさんのオオシマ
ザクラが咲き誇ります。

高柳 英麿
たか  やなぎ     ひで   まろ

講演会
「鎌倉と京都の桜」

4

1

2

3

のかもしれない。
また、旧日本軍や自衛隊でも徽章に
サクラが使用され、横浜市瀬谷区の海
軍道路の桜並木も名所となるなど、軍
の施設の周辺には盛んに植えられた。
三浦市三崎の本端寺は小高い丘に

あり、源頼朝が建てた三御所の一つ
「桜の御所」跡といわれる。各所にサク
ラを植樹し、城ヶ島までの眺望と花見
を楽しんだことだろう。
日本さくらの会、その他の資料から
キリガヤ（桐ヶ谷）ザクラは室町時代
から知られており、鎌倉市材木座の桐
ケ谷生まれ。同じくフゲンゾウ（普賢
象）ザクラも古く、京都御所の左近の
サクラとして評価を受けました。大船
植物園生まれのタマナワ（玉縄）ザク
ラと合せて鎌倉三大桜として大事にし
たいものだ。
神奈川とサクラは色濃いものを残し

ている。

(公財)かながわトラストみどり財団理事
かまくら桜の会会長

各
緑
地
の
桜
ス
ポ
ッ
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

秦野市曽屋1137　小田急線秦野駅からバス7分　P駐車場あり 鎌倉市津1133　湘南モノレール西鎌倉駅から徒歩10分　P駐車場なし

三浦市三崎町
小網代
京急線
三崎口駅から
バス5分
P駐車場なし

大和市上草柳1728
相鉄線相模大塚駅
から徒歩15分
P駐車場あり

葛葉緑地(くずはの家) 

泉の森緑地
（大和市自然観察
センター・
しらかしのいえ）

鎌倉広町緑地(鎌倉広町緑地管理事務所) 

小網代の森緑地4

31

緑地の山頂付近にオオシマザクラの大木がある
ほか、展望台ではヤマザクラの眺望を楽しめます。

2

神奈川の
サクラ

お知らせ
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今年度の交流会・研修会は県立湘南海岸公園サーフビレッジと鵠沼にある登録
有形文化財の尾日向邸で開催しました。
サーフビレッジでの研修会では、慶應義塾大学SFC研究所 上席所員 髙橋武俊
氏に「既存住宅地のみどりを守り創造するまちづくり」として、まちのみどりの価値や
課題などについて講義いただき、「行政は最低限のみどりは守れるが、まちの付加価
値を上げるようなみどり政策は難しい、地域住民の取り組みが重要だ」とお話があり
ました。
尾日向邸での講習では、緑地環境プロデューサー 神保 賢一路氏から、庭園木の
マツやタケの手入れ方法のほか、果樹では施肥や剪定の出来が実付きに大きく影響
するなど実技を交えてお話しいただき、参加者からの質問も多く活発な研修会とな
りました。

事務局だより

　町内の花壇の手入れ、
公園の管理、里山の保全活
動などを行っている緑化ボラ

ンティア団体をみどりの実践団体として支援します。お問い
合わせや資料請求などは財団までご連絡ください。

地域緑化活動 みどりの
実践団体交流会・研修会

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

▼2018年度の主な取組事例▼

対
象
団
体

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

●第1回（県央地区・県西地区）平成30年12月4日（火） 参加人数35名8団体
●第2回（横浜地区・三浦半島地区）平成30年12月11日（火）参加人数20名5団体
●第3回（川崎地区・湘南地区）平成30年12月13日（木）参加人数41名12団体

沼間里山の会
二子山ハイキング散策路
沿いでの樹木整理

春の陽気に誘われて野山を歩くと、木 の々息吹が感じられて爽快な気分になりま
す。早春から、低木で青 と々した葉が目を引くオニシバリ（鬼縛り）、和菓子の楊枝で知
られるクロモジ（黒文字）などの花が楽しめます。
オニシバリの名前の由来は、樹皮が強靭で鬼もしばれそうだから。細い幹は柔軟に
曲がります。色は黄緑であまり目立ちません。夏がくる前に葉を落とすので、別名をナツ
ボウズ（夏坊主）といいます。同じ仲間のミツマタ（三椏）は、樹皮が和紙の原料となり、
山村の副業として栽培されていました。現在あるものはその名残や逃げ出して野生化し
たものです。黄色い鞠のような形の花が一面を染めて、黄色の絨毯のように見えます。
クロモジは、同じ頃にアブラチャン（油瀝青）、ダンコウバイ（檀香梅）とよく似た花を
咲かせます。花と葉が同時に開くので他の二つと区別できます。黄緑がかった黄色い
花は、小さいですがまとまって咲くのできれいです。
足元には、可憐な草花が咲いて、自然の不思議な力を感じます。自然の恵みを少し

いただいて、ヨモギの新芽で作った草だんごをクロモジの枝を楊枝にして味わう幸せ
を春の楽しみの一つにしています。
皆さんも野山に出かけて楽しみを見つけてはいかがでしょうか。

秦野南が丘ウェルシー
みどりの会

住宅街の枯れてしまった
オオムラサキツツジを植え替え

みどりの
実践団体を募集

かながわ森林インストラクター　内野 ミドリ
オ
ニ
シ
バ
リ

ク
ロ
モ
ジ

ミ
ツ
マ
タ

野山 にでかけてみませんか

一里塚・四方山話 8
いち   り   づか　　    よ    も   やま
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泉の森の全体をみた植生
その場所の植生は、気候、地質、地形など自然的条件
と人の営みによる人為的条件により長い時間をかけて形
成されます。このうち最も大きな要素は地形と人の営み
です。
ここの地形は、相模原台地上にあり、標高は50ｍ程度
で最も低い所が引地川になっています。川の両岸に少し
平坦な湿地が広がりその先の斜面緑地を越えると台地
が延 と々広がっています。
しらかしの池（前頁写真）は川の氾濫を防ぐ目的で造
られた調整池ですが、かつてこの付近は小川に沿って谷
戸田が伸び、里山の風景が形成されていたようです。
やがて時が移り、かつての里山は緑地として生まれ変
わり、水田は調整池や湿生植物園として利用されていま
す。雑木林やスギ・ヒノキの植林地は園路が整備され市
民が憩える緑地となり、かつて農家があった場所も広場
や自然観察センターに生まれ変わりました。こうしてでき
た緑地についてもう少し詳しくみてみましょう。
まず、土地所有形態をみると、この緑地を整備した大
和市の所有地は15％程度しかありません。国有地と県有
地が50％余りあり、残り約1/3は個人所有になっていま
す。個人所有地は市及び（公財）かながわトラストみどり
財団が借地契約を結んでいます。このため、所有者の利
用形態がそのまま緑地として引き継がれているものが多
いと思われます。
泉の森は図1の案内図で分かるように、引地川の源流
が南北方向に低湿地として伸び、これを両側から包み込
むように森林が広がっています。そして国道246号が森
の中央部を東西に横断しており、低湿地部分は高架に
なっていますが北エリアと南エリアに二分されます。北エ
リアは特別緑地保全地区（都市緑地法）に指定され中心
部分は県企業庁の水源地があり、ネットフェンスで囲まれ
普段は中へ入れません。ここにはセンダイタイゲキ、ワダ
ソウなど貴重な植物群落があり、ボランティア協議会が
保全活動に取り組んでいます。　
図2は市財団が「NPO法人みどりのお医者さん」へ委
託して作成した現況の植生図です。これによる森林群落
を大きく分けると①スギ・ヒノキ植林、②コナラ・クヌギ
林、③シラカシ林があり、更に森林ではありませんが池、
小川、湿地で形成されアシ、ヒメガマ、ハンゲショウ、植栽
地等の群落で植生図ではその他としていますが便宜上
④湿地等としています。南北のエリアごとにみると、北エ
リアでは図-3で分かるように②コナラ・クヌギ林が最も
多く50％以上を占め①スギ・ヒノキ林を合わせると90％

以上になります。このエリアに最も多い②コナラ・クヌギ
林は1か所にまとまっているのではなく、概ね1ha以内の
ブロックごとに①スギ・ヒノキ植林とモザイク状に混在し
ているのが特徴です。これに対して南エリアは谷戸が開
けているため④湿地等が多くなり、①スギ・ヒノキ植林と
③シラカシ林と合わせて約75％を占め、②コナラ・クヌ
ギ林は少なく、その場所も国道246号に接する北側に片
寄っています。なお、③シラカシ林は南エリアの川の両岸
にある斜面緑地にあり、この地区の潜在自然植生とされ
ています。
②コナラ・クヌギ林は薪炭用として、①スギ・ヒノキ林
は建材用としてかつて農家が育成した二次林であり、低
湿地にあった水田とともに農家の生業として生活を支え
てきたものです。長い年月の農家の営みとともに多様な
生き物もこれに寄り添い、貴重な生態系が形成されてい
ました。このように、泉の森の原形としてあった里山をいく
らかでも受け継いでいけるよう我々は活動しています。

大和のシラカシ林
県指定天然記念物「大和のシラカシ林」は、しらかしの
池の西岸にあり、8ページ池の写真の左側にある斜面林
です。この斜面下に県教育委員会が設置した看板がひっ
そりと立っており、そこには次のように書かれています。
「シラカシ林は昔、相模原台地のほとんどの地域をお
おっていたが、人間がこの地に住むようになってからだん
だんと後退し・・・（中略）・・・この大和のシラカシ林は田
に面した（指定時の現況による）比較的浅い斜面に帯状
に存在している。・・・（中略）・・・なおこれほどに集中して
シラカシが群生している自然林は、県下の他の地域では
ほとんど見られなくなってしまった。
昔の相模原台地の面影を残す意味からも、又学術上か
らもきわめて貴重なものである。」
この文章を読むと、泉の森を含む相模原台地が昔はど
んな姿だったかがわかりますし、昭和42年の指定された
当時、川沿いには水田が残っていたこともわかります。こ
のシラカシ林は、大和市だけではなく県としても貴重な
ものとして位置付けられており、当然、泉の森の植生をみ

るときには欠かすことができないものといえます。

巨木の存在
この森にはどんな巨木がどの位あるのかを2007年と
2012年に調査しました。環境省の基準では、巨木は幹周
３ｍ以上とされており、これに該当するものは意外と少な
く、イチョウが2本、ケヤキが3本の計5本でした。幹周
2.5ｍ以上となると5種17本になり、巨木の傾向がつかめ
ます。最も多いのはケヤキで9本もあり、半数以上を占め
ます。この傾向は幹周2ｍ以上で調べてみても約半数が
ケヤキです。では最大の巨木はというと、シラカシ林の
南端の斜面下にあるイチョウで幹周3.52ｍでした。42ha
という広い緑地ですから樹齢何百年という巨木を期待し
ますが、意外と少ないです。このイチョウの根元には古い
石の祠があり、地元の方が水を供えています。そして、付
近には馬頭観音、庚申塔などがいくつも見られ、さらに10
ｍほど北には「安楽寺跡」という白い標柱があります。環
境省によると、巨木の多くが社寺にあるとされており、こ
の付近も昔、お寺の境内になっていたものと思われます。
次に、巨木の半数以上を占めるケヤキについてみてみま
す。地元の方にいただいた明治11年の住居分布図を見る
とこの森には12戸の住居が記されています。なぜ太いケ
ヤキが残ったのかといえば、多くは農家の屋敷林だったの
かも知れません。
一方、スギ、ヒノキ類では幹周2ｍを少し超えるものが
2本ある程度でしたし、コナラ、クヌギについては幹周2
ｍ未満で、いずれも定期的に伐採されていたことが推定

されます。

雑木林の更新
農家の減少とともにコナラ・クヌギ林はそのまま放置

され、大径木化、高齢木化が進んでいます。最近、伐採し
た切り株で年輪を調べると70年位ですから、昭和30年
代に植えられたもので燃料革命以降、伐採など更新が行
われていません。このため、高い所で枝が広がり、今や園
路沿いに植えられたアジサイは花を付けなくなってしま
いました。
かつての里山を取り戻そうと2004年に「くぬぎの森」

の一部0.5haを伐採し、更新を始めています。当初42本
を伐採し、萌芽して育ったのは6本でした（再生率14％）。
これは、伐採木が高齢になっているからと考えられ、これ
を補うために植栽した幼木や実生木を育成、管理してい
ます。とうとう去年は立派に育った2代目の一部を伐採す
るまでになり、紆余曲折をたどりながらもボランティア仲
間と成長の喜びを分かち合っています。
また、「第2くぬぎの森」と呼んでいる0.8haの雑木林で

も、4年前から市財団が中心になって計画的な伐採が始
まっています。
木を切ると林床は明るくなり、様々な植物が生えてき

ます。「くぬぎの森」では外来種やアズマネザサなどの駆
除を繰り返したことで、ヤマユリが増えてきました。最近
では毎年約70株のヤマユリが花をつけるようになりまし

しらかしのいえボランティア協議会
大浜 あきら

大和市から綾瀬市、藤沢市を経て相模湾に注ぐ全長21ｋｍ余りの引地川の
源流に泉の森はあります。この森は、大和市が緑地として整備し、（公財）大和
市スポーツ・よか・みどり財団（以下「市財団」）が管理し、しらかしのいえボラ
ンティア協議会（以下「ボランティア協議会」）を加えた三者が協働で緑を守り
育てるための多様な活動を行っています。

た。大きな株は10輪以上の花が重たげに風に揺れ、ふく
いくとした香りが漂い、至福の時を過ごすことができま
す。「第2くぬぎの森」では昨年春、キンラン、ギンラン、サ
サバギンランが合わせて198株開花しました。
このように泉の森では、大和市・市財団・ボランティア
が協力し、豊かな自然環境を後世に残すべく様々な活動
を継続しています。

湿生植物園

しらかしの池

はじめに

泉の森の植生について
トラスト保存緑地 第3号緑地
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泉の森の全体をみた植生
その場所の植生は、気候、地質、地形など自然的条件
と人の営みによる人為的条件により長い時間をかけて形
成されます。このうち最も大きな要素は地形と人の営み
です。
ここの地形は、相模原台地上にあり、標高は50ｍ程度
で最も低い所が引地川になっています。川の両岸に少し
平坦な湿地が広がりその先の斜面緑地を越えると台地
が延 と々広がっています。
しらかしの池（前頁写真）は川の氾濫を防ぐ目的で造
られた調整池ですが、かつてこの付近は小川に沿って谷
戸田が伸び、里山の風景が形成されていたようです。
やがて時が移り、かつての里山は緑地として生まれ変
わり、水田は調整池や湿生植物園として利用されていま
す。雑木林やスギ・ヒノキの植林地は園路が整備され市
民が憩える緑地となり、かつて農家があった場所も広場
や自然観察センターに生まれ変わりました。こうしてでき
た緑地についてもう少し詳しくみてみましょう。
まず、土地所有形態をみると、この緑地を整備した大
和市の所有地は15％程度しかありません。国有地と県有
地が50％余りあり、残り約1/3は個人所有になっていま
す。個人所有地は市及び（公財）かながわトラストみどり
財団が借地契約を結んでいます。このため、所有者の利
用形態がそのまま緑地として引き継がれているものが多
いと思われます。
泉の森は図1の案内図で分かるように、引地川の源流
が南北方向に低湿地として伸び、これを両側から包み込
むように森林が広がっています。そして国道246号が森
の中央部を東西に横断しており、低湿地部分は高架に
なっていますが北エリアと南エリアに二分されます。北エ
リアは特別緑地保全地区（都市緑地法）に指定され中心
部分は県企業庁の水源地があり、ネットフェンスで囲まれ
普段は中へ入れません。ここにはセンダイタイゲキ、ワダ
ソウなど貴重な植物群落があり、ボランティア協議会が
保全活動に取り組んでいます。　
図2は市財団が「NPO法人みどりのお医者さん」へ委
託して作成した現況の植生図です。これによる森林群落
を大きく分けると①スギ・ヒノキ植林、②コナラ・クヌギ
林、③シラカシ林があり、更に森林ではありませんが池、
小川、湿地で形成されアシ、ヒメガマ、ハンゲショウ、植栽
地等の群落で植生図ではその他としていますが便宜上
④湿地等としています。南北のエリアごとにみると、北エ
リアでは図-3で分かるように②コナラ・クヌギ林が最も
多く50％以上を占め①スギ・ヒノキ林を合わせると90％

【図2】　泉の森植生平面図

以上になります。このエリアに最も多い②コナラ・クヌギ
林は1か所にまとまっているのではなく、概ね1ha以内の
ブロックごとに①スギ・ヒノキ植林とモザイク状に混在し
ているのが特徴です。これに対して南エリアは谷戸が開
けているため④湿地等が多くなり、①スギ・ヒノキ植林と
③シラカシ林と合わせて約75％を占め、②コナラ・クヌ
ギ林は少なく、その場所も国道246号に接する北側に片
寄っています。なお、③シラカシ林は南エリアの川の両岸
にある斜面緑地にあり、この地区の潜在自然植生とされ
ています。
②コナラ・クヌギ林は薪炭用として、①スギ・ヒノキ林

は建材用としてかつて農家が育成した二次林であり、低
湿地にあった水田とともに農家の生業として生活を支え
てきたものです。長い年月の農家の営みとともに多様な
生き物もこれに寄り添い、貴重な生態系が形成されてい
ました。このように、泉の森の原形としてあった里山をいく
らかでも受け継いでいけるよう我々は活動しています。

大和のシラカシ林
県指定天然記念物「大和のシラカシ林」は、しらかしの

池の西岸にあり、8ページ池の写真の左側にある斜面林
です。この斜面下に県教育委員会が設置した看板がひっ
そりと立っており、そこには次のように書かれています。
「シラカシ林は昔、相模原台地のほとんどの地域をお
おっていたが、人間がこの地に住むようになってからだん
だんと後退し・・・（中略）・・・この大和のシラカシ林は田
に面した（指定時の現況による）比較的浅い斜面に帯状
に存在している。・・・（中略）・・・なおこれほどに集中して
シラカシが群生している自然林は、県下の他の地域では
ほとんど見られなくなってしまった。
昔の相模原台地の面影を残す意味からも、又学術上か

らもきわめて貴重なものである。」
この文章を読むと、泉の森を含む相模原台地が昔はど

んな姿だったかがわかりますし、昭和42年の指定された
当時、川沿いには水田が残っていたこともわかります。こ
のシラカシ林は、大和市だけではなく県としても貴重な
ものとして位置付けられており、当然、泉の森の植生をみ

るときには欠かすことができないものといえます。

巨木の存在
この森にはどんな巨木がどの位あるのかを2007年と
2012年に調査しました。環境省の基準では、巨木は幹周
３ｍ以上とされており、これに該当するものは意外と少な
く、イチョウが2本、ケヤキが3本の計5本でした。幹周
2.5ｍ以上となると5種17本になり、巨木の傾向がつかめ
ます。最も多いのはケヤキで9本もあり、半数以上を占め
ます。この傾向は幹周2ｍ以上で調べてみても約半数が
ケヤキです。では最大の巨木はというと、シラカシ林の
南端の斜面下にあるイチョウで幹周3.52ｍでした。42ha
という広い緑地ですから樹齢何百年という巨木を期待し
ますが、意外と少ないです。このイチョウの根元には古い
石の祠があり、地元の方が水を供えています。そして、付
近には馬頭観音、庚申塔などがいくつも見られ、さらに10
ｍほど北には「安楽寺跡」という白い標柱があります。環
境省によると、巨木の多くが社寺にあるとされており、こ
の付近も昔、お寺の境内になっていたものと思われます。
次に、巨木の半数以上を占めるケヤキについてみてみま
す。地元の方にいただいた明治11年の住居分布図を見る
とこの森には12戸の住居が記されています。なぜ太いケ
ヤキが残ったのかといえば、多くは農家の屋敷林だったの
かも知れません。
一方、スギ、ヒノキ類では幹周2ｍを少し超えるものが
2本ある程度でしたし、コナラ、クヌギについては幹周2
ｍ未満で、いずれも定期的に伐採されていたことが推定

されます。

雑木林の更新
農家の減少とともにコナラ・クヌギ林はそのまま放置
され、大径木化、高齢木化が進んでいます。最近、伐採し
た切り株で年輪を調べると70年位ですから、昭和30年
代に植えられたもので燃料革命以降、伐採など更新が行
われていません。このため、高い所で枝が広がり、今や園
路沿いに植えられたアジサイは花を付けなくなってしま
いました。
かつての里山を取り戻そうと2004年に「くぬぎの森」
の一部0.5haを伐採し、更新を始めています。当初42本
を伐採し、萌芽して育ったのは6本でした（再生率14％）。
これは、伐採木が高齢になっているからと考えられ、これ
を補うために植栽した幼木や実生木を育成、管理してい
ます。とうとう去年は立派に育った2代目の一部を伐採す
るまでになり、紆余曲折をたどりながらもボランティア仲
間と成長の喜びを分かち合っています。
また、「第2くぬぎの森」と呼んでいる0.8haの雑木林で
も、4年前から市財団が中心になって計画的な伐採が始
まっています。
木を切ると林床は明るくなり、様々な植物が生えてき
ます。「くぬぎの森」では外来種やアズマネザサなどの駆
除を繰り返したことで、ヤマユリが増えてきました。最近
では毎年約70株のヤマユリが花をつけるようになりまし

た。大きな株は10輪以上の花が重たげに風に揺れ、ふく
いくとした香りが漂い、至福の時を過ごすことができま
す。「第2くぬぎの森」では昨年春、キンラン、ギンラン、サ
サバギンランが合わせて198株開花しました。
このように泉の森では、大和市・市財団・ボランティア
が協力し、豊かな自然環境を後世に残すべく様々な活動
を継続しています。

【図1】　泉の森案内図

凡例（要約）

■①スギ・ヒノキ植林
■②コナラ・クヌギ林
■③シラカシ林
■④湿地等
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泉の森の全体をみた植生
その場所の植生は、気候、地質、地形など自然的条件
と人の営みによる人為的条件により長い時間をかけて形
成されます。このうち最も大きな要素は地形と人の営み
です。
ここの地形は、相模原台地上にあり、標高は50ｍ程度
で最も低い所が引地川になっています。川の両岸に少し
平坦な湿地が広がりその先の斜面緑地を越えると台地
が延 と々広がっています。
しらかしの池（前頁写真）は川の氾濫を防ぐ目的で造
られた調整池ですが、かつてこの付近は小川に沿って谷
戸田が伸び、里山の風景が形成されていたようです。
やがて時が移り、かつての里山は緑地として生まれ変
わり、水田は調整池や湿生植物園として利用されていま
す。雑木林やスギ・ヒノキの植林地は園路が整備され市
民が憩える緑地となり、かつて農家があった場所も広場
や自然観察センターに生まれ変わりました。こうしてでき
た緑地についてもう少し詳しくみてみましょう。
まず、土地所有形態をみると、この緑地を整備した大
和市の所有地は15％程度しかありません。国有地と県有
地が50％余りあり、残り約1/3は個人所有になっていま
す。個人所有地は市及び（公財）かながわトラストみどり
財団が借地契約を結んでいます。このため、所有者の利
用形態がそのまま緑地として引き継がれているものが多
いと思われます。
泉の森は図1の案内図で分かるように、引地川の源流
が南北方向に低湿地として伸び、これを両側から包み込
むように森林が広がっています。そして国道246号が森
の中央部を東西に横断しており、低湿地部分は高架に
なっていますが北エリアと南エリアに二分されます。北エ
リアは特別緑地保全地区（都市緑地法）に指定され中心
部分は県企業庁の水源地があり、ネットフェンスで囲まれ
普段は中へ入れません。ここにはセンダイタイゲキ、ワダ
ソウなど貴重な植物群落があり、ボランティア協議会が
保全活動に取り組んでいます。　
図2は市財団が「NPO法人みどりのお医者さん」へ委
託して作成した現況の植生図です。これによる森林群落
を大きく分けると①スギ・ヒノキ植林、②コナラ・クヌギ
林、③シラカシ林があり、更に森林ではありませんが池、
小川、湿地で形成されアシ、ヒメガマ、ハンゲショウ、植栽
地等の群落で植生図ではその他としていますが便宜上
④湿地等としています。南北のエリアごとにみると、北エ
リアでは図-3で分かるように②コナラ・クヌギ林が最も
多く50％以上を占め①スギ・ヒノキ林を合わせると90％

以上になります。このエリアに最も多い②コナラ・クヌギ
林は1か所にまとまっているのではなく、概ね1ha以内の
ブロックごとに①スギ・ヒノキ植林とモザイク状に混在し
ているのが特徴です。これに対して南エリアは谷戸が開
けているため④湿地等が多くなり、①スギ・ヒノキ植林と
③シラカシ林と合わせて約75％を占め、②コナラ・クヌ
ギ林は少なく、その場所も国道246号に接する北側に片
寄っています。なお、③シラカシ林は南エリアの川の両岸
にある斜面緑地にあり、この地区の潜在自然植生とされ
ています。
②コナラ・クヌギ林は薪炭用として、①スギ・ヒノキ林
は建材用としてかつて農家が育成した二次林であり、低
湿地にあった水田とともに農家の生業として生活を支え
てきたものです。長い年月の農家の営みとともに多様な
生き物もこれに寄り添い、貴重な生態系が形成されてい
ました。このように、泉の森の原形としてあった里山をいく
らかでも受け継いでいけるよう我々は活動しています。

大和のシラカシ林
県指定天然記念物「大和のシラカシ林」は、しらかしの
池の西岸にあり、8ページ池の写真の左側にある斜面林
です。この斜面下に県教育委員会が設置した看板がひっ
そりと立っており、そこには次のように書かれています。
「シラカシ林は昔、相模原台地のほとんどの地域をお
おっていたが、人間がこの地に住むようになってからだん
だんと後退し・・・（中略）・・・この大和のシラカシ林は田
に面した（指定時の現況による）比較的浅い斜面に帯状
に存在している。・・・（中略）・・・なおこれほどに集中して
シラカシが群生している自然林は、県下の他の地域では
ほとんど見られなくなってしまった。
昔の相模原台地の面影を残す意味からも、又学術上か
らもきわめて貴重なものである。」
この文章を読むと、泉の森を含む相模原台地が昔はど
んな姿だったかがわかりますし、昭和42年の指定された
当時、川沿いには水田が残っていたこともわかります。こ
のシラカシ林は、大和市だけではなく県としても貴重な
ものとして位置付けられており、当然、泉の森の植生をみ

るときには欠かすことができないものといえます。

巨木の存在
この森にはどんな巨木がどの位あるのかを2007年と
2012年に調査しました。環境省の基準では、巨木は幹周
３ｍ以上とされており、これに該当するものは意外と少な
く、イチョウが2本、ケヤキが3本の計5本でした。幹周
2.5ｍ以上となると5種17本になり、巨木の傾向がつかめ
ます。最も多いのはケヤキで9本もあり、半数以上を占め
ます。この傾向は幹周2ｍ以上で調べてみても約半数が
ケヤキです。では最大の巨木はというと、シラカシ林の
南端の斜面下にあるイチョウで幹周3.52ｍでした。42ha
という広い緑地ですから樹齢何百年という巨木を期待し
ますが、意外と少ないです。このイチョウの根元には古い
石の祠があり、地元の方が水を供えています。そして、付
近には馬頭観音、庚申塔などがいくつも見られ、さらに10
ｍほど北には「安楽寺跡」という白い標柱があります。環
境省によると、巨木の多くが社寺にあるとされており、こ
の付近も昔、お寺の境内になっていたものと思われます。
次に、巨木の半数以上を占めるケヤキについてみてみま
す。地元の方にいただいた明治11年の住居分布図を見る
とこの森には12戸の住居が記されています。なぜ太いケ
ヤキが残ったのかといえば、多くは農家の屋敷林だったの
かも知れません。
一方、スギ、ヒノキ類では幹周2ｍを少し超えるものが
2本ある程度でしたし、コナラ、クヌギについては幹周2
ｍ未満で、いずれも定期的に伐採されていたことが推定

されます。

雑木林の更新
農家の減少とともにコナラ・クヌギ林はそのまま放置

され、大径木化、高齢木化が進んでいます。最近、伐採し
た切り株で年輪を調べると70年位ですから、昭和30年
代に植えられたもので燃料革命以降、伐採など更新が行
われていません。このため、高い所で枝が広がり、今や園
路沿いに植えられたアジサイは花を付けなくなってしま
いました。
かつての里山を取り戻そうと2004年に「くぬぎの森」

の一部0.5haを伐採し、更新を始めています。当初42本
を伐採し、萌芽して育ったのは6本でした（再生率14％）。
これは、伐採木が高齢になっているからと考えられ、これ
を補うために植栽した幼木や実生木を育成、管理してい
ます。とうとう去年は立派に育った2代目の一部を伐採す
るまでになり、紆余曲折をたどりながらもボランティア仲
間と成長の喜びを分かち合っています。
また、「第2くぬぎの森」と呼んでいる0.8haの雑木林で

も、4年前から市財団が中心になって計画的な伐採が始
まっています。
木を切ると林床は明るくなり、様々な植物が生えてき

ます。「くぬぎの森」では外来種やアズマネザサなどの駆
除を繰り返したことで、ヤマユリが増えてきました。最近
では毎年約70株のヤマユリが花をつけるようになりまし

た。大きな株は10輪以上の花が重たげに風に揺れ、ふく
いくとした香りが漂い、至福の時を過ごすことができま
す。「第2くぬぎの森」では昨年春、キンラン、ギンラン、サ
サバギンランが合わせて198株開花しました。
このように泉の森では、大和市・市財団・ボランティア
が協力し、豊かな自然環境を後世に残すべく様々な活動
を継続しています。

雑木林の新緑

【図3】　エリア別植生割合

北エリア植生割合 南エリア植生割合

①スギ・
　ヒノキ
　41％②コナラ・

　クヌギ
　51％

③シラカシ2％

③シラカシ
　10％

②コナラ・
　クヌギ
　15％

①スギ・
　ヒノキ
　41％

④湿地等
　34％

④湿地等6％
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泉の森の全体をみた植生
その場所の植生は、気候、地質、地形など自然的条件
と人の営みによる人為的条件により長い時間をかけて形
成されます。このうち最も大きな要素は地形と人の営み
です。
ここの地形は、相模原台地上にあり、標高は50ｍ程度
で最も低い所が引地川になっています。川の両岸に少し
平坦な湿地が広がりその先の斜面緑地を越えると台地
が延 と々広がっています。
しらかしの池（前頁写真）は川の氾濫を防ぐ目的で造
られた調整池ですが、かつてこの付近は小川に沿って谷
戸田が伸び、里山の風景が形成されていたようです。
やがて時が移り、かつての里山は緑地として生まれ変
わり、水田は調整池や湿生植物園として利用されていま
す。雑木林やスギ・ヒノキの植林地は園路が整備され市
民が憩える緑地となり、かつて農家があった場所も広場
や自然観察センターに生まれ変わりました。こうしてでき
た緑地についてもう少し詳しくみてみましょう。
まず、土地所有形態をみると、この緑地を整備した大
和市の所有地は15％程度しかありません。国有地と県有
地が50％余りあり、残り約1/3は個人所有になっていま
す。個人所有地は市及び（公財）かながわトラストみどり
財団が借地契約を結んでいます。このため、所有者の利
用形態がそのまま緑地として引き継がれているものが多
いと思われます。
泉の森は図1の案内図で分かるように、引地川の源流
が南北方向に低湿地として伸び、これを両側から包み込
むように森林が広がっています。そして国道246号が森
の中央部を東西に横断しており、低湿地部分は高架に
なっていますが北エリアと南エリアに二分されます。北エ
リアは特別緑地保全地区（都市緑地法）に指定され中心
部分は県企業庁の水源地があり、ネットフェンスで囲まれ
普段は中へ入れません。ここにはセンダイタイゲキ、ワダ
ソウなど貴重な植物群落があり、ボランティア協議会が
保全活動に取り組んでいます。　
図2は市財団が「NPO法人みどりのお医者さん」へ委
託して作成した現況の植生図です。これによる森林群落
を大きく分けると①スギ・ヒノキ植林、②コナラ・クヌギ
林、③シラカシ林があり、更に森林ではありませんが池、
小川、湿地で形成されアシ、ヒメガマ、ハンゲショウ、植栽
地等の群落で植生図ではその他としていますが便宜上
④湿地等としています。南北のエリアごとにみると、北エ
リアでは図-3で分かるように②コナラ・クヌギ林が最も
多く50％以上を占め①スギ・ヒノキ林を合わせると90％

以上になります。このエリアに最も多い②コナラ・クヌギ
林は1か所にまとまっているのではなく、概ね1ha以内の
ブロックごとに①スギ・ヒノキ植林とモザイク状に混在し
ているのが特徴です。これに対して南エリアは谷戸が開
けているため④湿地等が多くなり、①スギ・ヒノキ植林と
③シラカシ林と合わせて約75％を占め、②コナラ・クヌ
ギ林は少なく、その場所も国道246号に接する北側に片
寄っています。なお、③シラカシ林は南エリアの川の両岸
にある斜面緑地にあり、この地区の潜在自然植生とされ
ています。
②コナラ・クヌギ林は薪炭用として、①スギ・ヒノキ林

は建材用としてかつて農家が育成した二次林であり、低
湿地にあった水田とともに農家の生業として生活を支え
てきたものです。長い年月の農家の営みとともに多様な
生き物もこれに寄り添い、貴重な生態系が形成されてい
ました。このように、泉の森の原形としてあった里山をいく
らかでも受け継いでいけるよう我々は活動しています。

大和のシラカシ林
県指定天然記念物「大和のシラカシ林」は、しらかしの

池の西岸にあり、8ページ池の写真の左側にある斜面林
です。この斜面下に県教育委員会が設置した看板がひっ
そりと立っており、そこには次のように書かれています。
「シラカシ林は昔、相模原台地のほとんどの地域をお
おっていたが、人間がこの地に住むようになってからだん
だんと後退し・・・（中略）・・・この大和のシラカシ林は田
に面した（指定時の現況による）比較的浅い斜面に帯状
に存在している。・・・（中略）・・・なおこれほどに集中して
シラカシが群生している自然林は、県下の他の地域では
ほとんど見られなくなってしまった。
昔の相模原台地の面影を残す意味からも、又学術上か

らもきわめて貴重なものである。」
この文章を読むと、泉の森を含む相模原台地が昔はど

んな姿だったかがわかりますし、昭和42年の指定された
当時、川沿いには水田が残っていたこともわかります。こ
のシラカシ林は、大和市だけではなく県としても貴重な
ものとして位置付けられており、当然、泉の森の植生をみ

るときには欠かすことができないものといえます。

巨木の存在
この森にはどんな巨木がどの位あるのかを2007年と
2012年に調査しました。環境省の基準では、巨木は幹周
３ｍ以上とされており、これに該当するものは意外と少な
く、イチョウが2本、ケヤキが3本の計5本でした。幹周
2.5ｍ以上となると5種17本になり、巨木の傾向がつかめ
ます。最も多いのはケヤキで9本もあり、半数以上を占め
ます。この傾向は幹周2ｍ以上で調べてみても約半数が
ケヤキです。では最大の巨木はというと、シラカシ林の
南端の斜面下にあるイチョウで幹周3.52ｍでした。42ha
という広い緑地ですから樹齢何百年という巨木を期待し
ますが、意外と少ないです。このイチョウの根元には古い
石の祠があり、地元の方が水を供えています。そして、付
近には馬頭観音、庚申塔などがいくつも見られ、さらに10
ｍほど北には「安楽寺跡」という白い標柱があります。環
境省によると、巨木の多くが社寺にあるとされており、こ
の付近も昔、お寺の境内になっていたものと思われます。
次に、巨木の半数以上を占めるケヤキについてみてみま
す。地元の方にいただいた明治11年の住居分布図を見る
とこの森には12戸の住居が記されています。なぜ太いケ
ヤキが残ったのかといえば、多くは農家の屋敷林だったの
かも知れません。
一方、スギ、ヒノキ類では幹周2ｍを少し超えるものが
2本ある程度でしたし、コナラ、クヌギについては幹周2
ｍ未満で、いずれも定期的に伐採されていたことが推定

されます。

雑木林の更新
農家の減少とともにコナラ・クヌギ林はそのまま放置
され、大径木化、高齢木化が進んでいます。最近、伐採し
た切り株で年輪を調べると70年位ですから、昭和30年
代に植えられたもので燃料革命以降、伐採など更新が行
われていません。このため、高い所で枝が広がり、今や園
路沿いに植えられたアジサイは花を付けなくなってしま
いました。
かつての里山を取り戻そうと2004年に「くぬぎの森」
の一部0.5haを伐採し、更新を始めています。当初42本
を伐採し、萌芽して育ったのは6本でした（再生率14％）。
これは、伐採木が高齢になっているからと考えられ、これ
を補うために植栽した幼木や実生木を育成、管理してい
ます。とうとう去年は立派に育った2代目の一部を伐採す
るまでになり、紆余曲折をたどりながらもボランティア仲
間と成長の喜びを分かち合っています。
また、「第2くぬぎの森」と呼んでいる0.8haの雑木林で
も、4年前から市財団が中心になって計画的な伐採が始
まっています。
木を切ると林床は明るくなり、様々な植物が生えてき
ます。「くぬぎの森」では外来種やアズマネザサなどの駆
除を繰り返したことで、ヤマユリが増えてきました。最近
では毎年約70株のヤマユリが花をつけるようになりまし

春の新緑だけでなく、秋に
はドングリが実り黄葉に彩ら
れる雑木林は我々に様々な恵
みを与えてくれる楽園です。
ボランティア協議会は、８

つのグループにより構成さ
れ、調査、普及啓発、管理など
多彩な活動を行っています。
興味のある方、知識、経験は
問いません、自然の中で楽し
みながらご一緒に活動してみ
ませんか。

是非、ご一緒に活動を

た。大きな株は10輪以上の花が重たげに風に揺れ、ふく
いくとした香りが漂い、至福の時を過ごすことができま
す。「第2くぬぎの森」では昨年春、キンラン、ギンラン、サ
サバギンランが合わせて198株開花しました。
このように泉の森では、大和市・市財団・ボランティア
が協力し、豊かな自然環境を後世に残すべく様々な活動
を継続しています。

プロフィール

大浜 あきら
しらかしのいえボランティア協
議会 会長。
植物調査班、自然あんない部会
で活動。

観察センター前にあるムクロジの黄葉

雑木林に咲く大輪のヤマユリ

しらかしのいえボランティア協議会
ロゴマーク

おお   はま
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【コース】 厚木バスセンター～　 ～広沢
寺入口バス停～炭焼小屋～山ノ神隧道～元キャンプ場駐車場（昼食）～
不動尻～広沢寺（バス停）
◆七沢奥部の不動尻渓谷は新緑が美しく、林道脇の岩壁には花咲くハルユキノ
シタの群落が続きます。付近には滝が点在するので景勝地巡りを楽しめます。

自然観察

（2019.4/1～2020.3/31）
2019年度

ハルユキノシタの群落に出会う不動尻へ
足立 直義 氏
ナチュラリスト

坂本 堅五 氏
（公財）日本鳥類
保護連盟専門委員【集合】

厚木バスセンター
9番乗り場 9：00
（9:20のバス乗車予定）
本厚木駅より徒歩5分

【講師】

学生（小～大）

会員
一般

無料
1,000円
500円

10：00～15：00

学生（小～大）

会員
一般

無料
1,000円
500円

【コース】 海老名駅～県立相模三川公園
（昼食）～厚木駅
◆相模原三川公園は相模川、中津川、小鮎川の合流する河川敷を利用し
て整備された公園で遮るものがなく、視界が開けた園内はバードウォッ
チに最適です。河川環境で繁殖する野鳥たちを中心に観察します。

野鳥観察

相模三川公園で河川環境に
生息する野鳥の観察

【集合】 小田急線
海老名駅西口
改札前 9:30

【講師】

5月6日(月・祝)
9:30～14:00

【コース】 桜ヶ丘駅～久田緑地～左馬神社（昼食）～久田緑地～桜ヶ丘駅【持
ち物】軍手、大きな袋
◆毎年大人気！大和市の久田緑地で竹林整備のために竹の子掘りを行います。また、
緑地内の動植物の観察も楽しめます。※イベント限定で竹の子を掘ることができます。

自然観察

竹の子掘りで
竹林整備2019

神保 賢一路 氏
緑地環境プロデューサー

【集合】 小田急線
桜ヶ丘駅改札前
10：00

【講師】

各25人
受付:4/1～4/10

30人 受付:4/1～4/21

学生（小～大）

会員
一般

無料
1,000円
500円

4月20日(土)
9：00～15：00

30人 受付:4/1～4/10

かながわトラストみどり財団

❶ 4月20日(土) ❷ 4月27日(土)

【コース】 柿生駅～浄慶寺～月読神社～琴平神社～王禅寺～王禅寺公園
（昼食）～新百合ヶ丘駅
◆鎌倉時代に川崎の王禅寺で発見された甘柿。甘柿の原木を訪ね、里山
の風情が残る懐かしい畑、併せて新しい街の庭木や草花、街路樹を楽し
みます。一昨年、大変好評をいただいたイベントを再企画しました。

自然観察

日本最古の甘柿・禅寺丸柿の
原木を訪ねて

【集合】 小田急線柿生駅
南口改札前 10:00

【講師】

5月11日(土)
10:00～15:00

学生（小～大）

会員
一般

無料
1,000円
500円

30人 受付：4/1～4/21

川崎

横浜
大和

海老名駅

本厚木駅

桜ヶ丘駅

橋本駅

宮ヶ瀬湖畔

秦野駅

中井中央公園

開成駅

藤野駅

平塚駅大磯駅

鶴巻
温泉駅

湯河原駅

二宮駅

小田原駅

新松田・
松田駅21世紀の森

箱根高原ホテル

柿生駅

栗平駅
読売ランド前駅

西鎌倉駅
鎌倉駅

三崎口

小網代の森小網代の森

2019年度

集合場所

マップ

イベント・ボ
ランティア

県内各地で
イベント・ボランティアを

開催します!

約6.2km・ 　ほぼ平坦約6.2km・ 　ほぼ平坦

約7.5km・ 　約52ｍ

NPO法人 全国森林
インストラクター
神奈川会

約9.3km・ 　約356m約9.3km・ 　約356m

約2.5km・ほぼ平坦約2.5km・ほぼ平坦

※写真はすべてイメージです（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。）

※コース内のバス代は各自負担となります
※　の数が多いとコース難易度が上がります

バス乗車
徒歩
高低差

〔 共通事項 〕

くでん

自然観察会や
体験イベント等
森林ボランティア等

■5/11㊏→P12

■4/20㊏・27㊏→P12 
■12/21㊏→P14

■
12/15㊐

→P13

■6/15㊏→P13
■10/12㊏→P13

■5/17㊎→P13 
■6/2㊐→P13 
■小網代の森イベント→P15

■10/1㊋→P13

■11/16㊏→P13

■5/6㊊㊗
　 →P12

■7/20㊏
　 →P13 ■4/21㊐→P14

■6/8㊏
    →P16

■12/7㊏→P17

■6/8㊏
　 →P16
■9/7㊏
　 →P16

■7/6㊏→P16

■11/23㊏
　  →P17

■8/28㊌→P16
■12/1㊐→P17
■12/7㊏→P17

■4/20㊏→P12
■7/17㊌→P16
■11/16㊏→P17

■7/17㊌→P16
■11/16㊏→P17

■12/18㊌
　 →P17 

■2020.1/18㊏→P17 

■2020.2/1㊏→P17■6/1㊏→P16

■5/26㊐
　 →P16

■11/9㊏
→P17

■2020.2/15㊏→P14

※両日申込不可

早川駅
■5/26㊐→P16
■6/29㊏→P16
■8/18㊐→P16
■9/21㊏→P16
■10/5㊏→P17
■10/26㊏→P17

■12/1㊐
　 →P14

主催イベント
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柴田　健一郎 氏

横須賀市自然・人文博物館
学芸員（地球科学）【講師】

【講師】

10月12日(土)
12:30～16:00
会員
一般・学生

無料

※別途拝観料200円
500円

5月17日(金)
12:50～16:30
会員
一般・学生

2,000円
4,000円

20人
受付：8/1～8/31

20人
受付：8/1～8/31

6月15日(土)
13:00～16:00
会員
一般

無料
500円

20人
受付：4/1～4/30

25人
受付：4/1～4/21

【コース】 三崎口駅～　 ～引橋～引橋入口（小網代中央の谷コース）～
シーボニア～（昼食）～（小網代湾内）～シーボニア～　 ～三崎口駅
◆オリンピックを前に、セーリング会場となる神奈川も様々なマリーンスポーツが盛んに。
小網代の森の源流から河口干潟、海へと連なる自然の豊かさを体感するため、午前中に
小網代を散策し、午後からは歴史あるマリーナにてヨット、カヤックなどを体験します。

自然観察＆体験

ヨット・カヤック体験付
小網代の森と海の観察会

【集合】 京急線
三崎口駅改札前
9:00

9:00～15:00

学生（小～大）

会員
一般

無料
1,000円
500円

30人 受付：4/1～4/30

30人 受付：9/1～9/30

【コース】 
鎌倉駅東口～元八幡宮～向福寺～来迎寺～五所神社～鎌倉駅
◆鎌倉駅から徒歩で材木座にある元八幡宮や向福寺、来迎寺等を巡り
ます。

歴史見学

古都鎌倉

【集合】
JR鎌倉駅東口
改札前 13:00　

吉谷 昭憲 氏 
昆虫研究家・絵本作家
【講師】

7月20日(土)

【コース】 橋本駅～　 ～津久井湖観光センター～津久井湖城山公園
パークセンター（昼食）～津久井湖観光センター～　 ～橋本駅
◆昆虫たちが活発な夏。色鮮やかな「タマムシ」や前回見る事の出来なかった 日
本の国蝶「オオムラサキ」を探しに行きます！昆虫博士のレクチャーを受けなが
ら公園内を散策します。パークセンターの展示室も楽しめ、自由研究に最適です。

いきもの観察

オオムラサキ・タマムシを
探しに行こう観察会

【集合】JR橋本駅
北口 9:00

10:00～15:00

学生（小～大）

会員
一般

無料
1,000円
500円

30人 受付：5/1～5/31

八幡 義信 氏

元鎌倉女子大教授　
県文化財協会会長

八幡 義信 氏

元鎌倉女子大教授　
県文化財協会会長

【講師】            小網代の森：NPO法人
小網代野外活動調整会議
海洋セミナー：㈱リビエラ・リゾート

【講師】

【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　
◆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。

歴史見学

【集合】 
JR鎌倉駅東口改札前12：30または
浄明寺バス停13:00

【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。

自然観察会

紅葉の矢倉沢往還でミカン狩り
NPO法人全国森林
インストラクター神奈川会

※別途ミカン狩り料金400円程度を予定
※観察会だけやミカン狩りのみの
　参加は不可

【集合】 
小田急線鶴巻温泉駅
改札前10:00

【講師】
11月16日(土)
10:00～15:00 

学生（小～大）

会員
一般 1,000円

500円

無料

【コース】 三崎口駅～　 ～シーボニア～ヨット乗船～小網代湾～長者ヶ
崎緑地～大崎緑地～逗子マリーナ
※現地解散　鎌倉駅か逗子駅方面バス停へ案内。
◆カタマランヨットに乗り込み普段見ることができない海からのトラスト緑地を視
察します。今回から講師も加わり、三浦半島の形成や地質についても学べます。

緑地周遊

三浦半島トラスト緑地を海から巡る
～トラスト緑地周遊クルーズ2019～　

【集合】 京急線三崎口駅
改札前 12:50
または　シーボニア・
マリーナ指定場所 13:30

10月1日(火)
9:30～15:30

会員
一般・学生 2,000円

1,000円

【講師】 進和学園

【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。

講座＆体験

『かなユリ・チャレンジ』活動報告会
(植付体験付)

【集合】 JR平塚駅南口
ロータリー 9:30

6月2日(日)
【共催】
（公財）鎌倉
風致保存会

【共催】（公財）
鎌倉風致保存会

古都鎌倉

【講師】NPO法人

12月15日(日)

【コース】 西鎌倉駅～広町緑地～西鎌倉駅
◆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。

いきもの観察

自然からの贈り物で作る
クリスマスリース作り

【集合】
湘南モノレール 
西鎌倉駅改札前
9:00

9：30～15：30

学生（小～大）

会員
一般

1,000円
2,000円
1,500円

鎌倉広町の
森市民の会

約2.5km・ 　約80ｍ

約3km・ 　約100ｍ

約1.1km・ 　約33ｍ

約3.2km・　 ほぼ平坦約3.2km・　 ほぼ平坦

約3km・　 ほぼ平坦約3km・　 ほぼ平坦

約6.1km・　 約106m約6.1km・　 約106m

20人 受付：10/1～10/31

※別途拝観料500円

※コース内のバス代は各自負担となります
※　の数が多いとコース難易度が上がります

バス乗車
徒歩
高低差

〔 共通事項 〕

※写真はすべてイメージです

リベンジ!

昼食＆
ホットケーキ付
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80人(先着順）
受付：10/7～11/16

【コース】 藤野駅～　 ～和田バス停～登山口～一の尾尾根合流～山
頂～一の尾尾根分岐～登山口～和田バス停～　 ～藤野駅
◆神奈川県側のルートより、人気の陣馬山へハイキングします。山頂
の展望も抜群です。春の自然観察を存分に楽しみましょう。

森林探訪

若草薫る陣馬山へ
春の花との出会いを楽しむ

【集合】中央本線藤野駅改札前9:00

4月21日(日)
9：00～15：00

80人(先着順）
受付:4/6締切

会員
一般

500円
1,000円

12月1日(日)

【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。

森林探訪

蜜柑畑と歴史の石垣山一夜城
より相模湾を望む

【集合】 
東海道線
早川駅改札前
9:00

9:00～15:00
会員
一般

500円
1,000円

財団WEBサイトで
イベント情報を
発信しています!

【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】原則として小雨天決行です。集合場所にて講師がコース変更等を判断します。 
【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。

約10.3km・ 　約367ｍ約10.3km・ 　約367ｍ 約9.1km・　 約240ｍ約9.1km・　 約240ｍ

※コース内のバス代は各自負担となります
※　の数が多いとコース難易度が上がります

バス乗車
徒歩
高低差

〔 共通事項 〕

※写真はすべてイメージです

【共催・講師】
NPO法人
かながわ森林
インストラクターの会

【共催・講師】NPO法人
かながわ森林
インストラクターの会

【講師】
2月15日(土)

【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　
◆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。

自然観察会

古地図を持って
大磯を巡る

【集合】 
JR大磯駅改札前
9:00

10:00～15:00

学生（小～大）

会員
一般

無料
1,000円
500円

30人 受付：12/1～12/31

2020年

NPO法人大磯
ガイド協会

約3.5km・　 約24m約3.5km・　 約24m

【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　【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 　 kanagawa_shizenkansatu@yahoo.co.jp  
【問い合わせ】☎090-6150-6173（担当：赤崎）

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。

申込方法 財団主催イベント

【講師】
12月21日(土)

【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
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。

自然観察&体験

正月飾り作りと里山植物観察

【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

午前の部  9:00～12:00
午後の部13:30～16:30

学生（小～大）

会員
一般

1,000円
2,000円
1,500円

午前・午後 各10人 受付：10/1～10/31

ほぼ平坦約2.1km・ 　ほぼ平坦

             NPO法人
かながわ森林
インストラクターの会

※複数部申込不可

「サポーター会員」イベント写真班を募集中!
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!

「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

現在の登録人数75名

　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。
【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

イベント写真班に協力ください
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京急線 三崎口駅改札前 15:30集合
小網代の森内えのきテラス 17:00解散

三崎口駅～　 ～引橋～引橋入口～（小網代中央の
谷コース）～えのきテラス解散　※帰路案内マップ
プレゼント、任意でホタル観察できます。

春から夏に移ろう小網代の森で、日差しも穏やか
な夕方に散策します。生きものの宝庫の森を専門
のガイドと歩きましょう。イベント終了後には、任
意でホタル観察もできます。

4/1～4/30

5/255/25 6/16/1

小網代の森引橋入口に完成する小網代の森インフォメーションセ
ンター開設記念として、小網代の森と三浦市の観光スポットを巡
るウォークラリーを開催します。
日程及び詳細は次号「ミドリ」でお知らせします。

申込方法 小網代の森イベント
【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。
【実施の有無】雨天中止。雷・波浪注意報発令でも中止となる場合があります。 
【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。

小網代の森と
三浦観光
ウォークラリー

2019年 秋開催予定

アカテガニ
放仔観察会2019

土 土第1回

受付開始 各30人定  員

ホタル観察希望者は懐中電灯など
ナイトウォーク用装備

追加持物

NPO法人小網代野外活動調整会議講　師

1,000円 500円無料参加費 会員 一般 学生（小～大学生）

コース

 三崎口駅～　 ～引橋～引橋入口～（小網代中央の谷
コース）～アカテガニ広場～（小休止）～（放仔観察）～
（宮ノ前峠（バス）or引橋入口（バス・徒歩））～三崎口駅

長靴(膝丈まで海に入って観察します。危険生物や体温
の低下を防ぐため雨靴を装備して下さい。サンダルや
マリンシューズは不可、また濡れることもあるので、タオ
ルや着がえをご持参ください)、軽食、飲み物、懐中電灯

※団体10名以上での申込は財団事務局まで。※波浪・雨天等で中止の場合は、イベント当
日正午頃に判断し情報発信します。なお、募集対象年齢により実施の判断が異なります。

6/1(土)～6/30(日)申込期間 各50人定 員

追加持物

NPO法人小網代野外活動調整会議講　師

2,000円 1,000円無料参加費 会員 一般 学生（小～大学生）

コース

第2回

各 日

30名
募集!!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
夏の大潮の晩。母ガニは孵化した卵を抱え、いっせい
に海岸に押し寄せ、子供たちを海に放ちます。引橋か
ら干潟まで講師と歩き、アカテガニ広場でガイダンスを受けた後、膝
丈まで海に入り、陸から降りてくるカニの放仔を海から観察します。

8/18/1 8/38/3木

木

第1回 第2回

8/15 8/17土
土

第3回
親子で

第4回
親子で

各 日

50名
募集!!

ほ  う  し

　網　の森イベント
こ あ じ ろ

※写真はすべてイメージです

　小網代の森の玄関口の「引橋入口」に複合商業施
設がオープンし、その一部に三浦市市民交流センター
及び小網代の森インフォメーションセンター（仮称）が
開設される予定です。
　センターのオープンは2019年6月頃を予定し、小網
代の森のビジター施設、イベントや情報提供の拠点と
して利用できるようになり、三浦市、財団、NPO法人小
網代野外活動調整会議の協働で運営されます。
　これまで保全活動や情報発信の拠点が無かったた
め、施設完成によってより効果的な普及啓発と保全活
動を実施できると期待しています。

　選考結果について発表を予定しておりましたが、たく
さんのご応募をいただき、現地調査等に時間がかかっ
ております。そのため、2020年9月発行の機関誌ミドリ
及びホームページでの発表に変更いたします。

小網代の森
インフォメーション
センターについて

「かながわのみどりや森林における
パワースポット・癒やしスポットの
選考結果」発表について

自然観察会

ホタルの見頃に
夕方観察会2019

自然観察会

【対象】
高校生以上
【対象】
小学3年生
以上

写真：柳瀬博一※複数日申込不可 ※複数日申込不可

事務局だより mini
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予備日：6/2（日）

小竹   小田原市 住宅供給公社有林

（2019.4/1～2020.3/31）
2019年度

竹林整備6月1日(土)

【行程】 二宮駅北口（専用バスで移動）⇒
現地⇒二宮駅北口
竹林整備で出た竹の子を持ち帰り可

【行程】 A 小田原駅西口（専用バスで移動）
⇒ 箱根高原ホテル駐車場 Bと合流⇒現地⇒
箱根高原ホテル駐車場⇒小田原駅西口　◆昼食後温泉入浴

【行程】 A 富士急湘南バス操車場（専用バスで移
動）⇒21世紀の森駐車場 Bと合流⇒現地⇒
21世紀の森駐車場⇒富士急湘南バス操車場

※専用バスで移動 ※自家用車駐車場はありません

50人（先着順）受付：5/1～

100人（先着順）受付：5/1～

100人（先着順）受付：4/1～

100人（先着順）受付：7/1～

100人（先着順）受付：6/1～

50人（先着順）受付：6/1～

50人（先着順）受付：7/1～

100人（先着順）受付：4/1～

100人（先着順）受付：4/1～

100人（先着順）受付：4/1～

小田急線新松田駅
北口 JR御殿場線松田駅東口
A 富士急湘南バス操車場 8：30※
またはB 21世紀の森駐車場 9：00

予備日：6/9（日）

内山   南足柄市 成長の森

下 刈6月8日(土)
※専用バスで移動

【集合】

【集合】

ＪＲ東海道線 二宮駅北口8：30※
【共催】神奈川県住宅供給公社
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※写真はすべてイメージです

森ヘ行こう! 活動に参加しよう!

森林づくりのための主な作業
苗木を
植える作業

作業時期

春と秋

作業時期

秋～冬
作業時期

秋～冬
作業時期

夏

緑の募金保全活動

予備日：5/27（月）

元箱根   箱根町 県有林

除 伐5月26日(日)
【集合】JR東海道線・

小田急線 小田原駅 A 西口 8：30※ 
またはB 箱根高原ホテル駐車場 9：30

※Aは専用バスで移動【協力】箱根高原ホテル

予備日：6/30（日）

荻窪   小田原市 緑の祭典植栽地

下 刈6月29日(土)

【行程】 小田原駅西口（専用バスで移動）⇒
現地 ⇒小田原駅西口
◆ボランティア発表会開催

【集合】JR東海道線・
小田急線 小田原駅西口 8：30※

※専用バスで移動
※自家用車駐車場はありません

【共催】小田原市

※専用バスで移動 ※自家用車駐車場はありません

予備日：7/7（日）

曽屋   秦野市 弘法山公園

下 刈7月6日(土)
【集合】小田急線

秦野駅南口 8：30※
【共催】秦野市

【行程】 秦野駅南口（専用バスで移動）⇒現地
⇒富士見の湯⇒秦野駅南口
◆昼食後、富士見の湯入浴

予備日：7/18（木）

鳥屋   相模原市 緑区

下 刈7月17日(水)

【行程】 A本厚木駅北口（専用バスで移動）⇒
宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場Bと合流⇒現地⇒
宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場⇒本厚木駅

【集合】小田急線 本厚木駅
A 北口 8：30※または
B 宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場 9：30

※Aは専用バスで移動

【共催】（公財）相模原市まち・みどり公社

【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

※専用バスで移動 ※自家用車駐車場はありません

【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㈱

予備日：8/21（水）

仙石原   箱根町 イタリ水源林

下 刈8月18日(日)

⇒現地⇒【行程】秦野駅南口（専用バスで移動）⇒現地⇒
秦野駅南口

⇒
⇒現地⇒21世紀の森駐車場

【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

※専用バスで移動 ※自家用車駐車場はありません

【集合】小田急線　
秦野駅南口 8：30※

【共催】秦野市

予備日：8/29（木）

寺山   秦野市 寺山水源林

下 刈8月28日(水)

予備日：9/8（日）

内山   南足柄市 県立21世紀の森

除 伐9月7日(土)
【集合】21世紀の森駐車場

9：00
【共催】21世紀の森指定管理者

予備日：9/22（日）

仙石原   箱根町 小塚山トラスト緑地

除 伐9月21日(土)

【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

【集合】JR東海道線・
小田急線 小田原駅西口 8：30※

※専用バスで移動 ※自家用車駐車場はありません

緑の募金保全活動

【協力】箱根高原ホテル

苗木が周り
の雑草に負
けない大き
さに育つま
で、周 り の
雑草等を刈
り取る作業

節のない木
材を作った
り、林 内 に
光を入れる
ために枝を
切り落とす
作業

林内に光を
入れるため
成長の悪い
造林木を切
る作業

植栽 下刈り 枝打ち 間　伐



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：12/1～

100人（先着順）受付：11/1～

100人（先着順）受付：10/1～

50人（先着順）受付：9/1～

50人（先着順）受付：10/1～

50人（先着順）受付：10/1～100人（先着順）受付：8/1～

県民参加の森林づくり申込
方法

【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。

【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
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※専用バスで移動
※自家用車駐車場はありません

予備日：10/6（日）

仙石原   箱根町 町有林

植 栽10月5日(土)

【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

【集合】JR東海道線・
小田急線 小田原駅西口 8：30※

【共催】箱根町
【協力】箱根高原ホテル

予備日：なし

岩   真鶴町 真鶴町県行造林

間 伐10月26日(土)

【行程】 小田原駅西口（専用バスで移動）⇒
現地⇒小田原駅西口
【行程】 小田原駅西口（専用バスで移動）⇒
現地⇒小田原駅西口

【集合】JR東海道線・
小田急線 小田原駅西口 8：30※

※専用バスで移動 ※自家用車駐車場はありません
【共催】真鶴町

【行程】 湯河原駅（専用バスで移動）⇒現地⇒
湯河原駅

※専用バスで移動 ※自家用車駐車場はありません

【集合】JR東海道線
湯河原駅 8：30※

予備日：なし

鍛冶屋   湯河原町 町有林

間 伐11月9日(土)

【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
　　　　　　　●森林整備活動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。

【共催】湯河原町

【行程】 A 本厚木駅北口（専用バスで移動）⇒宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場 B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

小田急線 本厚木駅
A 北口 8：30※または
B 宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場 9：30
※Aは専用バスで移動

【共催】（公財）相模原市まち・みどり公社

予備日：なし

青根   相模原市 緑区 学校林

除 伐11月16日(土)
【集合】

予備日：11/24（日）

塚原   南足柄市 塚原水源林

間 伐11月23日(土)

【行程】 開成駅西口（専用バスで移動）⇒現地⇒
開成駅西口

【集合】小田急線
開成駅西口 8：30※

※専用バスで移動 ※自家用車駐車場はありません

※専用バスで移動 ※自家用車駐車場はありません

※専用バスで移動 ※自家用車駐車場はありません

予備日：なし

千村   秦野市 頭高山

除 伐12月1日(日)
【集合】小田急線

秦野駅南口 8：30※
【共催】秦野市

【行程】 秦野駅南口（専用バスで移動）⇒現地
⇒秦野駅南口

予備日：12/8（日）

比奈窪   中井町 地域水源林

除 伐12月7日(土)
【集合】小田急線 秦野駅

A 南口 8：30※または
B 中井中央公園野球場脇駐車場 9：00

※Aは専用バスで移動【共催】中井町
【行程】 A 秦野駅南口（専用バスで移動）⇒
公園野球場脇駐車場 Bと合流 ⇒現地⇒
公園野球場脇駐車場⇒秦野駅南口

※徒歩で移動
※自家用車駐車場はありません

予備日：なし

栗木   川崎市 麻生区 栗木山王山特別緑地

竹林整備12月18日(水)

【行程】 栗平駅南口（徒歩で移動）⇒ 現地⇒
栗平駅南口　

【集合】

【集合】

小田急多摩線 栗平駅南口 8：30

【共催】（公財）川崎市公園緑地協会

※徒歩で移動
※自家用車駐車場は
　ありません

予備日：なし

多摩美   川崎市 多摩区 多摩特別緑地

除 伐

【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

小田急線
読売ランド前駅北口
8：30

【共催】（公財）川崎市公園緑地協会

1月18日(土)
2020年

【集合】

予備日：2/2（日）

西小磯   大磯町

竹林整備

【行程】 大磯駅南口（専用バスで移動）⇒現地
⇒大磯駅南口
【行程】 大磯駅南口（専用バスで移動）⇒現地
⇒大磯駅南口

JR東海道線
大磯駅南口 8：30※

【共催】大磯町

2月1日(土)
2020年
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特　典施設名/所在地・電話番号など種
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域

特　典施設名/所在地・電話番号など種
別

地
域

飲
　
食

飲
　
食

飲
　
食

一般、20歳未満
と学生は
100円引

大浴場・
ウェルネス
クラブ
20%引

大人400円・
学生・20歳未満200円
→無料
（65歳以上及び高校生以下は
150円、中学生以下無料）

※イベント等により
　料金が異なります。

飲
　
食

箱
根
町
レ
ジ
ャ
ー

会員優待施設の紹介

平成31（2019）年3月現在

毎年発行される会員証または付属の優待券のご利用で、
割り引きなどの優待を受けることができます。
※優待情報は、財団WEBサイトでもご覧いただけます。 
※休日などの詳細は各施設にお問い合わせください。
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横
須
賀
市

横
浜
市

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

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

❹

横浜市立よこはま動物園
（ズーラシア）

横浜市旭区上白根1175-1
☎045-959-1000
【開園時間】9：30～16：30（入園は、16：00まで）
【休園日】火曜日(祝日の場合は開園、翌日休園)、
12/29～1/1

❺

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

観音崎自然博物館
横須賀市鴨居4-1120
☎046-841-1533
【開館時間】9：00～17：00（入館は16：30まで）
【休館日】月曜日(祝日の場合は、翌日)
　　　　　年始は1/2～開館、7月・8月は無休

大人250円→150円
学生150円→100円

高校生以上
300円
　　 →250円
中学生以下
150円
　　 →100円

大人・中学生
1,800円
　 →1,500円
子供、小学生
900円
　 　 →750円

大人1,500円
　　  →1,400円
大高生1,100円
　　  →1,000円
小中生600円
　　      →500円

大人520円
　　   →410円
15歳～20歳
300円→200円

1組5名様まで
団体割引
適用

団体割引
適用

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

優待券の利用で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

大人400円
　　　→350円
高校生300円
　　　→250円
小中生200円
　　　→150円

大人500円
　　　→400円
高校生300円
　　　→240円
小中生200円
　　　→160円

大人800円
　　　→640円
高校生300円
　　　→240円
小中生200円
　　　→160円

❸
鎌
倉
市

南
足
柄
市

清
川
村

葉
山
町

三
浦
市

三
浦
市 ❽

11

12

14

13

15

ミサキドーナツ
（三崎本店）

三浦市三崎3-3-4
☎046-895-2410
【開館時間】月・火・木・金曜日(11：00～17：00)
　　　　　土・日曜日(10：00～18：00)
【休館日】年末年始

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

県立近代美術館 葉山館・
鎌倉別館

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

県立大船フラワー
センター
（日比谷花壇大船フラワーセンター）

鎌倉市岡本1018
☎0467-46-2188
【開館時間】3月～10月9：00～17：00 
　　　　　11月～2月9：00～16：00
【休館日】第2第4月曜日（祝日の時は、
　　　　　火曜日が休園）12/29～1/3

美肌の湯
あしがらの温泉
「おんりーゆー」

南足柄市広町1520-1
☎0465-72-1126
【開館時間】10：00～21：30（最終入館は20：00）
【休館日】不定休

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

コーヒー
1杯無料
会員証の提示で❾三浦パン屋 充麦

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

クルトン
プレゼント

10マホロバ・
マインズ三浦

三浦市南下浦町上宮田3231 
☎0120-046-889
【営業時間】（11:00～12:00は閉館）
【 休館日】年中無休 ［大浴場］9:00～22:00
［ウェルネスクラブ］9:00～21:30
（日祝のフィットネスジムは18:00まで）

1泊2食付
6,700円

→6,200円
                 （税込）
※要予約12月～3月

小
田
原
市 17

18

県立生命の星・
地球博物館

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

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

16小田原城天守閣・
常盤木門、
歴史見聞館

小田原市城内地内
☎0465-22-3818
【開館時間】9：00～17：00（最終入場16：30）
【休館日】12/31～1/112月第2水曜日（天守閣のみ）

入場料
10％引
2館・3館共通券は
割引対象外

❻

❼

小網代の森
「ひげ爺の栖」

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

リビエラ
シーボニア

三浦市三崎町小網代1286
☎046-882-1216
【開館時間】11：30～20：00
（ラストオーダー19：00）
【休館日】年中無休
　　　　  ［レストラン］季節により営業時間・定休日が異なります

ランチメニューを
ご注文で

ブレンド
コーヒー
1杯無料

飲食代
10％引

（常設展）

 （特別展・企画展）

レ
ジ
ャ
ー

レ
ジ
ャ
ー

レ
ジ
ャ
ー

（65歳以上及び高校生以下は、
入館無料）

2018年
4/1

リニューアル
オープン!

※鎌倉別館は2019.9月末まで
　改装中

大人700円
　　→600円
小人400円
　　→300円

会員証の提示で19箱根湿生花園
箱根町仙石原817
☎0460-84-7293
【開園時間】9：00～17：00
　　　　　(最終入場16：30)
【休園日】3/20～11/30
　　　　　(開園期間中無休)
　　　  　 12/1～3/19(休園)

（2館共通券・3館共通券は
割引対象外）
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大人600円
　　→400円
高校生以下
　350円
　　→200円

大人600円
　　→500円
小人300円
　　→200円

大人500円
　　 →400円
小人250円
　　 →150円

大人650円
　　 →600円
小人400円
　　 →300円

大人1,600円
　　  →1,500円
大高生1,200円
　　  →1,100円
小中生800円
　　      →700円

大人1,300円
　 →1,100円
こども650円
　 →550円
（４歳児～小学生）

大人1,800円
　　  →1,600円
大高生1,300円
　　  →1,200円
小中生700円
　　      →600円

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

優待券の利用で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

会員証の提示で

コーヒー
1杯無料

真
鶴
町

湯
河
原
町

会員証の提示で
32Hot cake parlor
湘南リトルツリー

平塚市万田790-24
☎0463-34-7041
【営業時間】11：00～16：00
　　　　　ラストオーダー15：30
【定休日】月曜日・木曜日（臨時休業あり）

33笹倉鉄平版画ミュージアム・
Café Jardin

大和市上和田1777 ☎046-267-8085
【開館・営業時間】10：00～18：00
【休館日】月曜・火曜 及び夏季・年末年始
（月曜が祝日のときは火曜・水曜）
　※カフェは木曜～日曜日営業

20

21

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

22

星の王子さま
ミュージアム箱根
サン=テグジュペリ

箱根町仙石原909
☎0460-86-3700
【開館時間】9：00～18：00（入館は17:00まで）
【休館日】毎月第2水曜日（3月と8月は無休）

23

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

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

箱
根
町

箱
根
町

24

25

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

26

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

27

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

29

箱根高原
ホテル

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

30

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

31

ホテル箱根
パウエル

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

中川一政
美術館

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

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

大人1泊2食

8,800円
（税込）～

大人1泊2食

11,000円
（税別）～

大人1泊2食

10,000円
（税別）～

28
入館料

（大人、小・中学生）

100円引

入館料
200円引

入館料 50円引
●ミュージアム

●カフェ
飲食代 50円引

※会員証１枚で５名様まで有効

カフェ　ジャルダン

NEW

会員証の提示で
NEW



　久田緑地で処分される樹木を寄附の木工返礼品として生
まれ変わらせる取り組みについて多くの反響と新たなリクエ
ストを受けたため今年も実施します。
　㈳街の木ものづくりネットワークの協力のもと、「森からの
贈りものプロジェクト2019」トラスト緑地保全のための寄附
の募集を行います。寄附いただいた皆さまには2019年12月
上旬に久田緑地産材の木工品をプレゼントします。
※写真は昨年のものを使用しています。木材の状況により異なるサイズや風合い
に仕上がる場合があります。予めご承知おきください。

樹木それぞれの色合いや質
感が楽しめる４個セットのマグ
ネットです。そのまま使用もでき
ますが、木部に切れ込みが
入っているため写真やポスト
カード立てにもなります。また、
マグネットを使った額縁として
利用できます。

一輪挿しは、庭に咲く野花の
一輪を飾る花瓶です。丸太
から一つひとつ切り出す無垢
材のため、木目や色味がそれ
ぞれ異なります。まとめて３個
並べて木肌の表情の違いを
楽しんだり、ちょっとしたギフト
にしても最適です。

小田急江ノ島線桜ヶ丘駅から徒歩5分、閑静な住宅
地にある「笹倉鉄平版画ミュージアム」は、画家・笹倉
鉄平の全版画作品を収蔵する美術館で、彼の詩情豊
かな世界観を満喫できます。隣接の「Café Jardin（カ
フェ ジャルダン）」は、近隣の久田緑地にあった古民
家を移築改装しており、古き良き趣を味わうことができ
ます。久田緑地の散策を楽しんだ後、ぜひお立ち寄り
下さい。

【入館料】 300円（中学生以下無料）
【開館時間】 10：00～18：00
【休館日】 月曜・火曜 及び夏季・年末年始
　　　　　※月曜が祝日のときは火曜・水曜

【営業時間】 10：00～18：00 木曜～日曜日

【アクセス】 小田急江ノ島線桜ヶ丘駅（東口）より
徒歩5分　神奈川県大和市上和田1777

Cafe Jardin（カフェ ジャルダン）

046-205-0113

笹倉鉄平版画ミュージアム

●カフェでの
飲食代50円引き!

●ミュージアムの
入館料50円引き!

詩情溢れるアート作品と
古民家カフェの癒しスポット

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。

2019年3月より開始

046-267-8085　 046-267-6260

森からの贈りもの
プロジェクト
2019

伐採などで処分する樹木を生まれ変わらせる

木工品を12月にお届け

会員証の
ご提示で

～赤ちゃんと ともに育む「森づくり」～
成長の森

　お子さま・お孫さまの誕生を記念して、県立
21世紀の森(南足柄市)に県産無花粉スギの
苗木を植樹しませんか。名前を記載した銘板
も設置します。
【対　象】2019年4月1日までに生まれた
　　　  　お子さま（20歳以下）
【参加費】お子さま1人につき3,000円
　　　　  （苗木代・銘板代ほか）
【申込期間】2019年4月1日～5月31日
【定　　員】300名
【申込】財団　 または、はがきで代表
者の住所、氏名（ふりがな）、電話番
号、銘板に記載するお子様のお名前
（ふりがな、希望者は生年月日）を明
記し、「成長の森係」宛までお申込みく
ださい。
詳細は財団事務局　 045-412-2255
まで

参加者
募集

寄附

彩りマグネット
［4個セット］

樹木３種類の
一輪挿し［3個セット］

3,000円

size たて25×よこ25×高さ12㎜（1個）／
木部＋磁石

size たて30×よこ30×
高さ50～100㎜（１個）/
木部＋ガラス管/3個セット

今年
のクリ

スマスプレゼントにおススメ
です！

以
上

2,000円寄附 以
上 ◀側面イメージ◀側面イメージ

事務局だより

機関誌ミドリ112号寄附キャンペーン
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※写真は2018年に製作したイメージです。本年の木工品とは異なります。



スツールは背もたれの無い椅子です。
軽く持運びも楽にできるため、室内の
様々な場所やアウトドアでも使え、場所
を選ばない汎用性が高い椅子です。ま
た、少しだけ高さがあるためソファや和
室でのサイドテーブルとしても用いること
ができます。

厚みのあるフレームが素材の樹種の木目や色味を存分に楽しめ、飾
られる作品を格調高く演出してくれます。L版の写真が入るサイズで
す（または、サイズ90×90㎜もありますので、ご希望の方は備考欄に
記載ください）。

エゴノキ(エゴノキ科)
日本全国の雑木林に見られる樹木
ですが、春に枝いっぱいに白い花を
付け、新緑の中で一際輝きます。材
は白く滑らかで人形やろくろ細工に
用いられます。
ウワミズザクラ(バラ科)
ソメイヨシノの代表されるような花
が満開に咲くサクラとは異なり、4
月-5月に白くブラシ状の花が咲き
ます。日当たりのよい斜面地に生育
し、久田緑地でも南面に向いて数
か所見られます。材は硬く緻（ち）密
で建築や彫刻などに用いられ、淡い
赤みが木目の美しさが際立ちます。
シラカシ(ブナ科)
関東の照葉樹林帯の代表といえる
樹木で、小さなドングリをたくさん
付け、庭木や生垣として植栽される
ことも多いですが、自然状態でも生
育が強く巨木になります。
材としては名のとおり白く、極めて
緻密で重厚。頑丈さから農具の柄
やカンナの台などに多用されてきま
した。

その他、エノキ
（ニレ科）、ムク
ノキ（アサ科）
も使用する場
合があります。

①振込：2019年5月末までに納付書にある木工品数を記載し、
　合計金額以上の寄附をお願いします。
②情報発信：次号113号及び114号で製材～加工の様子をご紹介します。
③お届け：2019年12月上旬にご指定の住所へお届けします。
送付場所が異なる場合は事前にご連絡ください。

　（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①か②の
いずれかを選択することができます。

木目ひきたつ額縁
(L版サイズ)
size たて81×119㎜
外寸たて151×よこ189×厚み25㎜／
木部(樹種は未定)＋透明アクリル size 直径300～400×高さ550㎜程度

所得税・住民税の優遇措置について所得税・住民税の優遇措置について

寄附により木工品お届けのながれ

木工品に使われる予定の樹種

5,000円寄附 以
上 40,000円寄附 以

上

ウワミズザクラのカッティングボード
size たて350×よこ160×厚み18㎜／木部（ウワミズザクラ）

6,000円寄附 以
上

木目や色合いがはっきり出るため、無垢材そのままを切り出したよう。一
枚一枚、風合いの異なる木工品に仕上がります。昨年に引き続き木材と
して珍しいウワミズザクラを使用するため、店頭に並ばびません。「森の贈
りもの」でしか手に入らないカッティングボードといえるでしょう。いつもの
台所に彩りを添えるキッチンツールとしても、チーズやフルーツを盛り付け
華やかな演出するためのパーティ皿としても最適です。

スツール

本用紙は「キャンペーン用振込用紙」です。会費の振込に使
用しないでください。木工品や領収書等礼状の不要、ミドリ
掲載不要（匿名希望）の方は通信欄に□をお願いします。

注意事項

✓

久田緑地は都市近郊の身近な緑地として財団が保全しています。樹木管理として伐採、
剪定される木々はこれまで廃棄物として処理されてきましたが、樹木の有効利用を促進
するため、昨年から本プロジェクトを開始し、木工品として生まれ変わらせ、企画期間中に
緑地保全のために寄附された方を対象に、寄附返礼品としてプレゼントする取り組みを
行っています。
今回の樹木は住宅隣接地などで、腐朽により倒木の危険性があるなどで伐採したもの
です。街路樹や銘木などは手間をかけて延命させる処置もありますが、緑地保全の観点
から、伐採や剪定により林床に光が入り、新たな植生を生育させることや、株元から萌芽
を促すことなど、緑地全体の更新を図り自然環境を再生させていきます。
緑地保全の中で生み出される木工品を通して寄附された方が緑地に関心を持っていた
だき、併せて緑地保全のための資金を生み出す本プロジェクトは、かながわのナショナ
ル・トラスト運動の趣旨そのものです。ぜひ、ご支援をよろしくお願いします。
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