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自然へ一歩

　アカテガニは小網代の森の保全の象徴的な生き
ものですが、決して珍しい生きものではなく、海と
つながった森があればどこにでもいるカニです。 
しかし、海辺の森や川沿いの森が次々と失われてゆ
く現在、その数を減らしてる事も事実です。 小網代
の森にアカテガニが多く生息しているのはこのつ
ながりが保たれているからです。
　カニの多くは海辺や川辺に住み、とくに森を必要
とはしませんが、アカテガニは陸地で生活するた
め、海とつながった森が無くては生きて行けません。
　そんな陸地を好むアカテガニですが、カニになる

前の幼生期は海で過ごします。 そのため産卵（正確
には卵ではなく、ゾエア幼生を海に放すので｢放仔｣
といいます）のために海に下りてこなければなりま
せん。
　小網代の海も川もアシ原も土手も森も尾根も、縦
横に使って暮らしているアカテガニは、小網代の森
そのもののような生きものです。 
　小網代の森をめぐるアカテガニの命の輪が多く
の人を感動させ、森を保全する力となり、その他あ
また居る、名も無き貴重な生物たちの命を守る事と
なりました。 その命の輪が、今年もまためぐります。

小網代の森の保全の象徴

絵と文：江良 弘光
NPO法人小網代野外活動調整会議メンバー。
森の「浦の川」の水質調査に携わる。 サイエン
ティック・イラストレーター



桟橋から小網代を見る３人。左から岸さん、糸井さん、柳瀬さん
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　三浦半島の先端、相模湾に面した約70ヘクタールの
小網代の森には、山、谷、川、湿地、草原、干潟、そして
海と、多様な自然環境が残されています。 なぜでしょ
う？　
　それは小網代が川の最上流から河口まで「流域」を
まるごと保全した希有な場所だから。そんなかけがえ
のない小網代の自然を、糸井重里さんが訪れました。
　コピーライターとして活躍し、現在では「ほぼ日刊
イトイ新聞」を主宰する糸井さんの目に、小網代はど
う映ったのか？　
　小網代の森を保全してきたNPO法人小網代野外
活動調整会議の岸由二さんと柳瀬博一さんが案内し
ます。

岸：糸井さんは、小網代の森をご覧になるのは初めてな
んですね？
糸井：はい。釣りが好きで、三浦半島にもときどき来る
機会はあったのですが、この地を訪れるのは初めてで
す。 こんなにまとまった緑があるなんて、知らなかっ
たなあ。
柳瀬：小網代は、80年代、ゴルフ場などリゾート開発の
予定地とされていたんですが、20年ほどかけて保全が

決まり、昨年からは谷の真ん中に散策道を通す工事も
進んで、2014年夏からは一般の方々に開放されること
になりました。 今日は、ぜひ「初めて」とおっしゃる糸
井さんに小網代の自然の中を歩いていただき、感想を
お聞きしたいと思っています。

岸：では、まず小網代の森の海側からスタートしましょ
う。小網代湾の真ん中に突き出した桟橋です。ここから
湾奥の干潟とさらにその奥の小網代の森が見えます。
糸井：海と山とがいっしょに並んでいる。こういう桟橋
に立つと釣りをしたくなっちゃうなあ。

小網代の森を、糸井重里さんと歩く
小網代の森オープニング記念
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岸   由二
NPO法人 小網代野外活動調整会議代表理事

糸井  重里
ほぼ日刊イトイ新聞 編集長・コピーライター

柳瀬  博一
NPO法人 小網代野外活動調整会議理事

前 編

歩く人

説明する人

小網代を下から歩こう!



桟橋に這いつくばって海中を見る糸井さん

小網代の干潟と糸井さん

白鬚神社で「かんかん石」を叩く
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柳瀬：今日はちょっとかすんで見えにくいんですが、湾
の外側から富士山がどーんと見えるんです。
岸：糸井さん、この桟橋は中空になっていて、桟橋の真
下を泳ぐ魚たちをこの格子越しに眺めることができる
んですよ。
糸井：へえ、そうなんですか。
岸：運がいいと、40センチくらいのクロダイが泳いで
いたりするんです。
柳瀬：小網代湾は相模湾に暮らす魚たちの稚魚が育つ
場所でもあって、夏になるとチョウチョウウオのよう
な南の魚もたくさん入ってきます。

岸：じゃあ、小網代の森の中に入る前に、入り口にある
白鬚神社にお参りしていきましょうか？
糸井：境内の横に「かんかん石」ってありますね。
岸：叩いてみてください。 いい音がしますよ。
糸井：ーかんかんかんー ほんとだ、かんかんとすごく
いい音がする。 しかも石ごとにちょっとずつ音階が違
いますね。 岸さんも、柳瀬さんも、叩いてみて。
柳瀬：わ、すごい。 なんだか東南アジアの民族音楽みた
いですね。

岸：三浦半島は、南からいろいろな人が渡来してきた場
所です。 そんな歴史を彷彿とさせる音だ。さすが糸井
さん、こんな「演奏」、30年小網代に通っていましたが、

やったことなかったです。
糸井：そりゃよかったです（笑）
岸：じゃあ、白鬚神社にお賽銭を入れて、小網代の谷の
奥まで一気に入りましょう。

小網代の河口の橋で
糸井：潮が引いて、干潟が姿を現しましたね。 干潟の周
りをぐるっと森が囲んでいる。 森と海がセット。 初め
て見る景色です。 新鮮ですね。

岸：だと思います。 というのも、普通、大きな干潟があ
るところは、河口の開けたところですから。 小網代の
ように湾が奥まったところにまるごと干潟が残されて
いる地形は、とっても珍しいんですよ。
柳瀬：この干潟は、小網代の谷の土が川に運ばれて積も
り積もったものです。 文字通り、この小網代の森に
よってつくられました。
糸井：改めて、小網代のユニークなところ、教えてもら
えますか？
岸：小網代の森は非常に恵まれた自然ですが、たとえば
トキやオオサンショウウオがいるといった、いわゆる
わかりやすい「貴重種」が棲んでいるわけではありませ
ん。 広さも明治神宮と同じくらいですから、めちゃく
ちゃ大きいわけじゃない。でも、小網代の森は、日本、い
や世界的に見ても、「かけがえのない自然」なんです。
糸井：なぜですか？
岸：小網代の森は、今日歩いていただくとわかるのです
が、川の最源流からこの河口に至るまで、川の流域全て
がまるごと保全されているのです。 流域まるごとが自
然のまま、という場所は関東近辺では、ここしかありま
せん。 さらにいうと、ほぼ同じ緯度にある世界の大都
市圏の近郊で探したとしても、おそらくここしかない。 
森・干潟・海の全体の規模で、流域まるごと自然という
のが小網代の大きな価値なのです。
糸井：キーワードは「流域」ですね。この目の前の小さな
川が大切なのか……。

柳瀬：まずは最源流まで一気に歩いて、川に沿って、こ
の河口まで戻ってきながら、小網代の流域の自然を実
感いただきましょう。

糸井：さっきまで海岸を歩いていたのに、木道をちょっ
と歩いただけで一気に山の中ですね。 それにしてもこ
れ、急な階段ですね。
柳瀬：小網代の谷はものすごく高低差があるんですよ。
いちばん高いところは標高70メートル以上あります。
そこからわずか1キロちょっとで一気に海まで降りて
いく。
岸：小網代の流域をつくっているのは、わずか1キロ
ちょっとの「浦の川」という小さな川です。 ここがその
最上流部。 大きな川でいうと、源流の深山に入ってき
たことになります。 ちょっと早めに歩いちゃうと海か
ら山の奥まで、大人の足で15分もかからないでしょう
ね。
糸井：不思議な感じがしますね。 海から山奥にいきな
り飛んできたような。

柳瀬：それというのも、流域がまるごと守られているか
ら。 深山の渓谷から、湿地、草原、干潟と海までが全部
楽しめる。 小網代の森は、日本の自然の「箱庭」みたい
な感じです。

糸井：木道沿いに流れている小さな川が、干潟から海に
つながっているんですね。 そう思いながら歩くと、こ
んな山の中でも、なんていうんだろう、「海を感じる」こ
とができるような気がします。
岸：そう、本当はあらゆる流域は川から海までがセット
なんだけど、なかなかそれを実感できない。 小網代だと
規模がコンパクトだし、なにより流域すべてが自然で
つながっているのが実感できる。 大地は「流域」ででき
ている、ということを知るにはうってつけなんですよ。
糸井：あっ、あそこで木が根っこからひっくり返ってま
すね。
岸：この前の大雪で倒れて、「根返り」したんです。
糸井：壁際に寝返り♪じゃなくて「根返り」（笑）
岸：そう、根っこからヒックリかえっちゃうから。小網
代は岩盤の山。 ものすごく土が少なくて、木は根を深
く伸ばせない。 だから、台風や大雪などでときどき小
規模な崩壊が起きるんです。

糸井：急な山を一気に降り切ったら、真っ平らなところ
に出ました。 緑が瑞々しくて気持ちいいですね。 今日
は天気に恵まれたけど、ここ雨の降る日に歩いても、な
んだか楽しいだろうなあ。
柳瀬：小網代の自然そのものが、雨水が流れてつくった
流域地形の産物ですからね。 雨の小網代、気持ちいい
ですよ。 これからのシーズンだと山に棲んでいるアカ
テガニもたくさんでてきますし。
岸：真っ平らになったのは、ここから地形が変わるから
です。 谷が左右に広がって、湿地になる。 昔は、ここを
地元の人が田んぼに使っていたんですよ。 棚田をつ
くっていたんですね。
糸井：どのくらい昔ですか？
岸：昭和30年代後半まで田んぼがあったと思います。
東京オリンピックのちょっと後くらいまでですね。 
　森も薪をとったりして、しょっちゅう枝木を採って
いたから、今よりずっと開けて明るかったそうです。 
日本の近郊緑地のほとんどがそんな景色だったはず。
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空から見た小網代の森

山の頂上から降りる糸井さんと岸さん

「根返り」の樹木
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最源流から歩く

湿地を回復する



まんなか湿地付近の杭打ち現場
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糸井：小川になんか細工がされている。 杭が打ってあ
りますね。 あれ、岸さんがやったんでしょ？
岸：バレましたか。 実はあの杭がこの湿地を作ってい
るんです。 実は、ついこの前までここは高さ３メート
ルのササやぶでした。 田んぼが放棄されたあと、湿地
だったところが、川の流路が低いほうに変わって、土地
の大半がどんどん乾燥してササがはびこったのです。
糸井：じゃあ、この景色はわりと最近できたもの？
柳瀬：そうです。 ササを全部刈り取って、前後して杭を
利用して川の流路を変えたんです。 それがあの杭です
ね。 2009年以降のことですね。
糸井：どんな風に変えたんですか？
岸：川の流れは、自然のままだと、重力の法則で低いほ
うに流れます。 だから、その当たり前を利用して、田ん
ぼなどで水を一番高いところに流して、そこから低い
ところに田んぼをつくり、水が重力で低い方へ流れる
ことを利用して、灌漑を行うわけですね。 
　小網代でも棚田があったときは、昔の農家がいちば
ん高い側に川の流路を置いていた。 田んぼが放置され
たあと、徐々に流れも低いほうに移動し、さらに流れの
底が浸食されて深くなり、湿地の地層の水を排水する
ようになった。 やがて湿地はどんどん乾燥してササや
ぶになってしまったのです。 その流れを戻すために、
2009年秋、その杭を打ったんですね。
糸井：じゃあ、この杭は流路を元の高いほうに流すも
の？
岸：そうです。 杭を打って、大雨が運んでくる土砂を堆
積させて低い方への流れをせき止め、水を高い方に流
れるように方向転換をさせました。 そして、2009年の
台風18号の大雨が大きく影響して、谷底はふたたび田
んぼのような湿地に戻りました。 こうして、一度刈れ
ば、ササは水が嫌いですから二度と生えてこない。
糸井：水に仕事をさせているわけですね。
岸：川の流路を高い所に変える、ってところだけが人間
の手間。 あとは、水の力で湿地を回復し、適した植物が
自然と生えてくる。
柳瀬：もし水の流れを変えないままだと、いくらササを
刈っても根っこが残っていれば翌年また生えてきてし

まう。 毎年延々ササ刈りをしないといけない。 ものす
ごくコストがかかってしまいます。
糸井：あるいはブルドーザーかなんかを入れてむりや
り川を作ったり、なんて話になりそうですね。
岸：コンサルタントに絵を描かせ、土木業者に頼むと、
そういう作業になります。 多額の予算が必要。 毎年サ
サ刈りの費用が生じるし、湿地自体はなかなか回復し
ない。 でも、僕は柔道のように自然の力を使う。
糸井：柔道みたいに？
岸：湿地の入り口で川の流路を杭20本で変えてしまえ
ば、ササは1回刈るだけで、あとは水が湿地を復元し、湿
地が植生を変えてくれます。 コストは杭の値段と私た
ちNPOの土木作業だけで済む。
糸井：たしかに柔道みたい。 自然に逆らわず、自然を利
用し、水に仕事をさせる。
岸：相手が自然ですからね。 人間が腕力で勝負しても
うまくいかない。 自然の法則をうまく利用して、テコ
の原理のようにして、思い描いた環境に変えるんです。

糸井：岸さんたちは自然の力をうまく利用しながら、小
網代の自然に手を入れてますよね。
柳瀬：手入れのポイントは、「光」と「水」を戻せば、生き
ものの種類が増える、です。 さきほど見ていただいた
湿地の場合、川の流れが変わって乾燥化してササやぶ
になっていた。 乾燥すると植物の種類は減りますし、
水生生物も暮らせない。 また、ササが生い茂ったりす
ると、暗くなってほかの植物はますます成長できない。
　そこで、流路を変えて「水」を戻す。 ササを刈って
「光」を戻す。 すると、あっという間にさまざまな植物
が生えてきて、昆虫の種類も増えていく。
岸：山も同じです。 常緑広葉樹が生い茂ってしまうと、
林床部が真っ暗になって、他の植物が生えなくなる。  
生物多様性が失われるだけじゃなく、土砂崩壊を起こ
す。 また、下を流れる川に光が入らなくなると、珪藻な
どの藻が生えなくなるから、それを餌とするアユがな
くなり、カワニナの貝がなくなると、貝を餌とするホタ
ルも暮らせなくなる。
　そこで、常緑樹が密生して岩盤が露出し始めた浸食
の激しい領域で思い切って樹木を伐採し、山の斜面と
その下の流れを明るくしました。 斜面は一年でシダな
どの下草の保護層に覆われ、それまで激減していたホ
タルも一晩に数百匹見られるほど回復し、アユも遡上
するようになりました。
糸井：あ、きれいな花。 ツツジの仲間？
柳瀬：ヤマツツジですね。 ササを払えば、斜面に生える

この花も増えます。
糸井：トンボも飛んでますね。 細くってきれいな緑色。
あっちには青いトンボが。
柳瀬：細いのがアサヒナカワトンボ。 青いのはシオヤ
トンボです。それからここには湿地性の貴重種サラサ
ヤンマが生息しています。 こちらもササだらけだった
乾燥地を湿地に戻したら、一気に数が増えました。 水
と光を戻すと、森全体が生き生きしてくるんですね。

糸井：あ、海が向こうに見えてきた。 海を感じながら、
川沿いをてくてく歩くと海が見えてくるっていいです
ね。 このでっかい木はなんですか？ さっきも同じ木が
川沿いにあったけど。
岸：エノキです。 根っこを広く張るので、昔の農家は土
手の土留めにこのエノキを植えたんですね。 その名残
です。
糸井：根っこだけじゃなくて、枝も大きく広く張ってま
すね。 うん、この木、好きだなあ。
岸：僕らも大好きなんですよ。 エノキは“マジックツ
リー”なんです。 川の土手を守ってくれるし、ゴマダラ
チョウやヒオドシチョウなど美しい蝶たちの食樹だ
し、タマムシもこの木の葉っぱを食べに集まってくる。
糸井：あ、そうだ！ 去年、「ほぼ日刊イトイ新聞」で「タ
マムシに会いたい」って企画をやって、うちのスタッフ
が八王子までタマムシを探しに行ったんですよ。 あの
ときも目印がエノキだって教わっていた。 そうか、こ
れがエノキか。

柳瀬：いい木ですよねえ。 だからここのテラスは「えの
きテラス」って名前なんですよ。
糸井： 今、僕は東北の気仙沼で、ツリーハウスを100つ
くるプロジェクトを進めているんです。 ツリーハウス
になるような木は、当然でっかい木なんですが、1本で
なんというか、すごいスター性があるんですよね。 
　このエノキにも、それを感じるなあ。 エノキのファ
ンになりました。

岸：小網代の生きもの、といえばカニです。 海、干潟、
川から山まで60種前後のカニが暮らしてます。
糸井：山にもいるんですね、カニ。
岸：はい、小網代を代表するアカテガニがそうです。 こ
の谷全体に棲んでいます。 真夏になると、海辺に一斉
に降りてきて、満月と新月の夜、メスは幼生を海に放ち
ます。 一か月後、幼生は海辺に戻ってきてカニになっ
て、陸に上がります。 けっして珍しい生きものじゃな
いのですが、山と川と海とが一体となった小網代は、ア
カテガニが暮らすのにうってつけ。 だからとっても多
いんです。
柳瀬：あ、早起きのオスがいました。
糸井：こいつがアカテガニかあ。 ほんと手が真っ赤。
岸：さあ、干潟に戻ってきました。 いかがでした。
糸井：いやあ、面白かった。 まず、屋根のない自然の博
物館みたいにいろんなものがどんどん現れる。 それか
ら海を感じながら山の中を歩いている。 水をたどっ
て、小川に沿って…。 あれが新鮮な感覚でした。
岸：それが、雨降る大地に暮らす、ってことだと思うん
です。 私たちは昔も今も小網代のような「流域」に暮ら
している。 それがここだと実感できます。
糸井：岸さんの「流域」の話、もっと聞きたいですね。
岸：じゃあ、それは次回に。

（次号、後編に続く）

小網代に戻ってきた生きものたち
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夏休み自然教室にて

かながわトラストニュース

▲ぽかぽか陽気の中での植樹でした

▲子供たちに人気の「しずく
ちゃん（かながわの水源環境保全・
再生イメージキャラクター）」。 ▲財団ブースで募金活動に元モーニング

娘。の吉澤ひとみさん、新垣里沙さんが協
力してくれました。

▲Berryz工房の神奈川県出身メンバー
の皆さんにドングリ工作の寄贈による募
金活動のご協力をいただきました。　平成25年度の「成長の森」に参加した方を対象とした植

樹会を行いました。 県立21世紀の森(南足柄市内山)を会
場に、総勢340名が参加し、960本の神奈川県産の花粉が出
ない「無花粉スギ」を植樹しました。 温かな日差しのもと、
参加した子どもたちは大事に苗木を植えていました。
　なお、平成26年度は9月から参加者募集を開始する予定
です。

　今年の夏に一般公開されるトラスト緑地「小網代の森」で音楽会
を開催します。 当日は、緑地内散策路の一部を解放して、音楽会場の
「えのきテラス」から交流会場の「アカテガニ広場」を行き来できる
ほか、新たに設置した散策路を歩く自然観察会も同時開催します。

成長の森とは…子どもの成長と苗木の成長を重ね合わせ、森林
に親しむきっかけづくりを提供します。「かながわ森林再生50
年構想」の一環として、平成19年度より「やどりき水源林(松田
町寄)」にて開始。25年度より県立21世紀の森に場所を移し、今
回初めて植樹会を開催しました。

成長の森植樹会県立21世紀の森
平成26年 3月8日(土)

　3月29日・30日の両日、パシフィコ横浜
を会場に、「モーニング娘。‘14」などアイド
ルグループが所属するアップフロントグ
ループが里山里海の再生をテーマにした
イベント「SATOYAMA＆SATOUMIへ
行こう!」が開催され、財団も昨年に引き続
きブースを出展し、トラスト募金活動やPR
活動を行いました。
　両日で３万人もの来場があり、普段PRで
きない若い世代へ、神奈川の自然環境の大
切さやトラスト運動を紹介しました。

SATOYAMA＆SATOUMIへ行こう
平成26年 3月29日(土)・30日(日)

平成25年決算報告
事業活動収入

1億 9,135万円
事業活動支出

事業活動収入 事業活動支出

1億8,891万円

会費収入
みどりのトラスト
会員の会費
17,551,000円

雑収入
572,927円

寄付金収入
一般寄付のほか、緑の募金や
遺贈による寄付
23,843,832円

負担金収入
イベント参加者
の負担金分
1,489,500円

補助金等収入
神奈川県のトラスト基金等からの補助金

142,278,000円

基本財産等運用収入
5,620,098円

普及啓発事業
トラスト運動への関心を高め、財団の進
める活動を広げていくため、パンフレッ
ト・機関誌の作成やイベント等を実施
27,321,874円

地域緑化活動事業
地域の特性を活かした
緑化活動を行うため、
地区推進協議会を設置し、
みどりの実践団体の育成、
植樹活動を支援
16,478,877円

緑地保全事業
トラスト緑地の保存契約
地における維持管理のほか、
市町村等への緑地保全の支
援、トラスト緑地保全支援
事業を実施
47,741,249円

県民参加の森林づくり事業
森林のボランティア活動の推進や
インストラクター養成等事業、森林
づくりに関する普及啓発活動を実施
65,891,359円

緑の募金事業
緑の募金を活用した、
学校・地域の緑化活動
や緑の少年団などの
環境教育を実施
20,814,391円

管理費
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
10,668,980円

特定資産の取崩（収入）及び
特定資産を繰越のための積
立（支出）の差額は、△2,780
万円であり、この収支差額
1,400万円を次年度に繰り越
します。

申込
定員 200名

9：30 テープカット式典
10：30 音楽会

11：30 観察会 1
13：00 観察会 2

スケジュール

京急線 三崎口駅ー小網代の
森入口までのシャトルバスを
運行します。
【時間帯】  9：00～10：30、
　　　　13：30～14：30
※現地に駐車場はありません

ドラマ「泣くな はらちゃん」
劇中歌で大反響を呼んだ地
元三浦の「かもめ児童合唱
団」が出演予定!

中央の谷 or 
干潟の生きものコース

①行事名 ②代表者名 ③参加人数 ④住
所等連絡先 ⑤会員の方は会員番号を
明記して、FAX・Eメール・ハガキ・WEB
サイトにて財団事務局へ●なお、一般開園ではありませんので、事前の申込をお願いし

　ます。 また、緑地内及び交流会場には食事を提供する場所
　はありませんのでご了承ください。

▲トラストの法人
会員の皆様に募金
資材の一部をご提
供いただきました。
（写真はダイドード
リンコ㈱のミネラル
ウォーター「MIU」）

2014年

7月19日［土］
9:30▶14:00 要・事前申込み
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ヤマセミウォッチングヤマセミウォッチング
神保  賢一路かのこ環境プロデュース株式会社

　体の大きさの割には短い脚。 頭でっかちで長い嘴。 カワ
セミ科の鳥たちの魅力は、少し不釣合いの体のバランスから
にじみ出る愛嬌と、獲物をとるダイナミックな行動が私たち
を引き付けることかもしれません。
　野生動物たちの体形や行動などは、それぞれの生き物た
ちの生息する環境や、暮らし方に適応して進化してきまし
た。 ここではヤマセミが生息する環境や暮らし方を紹介し
ながら、個性あふれるヤマセミの生活を皆さんと観察して
みたいと思います。

　神奈川県内では３種のカワセミ類を観察することが出来
ます。 鮮やかなコバルトブルーの羽色の「カワセミ」。 燃える
ような赤い羽色の「アカショウビン」。 灰青色と白の斑模様の
「ヤマセミ」です。 カワセミとアカショウビンが派手な南方系
の色合いに対して、ヤマセミは地味な羽色です。 ３種のカワ
セミ類の体の大きさは、カワセミがスズメくらい。 アカショ
ウビンはムクドリより一回り小型。 ヤマセミはハトほどの大
きさがあります。
　カワセミは小川・池・沼などで、10センチ未満の魚を主に
捕まえていますが、アメリカザリガニ・トカゲ・クモ・カエル
などを捕まえている場面を何度か見かけた事があります。 
アカショウビンは初夏、東南アジアから渡って来て、県内で
は箱根や丹沢・津久井などで繁殖をする夏鳥です。 以前、県
内で保護されたアカショウビンの飼育依頼を受け、飼育し
たことがあります。 この時、魚もよく食してくれましたが、

大好物はザリガニでした。 大きなハサミを気にすることな
くバリバリ飲み込んでしまいました。 野生下でのアカショ
ウビンは、ヘビやトカゲ、カエル、サンショウウオ、魚類、ザ
リガニなど食性のレパートリーはかなり広いようです。 
　ヤマセミの主な食べ物は、5センチ～20センチくらいの
魚ですが、巣立ち後の1か月はカワトンボ、カジカ（カエル）
などを食している場面を見かけます。

　ヤマセミは日常的に動き回る範囲（行動圏）が決まってい
ます。 この行動圏の広さは、繁殖する時期と、繁殖しない時
期には差があります。 また、ヤマセミは自分が活動する範
囲で、自分や番となった相手と獲物をとる場所（餌場）がお
およそ決まっています。
　餌場とする場所は、水面上に樹木が張り出していて、昆虫
類が落下するような環境で、落下した昆虫を求めて魚たち
が集まるようなところです。
　ヤマセミの魚の捕え方は、止まり場でチャンスをジッと
待つ漁法ですが、適当な止まり場がないようなところでは、
水面から50センチ～3メートルの高さで、両翼を高速に羽
ばたかせて停止飛翔による漁法を行います。 そして、ヤマ
セミが水中の魚を捕らえる時の、魚の進行方向にダイビン
グしたり、水面に到達する直前に、急激な動きに対応する素
早い身のこなしには驚かされます。 そんなウルトラ級の飛
行を可能にしているのが、体の1/3を占める長くてガッチ
リした尾羽のおかげのようです。

前  編

つがい

ホバリング

神奈川県内でみられるカワセミ類

魚を捕らえる素早い行動力

くちばし
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求愛ダンスで羽根を広げる雄

獲物の「たたきつけ行動」

　また、ヤマセミが水中の獲物を待伏せる止まり場の高さに
も驚かされます。 水面から数メートルのところからのダイ
ビングが最も多いケースですが、時には10メートル以上の
所からのダイビングもします。 頭からの水面への突入時の
衝撃は相当なものではないでしょうか。
　もう何年も前の事ですが、神奈川県内で保護され、死亡し
たオスの成鳥のヤマセミを調べたことがあります。この時、
羽の枚羽も調べたのですが、ヤマセミの冠羽（頭を覆ってい
る4～9センチの羽）は340本もありました。 水中突入時に
ヘルメットの役割をしているのかも知れません。 また、ヤ
マセミの顔は横から見ると横幅もあり、水中へのダイビン
グに向いているようにも見えます。 さらに正面から見て
「なるほど」と思うところは、9センチもの長い嘴と顔が一体
となり、ナイフのような形状です。 カワセミやアカショウ
ビンの2種の顔の形状は正面から見てもふっくらとしてい
るのとは大違いです。 ヤマセミがダイナミックな水中への
ダイビングを可能としているところが関係しているのかも
しれません。
　ちなみに、この個体の体重は257.5グラム（健康良好なヤ
マセミの平均体重は350グラム程）。 ヤマセミが有していた
羽根の枚数は6,368本。 総重量は22.5グラムでした。

　魚を捕らえたヤマセミ
は、直ちに水面に浮上して、
取った魚を嘴にはさみ、止
まり場や岩などに何度もた
たきつけた後に、鱗が引っ
かからないように魚の頭の
方から飲み込みます。 ヤマ
セミの「たたきつけ行動」は
捕えた魚を逃がさないため、獲物の動きを止める意味がある
ようです。 では、既に死んでしまった魚や、魚の形状がない
切り身を食すときはどのような行動をとるのでしょう。
　神奈川県内で保護後、人工飼育の依頼を受け、私が行った
ヤマセミ３羽の例ですが、大変興味深い行動を見ることが出
来ました。 飼育舎内のヤマセミは既に死んだ魚であろうが
切り身となった魚も、食す前に必ず「たたきつけ行動」をとっ
てから食していました。
　では、獲物をたたきつけず食すことはあるのでしょうか。 
注意深く野外観察を続けてみると、「たたきつけ行動」をせず
に食すことがありました。
　それは巣立ちした雛が、親鳥から獲物を受け取った時、繁殖
期のオスがメスに差し出した魚をメスが食す時などは「たた
きつけ行動」を一度も観察することがありませんでした。 この
結果から考えられることは、ヤマセミは自力で捕えた獲物（生
死にかかわらず）は「たたきつけ行動」を行うという事でした。

1. ヤマセミダンスで互いの距離を縮める
　初春の空高く飛ぶ２羽のヤマセミ。 ヤマセミが繁殖期に
入ると、まず行う「ディスプレイフライト」です。 あまりの高
さにヤマセミが飛んでいると気付く人は少ないかも知れま
せん。 求愛の初期、止まり場に飛来した２羽のヤマセミは、
常に一定の距離を保っています。
　この時に互いの距離を縮めるカギは「ヤマセミダンス」で
す。一方が翼を広げ、一方が「キャキャキャ・グーグーグー」と
発声します。 この行動を交互に繰り返しながら、互いの距離
を縮めていきます。 ヤマセミダンスの期間が終了すると、オ
スはメスに捕えた獲物を運び与える行動「求愛給餌」が始まり
ます。 この時期に並行して行われるのが交尾と巣穴掘りです。

2. 巣穴を作る崖と、巣穴の深さにビックリ
　ヤマセミは岩などの隙間で子育てをすることもあります
が、神奈川県内では土の崖に横穴を掘って営巣する以外の繁
殖はまだ観察されていません。
　カワセミは田んぼの畦のような小さな土手や、山芋ほりで
出来た穴の横などにも巣穴を掘ったりします。
　これに対してヤマセミは、高さが3メートル以上、傾斜角
度が70度以上の急傾斜の崖に巣穴を掘ることが多く観察さ
れています。 ヤマセミの巣穴の構造は巣道と産室から成っ
ています。 それぞれの巣穴で差はありますが、神奈川県内で
観察したヤマセミの巣穴（112カ所）の入り口から産室端ま
での深さは平均145センチで、最も深いもので177センチ、
浅い巣穴で85センチでした。 私が知る限りでは、長野県の
山上孝夫氏（1999年1月）が確認された3メートルの巣穴が
最も深いものです。

3. 穴掘りに適した足
　薄暗い早春の朝、土の崖のあちらこちらに体当たりを繰り
返すヤマセミの姿を見かけます。 崖の土を嘴で崩しながら、
最も巣穴掘りに適した場所を探しているようです。
　位置が決まると本格的な巣穴掘りに取り掛かります。 ト
ンネル堀は、オス・メスが助け合い、励まし合いながらの共同
作業で進みます。 一方が掘っている間は、一方が近くの止ま
り場で「キョキョキョ・グーグーグ」と鳴き続けて安全を確認

します。 トンネルの大きさは高
さ9センチ・幅10センチで、ヤマ
セミの胴体より少し広い程度で
す。 嘴で土を崩し、足元に落ちた
土は巣穴の入り口から足で外に
蹴り飛ばして、頭を先にして掘
り進んでいきます。
　トンネル作りが終わると、産
室作りに入ります。 産室の大き
さは、中でヤマセミが方向を変
えるのに十分な広さを確保して
います。 トンネル作りの時は
バックで出てきた姿勢が、産室
作りに入るとUターンして頭か

ら出てくるようになります。 産室の土は、胸前に土を溜め
て、ブルドーザーのように押し出して運びます。
　この巣穴掘りに大活躍するのが合趾足の短い足です。 合
趾足とはブッポウソウ目にみられるもので、第2趾と第３趾
などの基部が癒着している足のことです。 癒着した足指を
持つヤマセミの足は、一見、何の役に立ちそうもありません
が、この脚の形状こそが狭い巣穴から土を外にはじき飛ば
す重要な働きをします。 ヤマセミの体は巣穴掘りに実に機
能的な形態をしていることに驚かされます。神奈川県内の
ヤマセミの巣穴掘りは3月中旬から始まり、約10日間で完
成します。 この間、同じ番のヤマセミが別の場所に、幾つも
の巣穴らしきものを作ります。 その中で使用するのは1カ
所で他はダミーです。

4. 産卵前、オスがメスに魚をプレゼント（求愛給餌）
　巣作りが終了すると、求愛給餌を良く見かけるようになり
ます。 オスがメスに対して食べ物をプレゼントする行動の
意味は、メスの機嫌を取る、オスが獲物をとる能力をメスが
試しているなど諸説あります。 しかし、プレゼント作戦を良
く見ていると、産卵終了頃まで続けられていることもありま
した。まだまだ細かな観察が必要ですが、もしかしたら求愛
給餌は、産卵間近なメスに対してオスが行う、母体保護行動
なのではないかと思います。 ヤマセミに限らず、激しい捕食
行動で獲物をとる猛禽類やアジサシ類などにも積極的な求
愛給餌の行動が発達していることも興味がわきます。

5. 夫婦協力して子育て（雛育）
　抱卵を始めて約3週間、産室で雛が孵化。ヤマセミの育雛
日数は32～36日です。 親鳥は交替で嘴に魚をくわえ、多い
ときは1日40回以上も往復して、巣穴の奥の雛たちに魚を運
び与えます。 雛の数は年によって差がありますが、４羽の育
雛が多く観察されています。
　育雛を始めて12～16日経つと、親鳥の餌の運び方が変わ
ります。 魚をくわえた親鳥は雛自身が入口まで魚を受け取
りに来るまで一切与えることがなくなります。 雛の自力歩
行ができる時期を、親鳥はちゃんとわかっているようです。

6. いよいよ巣立ち
　巣立ち３日前頃より親鳥の餌運びは極端に減少します。孵
化から32～36日。 いよいよ巣立ちです。 巣立ちは夜明けと
共に始まります。 雛を巣立たせようと、親鳥が盛んに巣穴の
中の雛に向かって「グゥ グゥ グゥ」と鳴き、誘導しようとし
ています。 巣の外は危険がいっぱいです。 ハシブトガラス
が突然現れて巣穴を飛び出す雛を捕らえるチャンスを窺っ
ている時もありました。 このような時、親鳥は別々の方向に
飛び去り、カラスが飛び去ると再び戻ってきます。無事に巣
立ちをした雛は、糸が切れた凧のように飛び回るので、親鳥
は誘導するのに必死です。 巣立ちした幼鳥の親離れは早く、
巣立ち後約10～15日で親鳥と離れ、それぞれが新天地を求
めて自立していきます。

　神奈川県内のヤマセミの生息地は確実に減少しています。
かつて生息していた場所からヤマセミが姿を消しています。
ヤマセミが暮らし、生きていく為には、魚がたくさん棲む美
しい川と、魚の暮らしを保証する水源となる落葉・常緑広葉
樹の森が必要です。 自然界のすべての動植物は、互いに関わ
り合った鎖のように暮らしています。 現在、その鎖に人為的
な力が過度に加わり、あちらこちらで鎖が切れてしまってい
るように思います。 多くの自然と共存するための謙虚さや
思いやりが、私たちにとっても安全で心豊かに暮らせる環境
であることをヤマセミが教えてくれているようです。

（次号はヤマセミが暮らす現状と未来をご紹介いただきま
す。 後編へ）

捕えた魚の食べ方は2通り

繁殖行動
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子育ては両方交互に行う

巣穴を掘り足で土を出す

巣立ち直前の雛 雛の巣立ちをねらう
ハシブトガラス

ヤマセミの足（右）

フィールドノート

　また、ヤマセミが水中の獲物を待伏せる止まり場の高さに
も驚かされます。 水面から数メートルのところからのダイ
ビングが最も多いケースですが、時には10メートル以上の
所からのダイビングもします。 頭からの水面への突入時の
衝撃は相当なものではないでしょうか。
　もう何年も前の事ですが、神奈川県内で保護され、死亡し
たオスの成鳥のヤマセミを調べたことがあります。この時、
羽の枚羽も調べたのですが、ヤマセミの冠羽（頭を覆ってい
る4～9センチの羽）は340本もありました。 水中突入時に
ヘルメットの役割をしているのかも知れません。 また、ヤ
マセミの顔は横から見ると横幅もあり、水中へのダイビン
グに向いているようにも見えます。 さらに正面から見て
「なるほど」と思うところは、9センチもの長い嘴と顔が一体
となり、ナイフのような形状です。 カワセミやアカショウ
ビンの2種の顔の形状は正面から見てもふっくらとしてい
るのとは大違いです。 ヤマセミがダイナミックな水中への
ダイビングを可能としているところが関係しているのかも
しれません。
　ちなみに、この個体の体重は257.5グラム（健康良好なヤ
マセミの平均体重は350グラム程）。 ヤマセミが有していた
羽根の枚数は6,368本。 総重量は22.5グラムでした。

　魚を捕らえたヤマセミ
は、直ちに水面に浮上して、
取った魚を嘴にはさみ、止
まり場や岩などに何度もた
たきつけた後に、鱗が引っ
かからないように魚の頭の
方から飲み込みます。 ヤマ
セミの「たたきつけ行動」は
捕えた魚を逃がさないため、獲物の動きを止める意味がある
ようです。 では、既に死んでしまった魚や、魚の形状がない
切り身を食すときはどのような行動をとるのでしょう。
　神奈川県内で保護後、人工飼育の依頼を受け、私が行った
ヤマセミ３羽の例ですが、大変興味深い行動を見ることが出
来ました。 飼育舎内のヤマセミは既に死んだ魚であろうが
切り身となった魚も、食す前に必ず「たたきつけ行動」をとっ
てから食していました。
　では、獲物をたたきつけず食すことはあるのでしょうか。 
注意深く野外観察を続けてみると、「たたきつけ行動」をせず
に食すことがありました。
　それは巣立ちした雛が、親鳥から獲物を受け取った時、繁殖
期のオスがメスに差し出した魚をメスが食す時などは「たた
きつけ行動」を一度も観察することがありませんでした。 この
結果から考えられることは、ヤマセミは自力で捕えた獲物（生
死にかかわらず）は「たたきつけ行動」を行うという事でした。

1. ヤマセミダンスで互いの距離を縮める
　初春の空高く飛ぶ２羽のヤマセミ。 ヤマセミが繁殖期に
入ると、まず行う「ディスプレイフライト」です。 あまりの高
さにヤマセミが飛んでいると気付く人は少ないかも知れま
せん。 求愛の初期、止まり場に飛来した２羽のヤマセミは、
常に一定の距離を保っています。
　この時に互いの距離を縮めるカギは「ヤマセミダンス」で
す。一方が翼を広げ、一方が「キャキャキャ・グーグーグー」と
発声します。 この行動を交互に繰り返しながら、互いの距離
を縮めていきます。 ヤマセミダンスの期間が終了すると、オ
スはメスに捕えた獲物を運び与える行動「求愛給餌」が始まり
ます。 この時期に並行して行われるのが交尾と巣穴掘りです。

2. 巣穴を作る崖と、巣穴の深さにビックリ
　ヤマセミは岩などの隙間で子育てをすることもあります
が、神奈川県内では土の崖に横穴を掘って営巣する以外の繁
殖はまだ観察されていません。
　カワセミは田んぼの畦のような小さな土手や、山芋ほりで
出来た穴の横などにも巣穴を掘ったりします。
　これに対してヤマセミは、高さが3メートル以上、傾斜角
度が70度以上の急傾斜の崖に巣穴を掘ることが多く観察さ
れています。 ヤマセミの巣穴の構造は巣道と産室から成っ
ています。 それぞれの巣穴で差はありますが、神奈川県内で
観察したヤマセミの巣穴（112カ所）の入り口から産室端ま
での深さは平均145センチで、最も深いもので177センチ、
浅い巣穴で85センチでした。 私が知る限りでは、長野県の
山上孝夫氏（1999年1月）が確認された3メートルの巣穴が
最も深いものです。

3. 穴掘りに適した足
　薄暗い早春の朝、土の崖のあちらこちらに体当たりを繰り
返すヤマセミの姿を見かけます。 崖の土を嘴で崩しながら、
最も巣穴掘りに適した場所を探しているようです。
　位置が決まると本格的な巣穴掘りに取り掛かります。 ト
ンネル堀は、オス・メスが助け合い、励まし合いながらの共同
作業で進みます。 一方が掘っている間は、一方が近くの止ま
り場で「キョキョキョ・グーグーグ」と鳴き続けて安全を確認

します。 トンネルの大きさは高
さ9センチ・幅10センチで、ヤマ
セミの胴体より少し広い程度で
す。 嘴で土を崩し、足元に落ちた
土は巣穴の入り口から足で外に
蹴り飛ばして、頭を先にして掘
り進んでいきます。
　トンネル作りが終わると、産
室作りに入ります。 産室の大き
さは、中でヤマセミが方向を変
えるのに十分な広さを確保して
います。 トンネル作りの時は
バックで出てきた姿勢が、産室
作りに入るとUターンして頭か

ら出てくるようになります。 産室の土は、胸前に土を溜め
て、ブルドーザーのように押し出して運びます。
　この巣穴掘りに大活躍するのが合趾足の短い足です。 合
趾足とはブッポウソウ目にみられるもので、第2趾と第３趾
などの基部が癒着している足のことです。 癒着した足指を
持つヤマセミの足は、一見、何の役に立ちそうもありません
が、この脚の形状こそが狭い巣穴から土を外にはじき飛ば
す重要な働きをします。 ヤマセミの体は巣穴掘りに実に機
能的な形態をしていることに驚かされます。神奈川県内の
ヤマセミの巣穴掘りは3月中旬から始まり、約10日間で完
成します。 この間、同じ番のヤマセミが別の場所に、幾つも
の巣穴らしきものを作ります。 その中で使用するのは1カ
所で他はダミーです。

4. 産卵前、オスがメスに魚をプレゼント（求愛給餌）
　巣作りが終了すると、求愛給餌を良く見かけるようになり
ます。 オスがメスに対して食べ物をプレゼントする行動の
意味は、メスの機嫌を取る、オスが獲物をとる能力をメスが
試しているなど諸説あります。 しかし、プレゼント作戦を良
く見ていると、産卵終了頃まで続けられていることもありま
した。まだまだ細かな観察が必要ですが、もしかしたら求愛
給餌は、産卵間近なメスに対してオスが行う、母体保護行動
なのではないかと思います。 ヤマセミに限らず、激しい捕食
行動で獲物をとる猛禽類やアジサシ類などにも積極的な求
愛給餌の行動が発達していることも興味がわきます。

5. 夫婦協力して子育て（雛育）
　抱卵を始めて約3週間、産室で雛が孵化。ヤマセミの育雛
日数は32～36日です。 親鳥は交替で嘴に魚をくわえ、多い
ときは1日40回以上も往復して、巣穴の奥の雛たちに魚を運
び与えます。 雛の数は年によって差がありますが、４羽の育
雛が多く観察されています。
　育雛を始めて12～16日経つと、親鳥の餌の運び方が変わ
ります。 魚をくわえた親鳥は雛自身が入口まで魚を受け取
りに来るまで一切与えることがなくなります。 雛の自力歩
行ができる時期を、親鳥はちゃんとわかっているようです。

6. いよいよ巣立ち
　巣立ち３日前頃より親鳥の餌運びは極端に減少します。孵
化から32～36日。 いよいよ巣立ちです。 巣立ちは夜明けと
共に始まります。 雛を巣立たせようと、親鳥が盛んに巣穴の
中の雛に向かって「グゥ グゥ グゥ」と鳴き、誘導しようとし
ています。 巣の外は危険がいっぱいです。 ハシブトガラス
が突然現れて巣穴を飛び出す雛を捕らえるチャンスを窺っ
ている時もありました。 このような時、親鳥は別々の方向に
飛び去り、カラスが飛び去ると再び戻ってきます。無事に巣
立ちをした雛は、糸が切れた凧のように飛び回るので、親鳥
は誘導するのに必死です。 巣立ちした幼鳥の親離れは早く、
巣立ち後約10～15日で親鳥と離れ、それぞれが新天地を求
めて自立していきます。

　神奈川県内のヤマセミの生息地は確実に減少しています。
かつて生息していた場所からヤマセミが姿を消しています。
ヤマセミが暮らし、生きていく為には、魚がたくさん棲む美
しい川と、魚の暮らしを保証する水源となる落葉・常緑広葉
樹の森が必要です。 自然界のすべての動植物は、互いに関わ
り合った鎖のように暮らしています。 現在、その鎖に人為的
な力が過度に加わり、あちらこちらで鎖が切れてしまってい
るように思います。 多くの自然と共存するための謙虚さや
思いやりが、私たちにとっても安全で心豊かに暮らせる環境
であることをヤマセミが教えてくれているようです。

（次号はヤマセミが暮らす現状と未来をご紹介いただきま
す。 後編へ）

ヤマセミが暮らす現状と未来

ごう  し  そく
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主催イベントかながわトラストみどり財団
古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】 （公財）鎌倉風致保存会

みどりのがっこう 【共催】 生活協同組合ユーコープ

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

28/
2014年

（土）

9時20分～14時  
【講師】 倉持 卓司 氏
         （葉山しおさい
　　　　博物館）
【集合】 JR 逗子駅

◆葉山しおさい博物館
や自然公園で水生生物
や展示物の観察会。　◆葉山しおさい公園 入園料 高
校生以上：300円、小中学生：150円

◆野毛山動物園での
動物観察会。

◆新設された木道を歩きながら、秋の
小網代の森を観察します。

葉山しおさい博物館・自然公園

20人（先着順）受付：6/1～

1110/
2014年

（土）

811/
2014年

（土）

動物博士と一緒に
野毛山動物園へ行こう

10時～15時  
【講師】 矢部 和弘 氏（小網代野外活動調整会議）
【集合】 京急線三崎口駅

9時～15時30分  
【講師】 NPO法人 かながわ森林
　　　 インストラクターの会
【集合】 JR 相模湖駅：8時30分

秋の小網代～
自然再生される湿原を歩こう

20人（先着順）
受付：9/1～

10時～14時  
【講師】 神保 賢一路 氏
【集合】 京急線
          日ノ出町駅

20人（先着順）受付：8/1～

2911/
2014年

（土）

相模湖 嵐山 ～晩秋の相模湖を楽しむ～

80人（先着順）
受付：11/1～11/22

111/
2014年

（土）

13時～16時  
【講師】 八幡義信 氏
【集合】 大塔宮鳥居下

【コース】 大塔宮～百八
やぐら～朱垂木やぐら
～九つやぐら～西御門地区。

大塔宮から
百八やぐらを訪ねて

20人（先着順）受付：9/1～

自然観察会・自然体験教室・ウォーキング ほか

会員
一般
無料
500円

会員
一般
無料
500円

会員
一般
無料
500円

会員
一般
無料
500円

別途交通費負担

別途交通費負担

【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、〒245-0016 横浜市泉区和泉町6206-1
グレーシアいずみ野105号 松永 廣まで（☎050-8880-3465）
かながわ森林インストラクターの会 自然観察部会

2510/
2014年

（土）

弘法山の南面に咲き乱れる
            秋の植物と昆虫の観察

◆万福寺おやしろ公園～十二
神社～弁天公園・向原の森公
園～中村正義の美術館～読
売ランド・聖地公園（仏舎利）～
寿福寺～小沢城址公園～三
沢川～指月橋～薬師堂 など

〈ウォーキング：川崎周辺〉
都県境の史跡と自然を巡るウォーク

30人（先着順）受付：8/1～

9時30分～15時30分  
【講師】 宮前区観光案内人の会
【集合】 小田急線 新百合ケ丘駅

2810/
2014年

（火）

◆鶴巻温泉駅～石座神社～菅原神社～自興院～みかん
畑～町内自治館前（バス）～東海大学前駅

◆北鎌倉駅からスタートし、鎌倉広町緑地をめざします。
（解散：湘南モノレール西鎌倉駅）
◆起伏に富んだ健脚向けコースとなります。

会員
一般
無料
500円

会員
一般
無料
500円

9時30分～15時
【講師】 足立 直義 氏（ナチュラリスト）
【集合】 小田急線鶴巻温泉駅

会員 一般500円 1,000円

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

＋
入園料

10時～14時30分
【講師】 全国森林インストラクター 神奈川会
【集合】 湘南モノレール大船駅

鎌倉中央公園・源氏山における樹木観察

◆足柄駅～久野古墳群～みかん園～小田原フラワーガー
デン（解散）※解散場所周辺も総世寺やざる菊園など見ど
ころいっぱいです。

◆大船駅～湘南町屋駅～鎌倉中央公園～源氏山～佐助
稲荷～鎌倉駅

◆相模湖駅～相模湖
大橋～嵐山～ねん坂～
渡し船から相模湖公園

11時～14時  
【講師】 初瀬川 政典 氏　【集合】 小田急線 足柄駅

〈かながわの自然と食を味わう会〉
小田原西部丘陵の散策とミカン狩り

30人（先着順）受付：9/1～

30人（先着順）受付：9/1～

2911/
2014年

（土）

612/
2014年

（土）

〈ウォーキング〉
鎌倉広町緑地ウォーク

50人（先着順）受付：9/1～

50人（先着順）受付：8/1～

9時30分～14時  
【集合】 JR 北鎌倉駅　【共催】 鎌倉歩け歩け協会

会員
一般
無料
500円

1511/
2014年

（土）

会員
一般
無料
500円

＋

会員
一般
無料
500円

◆みかん狩り入園料（園内食べ放題）
　大人： 500円、 小学生以下： 300円

別途交通費負担

入園料

50人（先着順）受付：7/1～

会員 一般500円

かながわトラストみどり財団 主催イベント
トラスト緑地講座
桜ヶ丘緑地の明治時代の
麦酒工業遺産講座
桜ヶ丘緑地の明治時代の
麦酒工業遺産講座
◆トラスト緑地の桜ヶ丘緑地に眠る明治時代の近代化産業遺産である麦酒工場跡を観察します。
工場のあった明治期当時の写真と比較し、自然環境や歴史的環境の変化について考えます。 
◆13:00星川駅～桜ヶ丘緑地～（路線バス：交通費負担）～横浜麦酒（株）・驛の食卓で講習会～
16:30現地解散(最寄駅ＪＲ桜木町駅徒歩６分

【集合】 相鉄線 星川駅：13時
13時～16時30分209/

2014年

（土） 1,500円

工場できたての
ビールの試飲が
できます。
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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。

2014年

2015年

8月

9月

9日（土） 100人（先着順）
満員になり次第締切

下 刈

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・緑の募金保全活動

申込
方法

【申込先】 （公財）かながわトラストみどり財団 みどり森林課
　　　　     045-412-2255     045-412-2300     midori@ktm.or.jp     www.ktm.or.jp
【申込方法】 活動内容をご確認の上、●参加希望日 ●参加希望者の氏名・住所・電話番号 ●登録番号をお持ちの方は登録番号
を明記して、はがき・電話・FAX・Eメール・財団WEBサイトにてお申し込みください。　【荒天の場合】 予備日に延期します。　
【実施の可否の確認方法】実施日前日の18時以降に、電話（045-412-2255）でご確認ください。 録音テープでご案内します。

予備日：8/10（日）

【集合】 小田急線 本厚木駅南口：8時30分／宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場：9時30
分　【参加費】 1,000円（昼食代）　【共催】（公財）相模原市まち・みどり公社
◆昼食後に講話「学校林と地域林業」。 実費にて温泉入浴可（割引あり）。 

入門コース

【活動場所】 秦野市 堀山下

【集合】 小田急線 秦野駅南口：8時30分（専用バスで移動）
　　　 秦野戸川公園パークセンター前：9時
【共催】 秦野市

20日（水） 100人（先着順）
満員になり次第締切

下 刈
予備日：8/21（木）

【活動場所】 箱根町 仙石原
箱根イタリー水源林

【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】 神奈川県企業庁箱根水道営業所
◆作業・昼食後に温泉に入ります。

30日（土） 100人（先着順）
満員になり次第締切

100人（先着順）
満員になり次第締切

竹林整備
予備日：8/31（日）【活動場所】 葉山町 木古庭

【集合】ＪＲ横須賀線 田浦駅南口：8時30分
（専用バスで移動）
※現地に自家用車駐車場はありません

13日（土） 50人（抽選）

50人（抽選）

（抽選）

締切：8/29（金）
除 伐

入門コース 除 伐

予備日：9/14（日）【活動場所】 相模原市緑区 青根
【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）※現地に自家用
車駐車場はありません
◆作業・昼食後に温泉に入ります。

21日（日） 40人
締切：9/5（金）予備日：9/22（月）

【活動場所】 箱根町 仙石原
　　　　　（小塚山トラスト緑地）

10月 【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）浄水センター：9時30分　
【共催】 箱根町 　◆昼食後に温泉に入ります。 

1 日（水） 広葉樹植裁
予備日：10/2（木）【活動場所】 箱根町 仙石原

【集合】小田急線 伊勢原駅北口：8時30分
（専用バスで移動）
※現地に自家用車駐車場はありません
【共催】伊勢原市

11日（土） 間 伐
予備日：10/12（日）【活動場所】 伊勢原市 日向

11月 【集合】ＪＲ東海道線 湯河原駅：8時30分
（専用バスで移動）
※現地に自家用車駐車場はありません　
【共催】 湯河原町

8 日（土） 間 伐
予備日：11/9（日）【活動場所】 湯河原町 鍛冶屋

【集合】小田急線  本厚木駅南口：8時30分
（専用バスで移動）
宮ヶ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

22日（土） 間 伐
予備日：11/23（日）【活動場所】 相模原市 鳥屋

12月 【集合】ＪＲ東海道線 二宮駅北口：8時30分
（専用バスで移動）※現地に自家用車駐車場は
ありません　【共催】 神奈川県住宅供給公社町

3 日（水） 竹林整備
予備日：12/4（木）【活動場所】 小田原市 小竹

1月
【集合】JＲ東海道線  二宮駅北口：8時30分
（専用バスで移動）※現地に自家用車駐車場は
ありません　【共催】 神奈川県立おおいそ学園
◆昼食後に講話を行い、解散。

17日（土）
予備日：1/18（日）【活動場所】 中郡大磯町 生沢

7月
【活動場所】 南足柄市 塚原

下 刈 100人（先着順）
満員になり次第締切

【集合】 小田急線 開成駅西口：8時30分
（専用バスで移動）
※現地に自家用車駐車場はありません

19日（土）
予備日：7/20（日）

【集合】 小田急多摩線 栗平駅西口：8時30分
（徒歩で移動）　※現地に自家用車駐車場は
ありません　【共催】 川崎市

13日（土） 竹林整備・除伐
予備日：12/14（日）【活動場所】 川崎市 麻生区

【集合】ＪＲ東海道線 真鶴駅：8時30分
（専用バスで移動）
※現地に自家用車駐車場はありません　
【共催】 真鶴町

29日（水） 間 伐
予備日：10/30（木）【活動場所】 真鶴町 岩

除伐（ササ刈）緑の募金
保全活動

受付：6/1～

受付：6/1～

受付：6/1～

受付：6/1～

受付：8/1～

100人（先着順）
満員になり次第締切

受付：8/1～

100人（先着順）
満員になり次第締切

受付：8/1～

100人（先着順）
満員になり次第締切

受付：9/1～

100人（先着順）
満員になり次第締切

受付：9/1～

100人（先着順）
満員になり次第締切

受付：10/1～

100人（先着順）
満員になり次第締切

受付：10/1～

満員になり次第締切
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　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
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」には光が入らず、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、様々な自然再生や
維持管理を行うため、多くの皆様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。

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振込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。 本振込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致します。 ご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。

※緑地内は、7月中旬まで環境整備のため、立入できません。

小網代の森の自然再生にご支援ください

同封の振込用紙の取扱について

再生された湿原地

モクズガニ

テナガエビ

カワセミ

アユ

ニホンウナギ

ゲンジ
ボタル

カワニナ

乾燥化していた平地を湿原に戻すため、
杭打ちで堰止め、水の流れを変える作業。
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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の一部を紹介しますお便り紹介 & 会員掲示板

　
4/26（土）  摘み草ハイキングで春を食べよう
　小さい頃にヨモギのおもちを母の実家で見たことがありましたが、自身で摘んで、
茹でて、刻んでという初めての貴重な体験ができました。（山本さま）／参加いただいた
皆さんと一緒に体験するイベントで、とても盛り上がりました。（事務局）

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

募集中!!

現在の会員数 （平成26年
  3月31日現在）

普通会員
　個人会員
　家族会員
　法人・団体会員
特別会員
名誉会員
計

9,803人
3,238人
6,350人
215人
325人
6人

10,134人

（829人）
（375人）
（438人）
（16人）

（829人）
※（　）内は、トラスト緑地保全支援会員数
※会員数は会費の納入があった人数です

入会のお問合せは財団事務局まで

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

企業の社会貢献活動
　平成26年5月18日（日）小網代の森で株式会
社東芝によるハマカンゾウ返還式典が行われ
ました。 これは、緑地内で盗掘被害によって
減少している海浜植物のハマカンゾウを、東
芝ライテック工場内に移植し、増えた苗を森
に戻す試みです。 このたび晴れて返還式典が
開催されました。 式典には神奈川県や財団も
出席し、社員や家族の皆さまとハマカンゾウ
の株を植え付けました。
　また、株式会社東芝は大口の小網代の森緑
地保全支援会員にご加入いただき、3月11日
東芝本社にて、財団瀬戸専務理事より感謝状
を贈呈しました。
　今後もご協力いただきながら小網代の森の
自然再生活動を進展させていきます。

「えのきテラス」で返還式典

ハマカンゾウの植付け

（公財）神奈川県LPガス協会、（株）伊藤園、湘南信用金庫本店営業部、ウエインズグループ、（株）神奈川保健事業社、（株）環境管理センター、藤崎英輔、横浜緑地（株）、神奈川
えびね会、星野昌司

「緑の募金」実績

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、県立生命の星・地球博物館、株式会社サカタのタネ、ティー＆
グリルかもめ、（株）神奈川保健事業社、伊豆箱根鉄道（株）箱根船舶営業所、山岳スポーツセンター、（一社）足柄建設業協会、大倉屋、（一社）神奈川県建設業協会相模原支部、
（株）ホテルおかだ、リサイクルよつば、かながわアートホール、箱根高原ホテル、（一社）藤沢市建設業協会、箱根ロープウェイ（株）大涌谷駅、箱根ロープウェイ（株）早雲山駅、
箱根ロープウェイ（株）桃源台駅、県立丹沢湖ビジターセンター、（公財）神奈川県公園協会西丹沢自然教室、どんぐりハウス、どんぐり山荘、強羅公園、箱根観光船（株）桃源台
営業所、箱根観光船（株）箱根町営業所、箱根観光船（株）元箱根営業所、座間市に緑を育てる市民の会、県立秦野ビジターセンター、野天風呂かっぱ天国、（公財）神奈川県公園
協会、秦野市環境生産部環境保全課、箱根彫刻の森美術館、小田急リフレッシュクラブ、世界のカクテル山荘、県立宮ケ瀬ビジターセンター、医療法人しののめ会鷺沼人工
腎臓石川クリニック、箱根登山鉄道（株）箱根湯本駅、箱根登山鉄道（株）強羅駅、伊豆箱根鉄道（株）箱根関所跡船舶営業所、伊豆箱根鉄道（株）湖尻船舶営業所、箱根登山バス

プ村、箱根ガラスの森、富士箱根ゲストハウス、神奈川県庁各所属・出先機関・県立学校

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

　緑の募金は、森林の整備、学校等の緑化、環境教育など緑化運動を推進し、緑豊かな神奈川をつくります。 
また募金の一部を、海岸の森林整備など東日本大震災復興にも活用しています。

緑の募金法のもと、
緑の募金運営協議会
および財団理事会を経て、
事業を実施しております。

平成25年度 緑の募金への
ご協力ありがとうございます。
［総額］20,859,564円

緑の募金運動

「かながわトラスト
みどり基金」実績

平成25年度に
ご協力いただいた分野

平成25年度 
緑の募金事業別支出

企業
職場

家庭
街頭

その他 学校
緑化の推進

募金活動
推進等

森林の整備

校内の募金箱や
生徒会など

学園等緑化推進事業
ふれあい緑化事業
指定校緑化事業
緑の少年団育成事業
緑化運動コンクール事業
国土緑化推進機構交付金
県植樹祭開催への積立金
など

丹沢地域での森林保全支援 など

企業収益など町内会などの
回覧を通じて

個人での募金

緑の羽根・
ポスター・
募金箱・

緑化グッズ
等の購入、
広報活動等

駅前や
イベントなど

事業所などの
募金箱など

「かながわトラストみどり基金」への募金・寄附累計額 12億8,678万6,486円 （2014年4月30日現在）

「かながわトラストみどり基金」への寄附　2014年 2月～4月　（敬称略）

アールエスコンポーネンツ（株）、（公財）川崎市公園緑地協会、仙石原女性会、和留沢環境美化推進委員会、秋元政江、飛鳥井五郎、阿部美佐江、安藤誠治、飯田英榮、石埼暢宏、
伊東 久、
幹生、桜井真一、柴田鶴代、清水紀彦、白坂博行、鈴木 幸、髙橋敏雄、田島香代子、筒井元始、額田 忠、沼田綾子、畠山直子、濱尾光吉、濱中知子、古川仁朗、松尾多恵子、三栖繁子、
蓑田幸男、山本勝久、山本道夫、吉田 馨、吉田千代美

「かながわトラストみどり財団」への寄附　2014年 2月～5月　（敬称略）

「かながわトラストみどり基金」募金箱設置協力　2013年 4月～2014年 3月　（敬称略）
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あなたも写真を掲載してみませんか？

かながわトラスト でクリック!

　皆さまが感じる神奈川の自然について、写真とエッセイをお
寄せください。 動植物や風景写真など、皆さまの作品をお待ちし
ております。
応募方法：作品は用紙かデータ（JPEG等）、撮影場所、題目、エッ
セイ（100字程度）、名前、連絡先、電話番号を郵便かEメールにて
お送りください。
注意事項：作品は応募者本人が撮影したものに限ります。 被写
体の肖像権には十分に配慮してください。

「タンポポとハチ」
撮影月日：2014年4月22日　撮影場所：小網代の森

公式WEBサイト随時更新中！
　公式財団WEBサイトでは、自然観察会や森林作りボランティア活動の
告知や報告を随時掲載しています。また、財団活動の最新時情報も閲覧で
きます。 活動での写真や動画コンテンツも豊富に用意していますので、
ぜひご覧ください。
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