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自然へ一歩

絵と文：向田智也
自然と生き物を描くイラストレーター。
著書に「田んぼの一年」「雑木林の一年」（小学館）
鎌倉広町の森市民の会常任理事。



頂上から

　毎年春になると苦しむ人の多い花粉症。 近年では
社会問題と言えるほどの広まりを見せている中で、
2013年12月に神奈川県で全国初となる無花粉ヒノキ
の発見が発表され、大きな話題となりました。
　一方、日本で最大の花粉症要因であるスギに関して
も、1992年に富山県で初めて無花粉スギが発見され、
神奈川県でも2004年に見つかってから研究や苗木の
生産・出荷が進められています。
　これらはどのように行われているのでしょうか。　
厚木市にある神奈川県自然環境保全センターの主任
研究員、齋藤央嗣さんにお話を伺いました。

　当センター研究連携課は元々林業試験場だった機関
で、木の品種改良といった研究も行っていました。 私
は1995年に今の仕事を引き継ぎましたが、神奈川県は
大都市を抱えるという地域性もあり、花粉症対策をメ
インに調査研究を実施しています。
　神奈川県では1998年に優良スギの精英樹から花粉
の少ないスギ17品種を選抜し、2000年にはその種子を
生産する採種園を整備しました。 これらは在来品種に
比べると8割ほど花粉が少ないもので、生産した種子を
苗木生産者に配布しています。 ヒノキについても同様
に花粉の少ない品種を選抜し、2005年から苗木生産を
進めて2008年には出荷も開始しました。

無花粉ヒノキの発見と
無花粉スギの広がり
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秦野市・伊勢原市境の浅間山付近の人工林
無花粉ヒノキは秦野市内の山林で発見された。

神奈川県自然環境保全センター本館。かながわ県産木材を使って2009年に建てられた。 苗畑で育成中の無花粉ヒノキ「秦野1号」
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　ただ、花粉が少ないというのは相対的なもので、個体
が大きくなるとどうしても着花しやすくなるという可
能性もあるため、これを何とか無花粉にできないかと
思っていたのですね。 富山県では1992年に無花粉ス
ギが見つかったのですが、その後の研究過程で無花粉
スギは5,000本に1本くらいの確率で存在するという
ことが報告され、では神奈川県でも探してみようとい
うことになりました。
　そして、先ほどの少花粉スギの実生個体888本の中
から1本だけ無花粉スギが見つかったのが、2004年の
ことです。 秦野市の田原に試験地があったため、「田原
1号」という名前をつけました。 これを増やしていくた
めに外からほかの花粉が入らない温室内の採種園を整
備し、2008年から苗木生産を開始して実用化を図って
います。

　富山県や神奈川県で見つかった無花粉スギはいわゆ
る雄性不稔というもので、花粉をつくる雄花はできま
すが花粉が飛散しないという特徴があります。 一方、
雌花は受粉して正常な種子を形成することができま
す。 また、無花粉スギはメンデルの法則でいう劣性遺
伝するという特徴があり、対になっている遺伝子2本の
うち1本の遺伝子が無花粉である（Aa）と正常の花粉を
作り、2本揃う（aa）と無花粉になります。 この性質を利
用し、母親に無花粉の遺伝子を2本持つ無花粉スギ
（aa）、父親に無花粉の遺伝子を1本持つ有花粉スギ
（Aa）を掛け合わせると、無花粉スギ（aa）と有花粉スギ
（Aa）が1:1の割合で生産できるという仕組みです。 神

奈川県では現在、年間1,000本くらいの無花粉スギの
生産を行っています。 少花粉スギに関しては関東地方
でもかなり普及が進んでいますが、無花粉スギを供給
ベースで生産出来ているのは、全国でもまだ神奈川県
と富山県くらいですね。

　実は神奈川県では、無花粉スギを見つけた2004年よ
りも前から無花粉ヒノキの研究も行っていました。 な
かなか発見することができなかったのは、ヒノキの方が
花が小さくて判別しにくかったこと、スギと違って花粉
が飛散の直前に形成されるため、無花粉かどうかの判断
が難しかったことなどが理由としてあげられます。
 　苗木における調査はうまくいかなかったのですが、
実際に山で探してみれば、スギとヒノキは近縁なので
同じように5,000本に1本くらいは見つかるのではな
いかということで、2011年から県内のヒノキ林を対象
に調査を行いました。 この年は約2,800本調べて1本も
見つからなかったのですが、翌年約1,200本を調べた

うち、1本だけ無花粉のヒノキが見つかりました。 そこ
で、さし木を行うと同時に親木の調査も翌年あわせて
行い、遺伝的に固定された形質だということが確認で
きたので、昨年12月に発表しました。 この木は秦野市
内のヒノキ林で見つかったため、「秦野1号」という仮称
がつけられています。 現在も無花粉ヒノキは、全国で
この1本しかまだ見つかっていません。

　こういった地道で確率論的な調査研究を行っている
地域が、神奈川県のほかになかったというのも理由の
ひとつでしょうね（笑）。 それと、無花粉スギの研究の
進んでいた富山県など、日本海側にヒノキが分布しな
いためかもしれません。 太平洋側ではスギよりもヒノ
キの方が木材としての値段が高いので植林が多く、そ
の調査研究を進める意義がありました。

　今は品種登録や実用化のための調査研究を進めてい
ます。 ただ、今回見つかった無花粉ヒノキは先ほどの
スギとは違って両性不稔というもので、これは花粉が
飛散せず種子も正常に形成しないので、種子を増やし
て苗木を作ることができません。 そこで、現在はさし木
によって20本ほどの苗木を育てていますが、種子を生
産できる雄性不稔のみの性質を持ったヒノキの探索も
引き続き実施していく方針です。 普及するためには種
子で増やす方が遺伝的に多様性が高く、さし木による
増殖はいわゆる単一のクローンになるので、病害虫や
台風の被害を受けやすいというリスクがあるのです。

　いつになったら花粉症がなくなるか、というのはな

かなか難しく、できるだけ少ないレベルには持ってい
きたいなと考えています。 
　同じ量の花粉を吸っても発症する人もいればしない
人もいるわけで、その絶対値を減らせば、必然的に患者
数も減らすことにつながりますので。

　今回発見された無花粉スギ・ヒノキは自然に発生し
た遺伝子の突然変異によるもので、いわゆる遺伝子組
み換えではありません。
　また、よく心配されるのは、種子ができなくなった
り、自然林と交配しておかしな種子ができたりしない
かということですが、そもそも無花粉で花粉ができな
いので、周りの林に影響せず、そういった心配ごとはな
いですね。

　お話した通り、無花粉のヒノキは実際に山で見つけ
ています。 皆さんが探すことはなかなか難しいかと思
いますが、もしそういった存在に気づかれたらご連絡
をいただければありがたいですね。 それと、神奈川県
では森林循環のため、県産木材の普及利用に力を入れ
ていますが、皆さんが探すことは県内産の材木を使っ
ていただいて林業がうまく回れば、そのぶん無花粉ス
ギやヒノキの割合も少しずつ増えていくことにつなが
ります。 その点も少し意識してご協力いただければあ
りがたいと思います。
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無花粉なのにどうして
種子を増やすことができるのでしょうか。 では昨年発表された無花粉ヒノキの方は。

無花粉スギ「田原1号」の原木（右）

精英樹採穂園
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発表から1年が経ちますが、
現在の取り組みや今後については。

無花粉のスギやヒノキが増えることによる
デメリットなどはないのでしょうか。

では私たち市民に何かできることは
ありますでしょうか。

花粉症患者にとって気になるのは
今後どれくらいで症状に苦しまずに
済むのかということですが。

なぜ神奈川県で初めて見つかったのでしょうか。

無花粉スギの種子生産用の母樹
交配時期に温室に移動させるため、コンテナで育成している。

無花粉ヒノキの原木

無花粉スギの雄花（中央）と雌花（右）
花粉を出さないが雄花・雌花ともに着花する
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　川崎市の生田緑地で「緑の祭典・かながわ未来の森づく
り２０１４」が開催されました。2年に一度開催される植樹
祭イベントは今回、川崎市主催の「市民100万本植樹運動・
生田緑地植樹祭」と同時開催で行われました。
　式典では、平成22年5月に神奈川県で初めて開催された
「全国植樹祭」にて天皇・皇后両陛下がお手播きされた“コ
ブシ”と“スダジイ”が、黒岩神奈川県知事から福田川崎市長
に贈呈、記念植樹されました。
　また、川崎で設立された和太鼓チーム「里空」の演奏や当
財団主催イベント「県民参加の森林づくり活動」の功労者
表彰が行われ、県と市の「ゆるきゃら」総勢７体が登場する
など、会場を盛り上げました。
　植樹祭では、生田緑地産のコナラやウツギなどの苗、約３００本が参加者の手
により植えられ、植樹の終了した参加者へは神奈川県産のムラサキシキブやイロ
ハモミジなどが無料配布されました。

　小網代の森緑地（三浦市）と葛葉緑地（秦
野市）において、地権者、行政及び財団の三
者の話し合いを進め、今年度新たな緑地保
存契約を締結しました。これにより緑地保
存契約地の規模は小網代の森は10．4ha、葛
葉緑地5．9haとなりました。
　引き続き地権者の理解を得て保存契約地
の緑地保全に努めていきます。

緑の祭典・かながわ未来の森づくり
2014 市民100万本植樹運動 生田緑地植樹祭

小網代の森及び葛葉緑地の保存契約地を拡大［トラスト緑地］ 

平成26年 10月26日(日)

お手播き苗木の贈呈式

植樹会場

葛葉緑地

小網代の森緑地

秦野駅

新規保存契約地

新規保存契約地
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　小網代の森は平成23年度から木道等の施設整備が完
成し、平成26年7月20日（日）から自由に散策できるよう
になりました。
　これを記念してアカテガニ放仔観察エコツアーを開
催しました。
　午後３時に三崎口駅に集合し、小網代の森の「中央の
谷コース」の入口から散策を行いました。 班ごとにガイ
ドがつき、小網代の森の動植物の生態や現在行っている
自然再生作業について解説しながら、ヤナギの湿地帯や
オギの大草原を抜け、50分ほどで「えのきテラス」に到
着。 休憩後、宮ノ前峠を通って借上バスに乗車し観潮荘
へ向かいました。
　観潮荘では緑地の保全活動や財団の説明を行い、マグ
ロ丼をいただきました。 このあとの夜の観察会に向けて
腹ごしらえです。 夕暮れ前に小網代の森に戻り、アカテ

ガニ放仔観察のガイドを再開。
　岸辺にはたくさんのアカテガニがやってくるので、参
加者は長靴を履いて海から観察します。 夕暮れからしば
らくすると、最初の１匹が草原からゆっくりと出て来
て、観察者を警戒しながら、海水に入り、体を震わせて放
仔すると、ほかのカニも次から次へとやってきます。 参
加者は足もとで繰り広げられる自然の営みを見入って
いました。１時間ほどで海から上がり、イベントは終了と
なりました。
　その後、母ガニから放たれた幼生「ゾエア」はひと月ば
かりを海で過ごし、また森に帰ってきます。
　アカテガニは小網代の森・川・海のすべてを使って生
きています。 この自然環境を持続的に保全できるよう、
多くの皆さまに知っていただき、支援の輪を広げられる
よう取り組んでまいります。

小網代の森緑地でオープン後初の

アカテガニ放仔観察エコツアーを開催
［トラスト緑地］ 

平成26年 7月26日(土)

湿原の木道を歩く

陸からやってくるので、海から観察

アカテガニの放仔

母カニから放たれた幼生（ゾエア）

ほう   し

ほう し
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　箱根・仙石原の町有林で広葉樹の植栽を実施。 ヒノキ
人工林を伐採した跡地を、広葉樹林へ更新するため、ヒ
メシャラ、ヤマザクラ、ヤマボウシなどを植栽しました。
途中、雨が降り出しましたが苗木にとっては恵み雨と。
　参加者は山を登り、担いでいる苗木１本
１本を植えつけていきました。
　作業終了後は箱根高原ホテルに移動し、
ご厚意で温泉を利用させていただきました。
※箱根高原ホテルは会員優待施設（割引宿
泊が可能）です。 詳しくは箱根高原ホテル
まで（　 0460-84-8595）

桜ケ丘緑地の明治時代の麦酒工業遺産講座［トラスト緑地］ 平成26年 9月20日(土)

　明治時代後期、桜ヶ丘緑地の眼下には、
麦酒工場がありました。 緑地は今でもた
えることなく豊富な水が浸み出してお
り、当時は、その水でビールそしてガラス
などが作られていたそうです。
　この1ヘクタール程の緑地に、祠跡と
レンガ造りの遺構が眠っており、この遺
構と緑地の自然環境を観察するイベント
を行いました。 明治期の風景写真を見ながら、現在の植生観察と遺構

の見学を行いました。 そして、現在の地
ビール製造を行っている横浜ビール
（驛の食卓）へ移動し、できたてビール
を試飲しながら、ビール製造の講習を
行いました。 自然環境と歴史的環境に
ついて学べる盛りだくさんの内容を詰
め込んだイベントとなりました。

ほこら

うまや

箱根・仙石原で広葉樹植栽 平成26年 10月1日(水)

真鶴町で間伐作業 平成26年 10月29日(水)

　真鶴町の町有林で、神奈川県が植林
したところを県行造林といいます。 そ
の人工林で間伐作業を実施し、今回は
総勢60名で作業にあたりました。 この
フィールドは平成22年から開始し、4
年間継続して作業を行っているため、
今回澄み切った青空のもと、林内に光
が届くようになりました。

◀苗木の植え方を説明する、
　かながわ森林インストラクター

「驛の食卓」会場で講習会

斜面地で苗木を担いで運ぶ

伐採木の枝払い、玉切り
ロープワークで倒木方向を誘導
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かながわトラストニュース

　今年度も緑の募金による緑化運動・育樹運動コン
クールが開催されました。子供たちに自然環境の大
切さを知ってもらうために実施しており、毎年多く
の作品が集まります。平成26年度はポスター原画
532作品、標語548作品、学校関係緑化へ2校の応募
がありました。
　高等学校の部の最優秀賞となった土佐さんの作品
「大きくなあれ」は、色彩はシンプルですが見る人を
立ち止まらせ、引きつける魅力あります。
　平成26年11月9日に表彰式を行い、受賞された作
品は、（公財）国土緑化推進機構の中央審査会に応募
されるほか、財団に関連する広報事業に使用されま
す。

緑の募金

平成26年度
緑化運動・育樹運動
コンクール

「緑化運動・育樹運動コンクール」は、緑の募金運動に
よって行われています。

標語の部 最優秀賞

【小学校の部】

ポスター原画【高等学校の部】最優秀賞
神奈川県立弥栄高等学校 2年　土佐 日向菊さん
「大きくなあれ」

ポスター原画
【小学校の部】
最優秀賞
伊勢原市立大田小学校 5年　
近田 遥夏さん
「森と動物たちの願い」

横須賀市立田戸小学校 6年　椎葉 穂香さん

ポスター原画【中学校の部】
最優秀賞
横須賀市立公郷中学校 2年　下岡 紗耶加さん
「緑を大切に」

木を植えて　未来の地球に　プレゼント

【中学校の部】 厚木市立依知中学校 2年　岡本 優斗さん

小さな芽  大きく育て  緑あふれる僕らの地球

【一般の部】 海老名市　川口 一寿さん

緑化こそ　地球を癒す処方箋
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新治市民の森（横浜市）

森林・緑地ボランティア活動に参加しよう森林・緑地ボランティア活動に参加しよう
神保  賢一路

　神奈川県内には、丹沢・箱根の奥深い山々の森林から、
里山、そして市街地化が進んだ地域に残る緑地や公園な
ど、多様な自然環境があり、多くのボランティアの活躍
によって環境保全活動が行われています。 「みどりを育
む」では今回より活動経験者から、まだ活動に参加され
ていない方でも楽しんでいただけるような、ボランティ
ア活動の作業方法や技術の秘訣について紹介していき
ます。

　神奈川県内にはさまざまな自然環境があります。 今
後これらの緑を行政だけで守り育て、持続的に保全して
いくためには、さらに工夫が必要です。幸い神奈川県民
の自然への思いは高く、「かながわのナショナル・トラス
ト運動」の盛り上がりがあります。
　年代や性別を超え、森林・緑地の環境保全活動への参
加や、行政とボランティア団体の積極的な協働がそれぞ

未来に引き継ぐ神奈川の自然と人材

里山の自然と手入れ里山の自然と手入れ

竹林竹林

草地草地

スギ・ヒノキ植林地スギ・ヒノキ植林地

水田・湿地・あぜ水田・湿地・あぜ

土手・雑木林土手・雑木林

オオタカ・
ツミの繁殖地

ヤマシギ・
クイナ

カヤネズミ

ウグイス

カブトムシ・
クワガタ類

カエル・ホタル・
ドジョウ・トンボ類
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れの地域に根付き、定着していることが神奈川の特徴で
はないでしょうか。
　行政と団体の育てた地域力をさらに地域緑化の保全
などへ活かし、それぞれの環境にあった適切な保全活動
プログラムを期待したいところです。
　森林や緑地の環境は、樹林地や水辺、草地など、さまざ
まなため保全の実践には幅広いプログラムが必要です。
また、どのような変化が出たのかを調べる自然度チェッ
ク（モニタリング）も大切です。 手を入れすぎて逆に悪い
状況とならないためにも、モニタリングは欠かせません。

　ところで、横浜などでみられる森は、古くから人の手
が入った二次的な自然（里山）です。 里山の特徴は、私た
ちの暮らしを支えた多様な土地利用によって維持され
てきた水辺・草地・林などさまざまな植生が、モザイク状
に組み合わされているところです。 この多様な植生が
まとまって維持されることで、里山全体の景観が守ら
れ、生物多様性を高めることになります。

　作業は、スギ・ヒノキといった人工林や雑木林、竹林、
土手、あぜ、草地など、それぞれ環境にあった時期と方法
で植生別に丁寧に行い、一つ一つを適切に管理するとと
もに、植生のつながりを保全することで、さまざまな環
境にある生物のつながりが見えてきます。 しかしなが
ら、里山の植生のつながりを保つためには、多くの皆さ
んの協力が必要となります。 なぜなら、私たちが住む地
域に残る自然の多くが、これまで紹介したように、暮ら
しと文化が作り上げてきた自然で、常に適切な手入れと
管理よって守られてきたためです。

　樹林地、土手、あぜ、草地など里山の環境は、それぞれ
の手入れや利用方法があります。 水田からはお米を収穫
します。ため池は冷たい山の水を温め、水量を調整しな
がら水田に使う目的等があります。 雑木林は薪炭林や落
ち葉の調達、人工林は木材確保の場所として、カヤ場は
屋根の吹き替え・修理のための場として、それぞれの場
所にあった植生を維持するなど、手入れを行ってきたの
です。
　ここで、「管理の多様性」が生まれます。 管理の多様性
は、樹林地、土手、あぜ、草地など「環境の多様性」を維持
し、それぞれの場所に多様な動植物が生息し「生物の多
様性」を生み出していくことがわかります。 まさに、里山

の生物多様性は、私たちの「利用の多様性」から始まって
いたわけです。

安全対策はお互いが楽しく学び、継続的に活動する上で、
最も大切なことです。 参加するボランティアがそれぞれ
安全に作業を進めることで、仲間を信頼し合う関係が芽
生え、ともに作業する喜びを共有することで、目標とする
環境へ確実に近づいていくことでしょう。
　しかし、ひとたび事故を起こしてしまうと、すべてがつ
らい状況となりかねません。 伐採や草刈りなど野外活動
では必ず道具を使います。 また山活動での事故は、かす
り傷程度で済むような生易しいものではありません。 で
すから、ひとたび事故が起きると、楽しかったフィールド
がつらい場所、二度と行きたくない場所となってしまう
かもしれません。
　安全対策は相手のためのものです。個人はグループの
メンバーのため。 グループは個人のために注意が必要で
はないでしょうか。安全な作業を行うために「K,Y,T」を行
うことも効果があります。 K,Y,T（Kiken Yochi Training）
とは危険予知トレーニングです。 作業前に実施する作業
にどのような危険が考えられるかをお互いに話し合いま
す。 この話し合いをすることで、危険な状況を共有する
ことができます。 もちろん、作業する服装にも十分な注
意をしましょう。

知ることから始まる身近な自然の魅力

里山の自然

身近な場所の多様性

安全対策の重要性

神保  賢一路
Jinbo kenichiro
かのこ環境プロデュース代表取締役
1952年神奈川県生まれ。 生き物と
の共存する環境づくりの緑地管理の
計画、調査、研修に携わる傍ら、ヤマ
セミの調査、保護活動に取り組む。

※財団主催の森林づくり事業では、作業
当日に財団が作業道具を用意していま
すので、記載例のヘルメットやゴーグ
ル、ノコギリ、ハサミ、ナタは持参する必
要ありません。 また各団体によっては、
集団で作業にあたることを考慮して、装
備してはならない道具が決められてい
る場合があります。

ノコギリ・
ハサミ・ナタ

長袖

手甲・皮手袋

長ズボン

安全靴

ゴーグル

個人の装備（一例として）個人の装備（一例として） 目を保護
するため

ヘルメット
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イベント・事務局だより
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申込
方法

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。

【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。

1月
31日（土）

地区推進協議会イベント
平成26年度 あしがらグリーンウォーキング
「太閤一夜城と歴史を巡るウォーキング」

開催日 イベント名・内容 定員・締切ほか

【集合】 箱根登山電車 入生田駅　【解散】JR早川駅　【コース】入生田駅～
生命の星・地球博物館～石丁場跡～姫ノ水橋～石垣山一夜城址（昼食）～
海蔵寺～早川観音～JR早川駅　※約5km（約4時間）　【講師】NPO法
人小田原ガイド協会　【持ち物等】弁当、飲物、敷物、雨具、筆記用具、歩きやすい服装と靴　【その他】雨天決行（荒
天中止）オプションとして、希望者には昼食時に「一夜城ヨロイヅカファーム」で ミニケーキ＆飲み物を提供します（実
費520円は各自負担、申込時に要予約、テラス席利用）　【費用】500円　※トラスト会員は無料（当日会員加入可）　

集合10：00　解散予定15：00

（先着順）

受付中
【新規】 30人

小網代の森ボランティアウォーク

秦野市「くずはの家」

申込は不要。どなたでも無料でご参加いただけます。
汚れてもよい山歩きの服装で。
スタッフが小網代の森の自然の様子や保全事業の状況を解説
しながら散策し、ごみ拾いなどの体験ボランティアをしていた
だきます。 ただし、団体参加の場合は事前に小網代野外活動
調整会議までご一報ください。

県内の地元地域で行う観察会やボランティア活動など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、詳細(80字以内)を
メール、FAX、あれば写真かイメージ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。

毎月第３日曜日にボランティアウォークを行っています。

市民活動を機関誌ミドリで告知しませんか？

市民団体の活動

次号発行は３月末予定です。およそ４月下旬から６月初旬開催を目途に投稿下さい。なお、応募は2月10日までです。

【主催】小網代野外活動調整会議  　045-540-8320
【集合】京急三崎口駅前  午前9：30　【解散】12：00　雨天中止

【主催】 久田緑地くらぶ
【日時】 平成27年1月25日（日）
          10:00～12:00 雨天中止
【集合】 小田急線桜ヶ丘駅改札前 10:00
【参加費】 無料　【定員】 30名（先着順）
【持ち物】 汚れてもよい服装、滑り止め付き軍手、
タオル(ヘルメット、作業用具は事務局で用意します)
【申込】 かながわトラストみどり財団事務局

かながわのナショナル・トラスト運動にご賛同
いただき、リーフレットの配布など、トラスト
会員募集への協力をいただいています。

10時00分～11時30分
2月20日(金) ちびっこあつまれ・冬のあそび

【対象】 3歳～6歳の幼児と保護者10組

9時30分～11時30分
2月28日(土) 冬の昆虫観察

【対象】 小学生以上30名

9時30分～12時
3月14日(土) モグラの観察会

【対象】 小学生以上30名

9時30分～11時30分
3月28日(土) 春の野鳥観察

【対象】 小学生以上30名

葛葉緑地 イベント
くず　は

トラスト緑地

久田緑地で竹林伐採
ボランティア活動

【問合せ】 
〒257-0031
秦野市曽屋1137 くずはの家
・    0463-84-7874

小網代の森小網代の森

トラスト
葛葉緑地
トラスト
葛葉緑地

トラスト
久田緑地
トラスト
久田緑地
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事務局だより

　大山さんは製材一筋40年。 これからも後継者であるご長男とともに
製材技術の向上に努めていく、と謙虚に受け止められていました。

イベントや機関誌ミドリの感想文の一部を紹介します
お便り紹介

　
10/28(火)  弘法山の南面に咲き乱れる秋の植物と昆虫と観察
　秋のよい天気の下、楽しく参加させていただきました。今回は初めての出会いの
ハナワラビ、センボリヤリ。そしてオケラとコウヤボウキの区別が曖昧だったの
が、はっきりわかり大収穫でした。（中井町在住の方）／楽しんでいただいて良かった
です。また、植物や野鳥など観察会を企画しますので是非お待ちしております。（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。 
　応募いただいた方から優待施設の特別招待券をプレゼントします。詳しくは14ページの会員掲示板をご覧ください。

ご家族の皆さんと記念撮影

丸太を正八角形に製材にする▶

ようこそ森へ 森の名手・名人　 「小田原の製材工・大山謙司」

募集中!!

現在の会員数 （平成26年
  9月30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

9,847人
3,252人
6,380人
215人
323人
6人

10,176人

（970人）
（415人）
（539人）
（16人）

（970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

　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。

　2014年10月25日（土）に「日本
触媒・湯河原万葉の森」で㈱日本
触媒社員等による森林づくり活
動が行われました。現地は湯河原
の町有林で白銀林道付近の２１．
５ha程の人工林ですが、昨年よ
り㈱日本触媒と財団、かながわ森
林インストラクターの会による
連携のもと森林の手入れ作業が始まりました。　
　当日は総勢60名でクヌギ、コナラの植樹や間伐作業体験、木を使ったベンチ製作を
班ごとに行いました。
　㈱日本触媒は、緑の募金運動を７年以上取り組んでおり、中国の内モンゴル自治区
での植林活動、兵庫県宍粟(しそう)市での森林整備活動に次いで、３番目の森林活動
を神奈川県内で行うこととなりました。
財団も連携を保ちながら緑の募金及び「日本触媒・湯河原万葉の森」の森林づくり活
動を行っていきます。

日本触媒×緑の募金運動
企業の社会貢献活動

　（公社）国土緑化推進機構では自然を守り育て、その恵みを暮らしに
活かすための優れた知恵や技を受け継ぐ人を「森の名手・名人」として
選定しています。 今年度は神奈川から小田原で製材業を営む大山謙
司さんが選ばれました。 製材業とは、原木の丸太から、建築用材の角
材や板にする生業です。
　2014年10月23日（木）に小田原市いこいの森にて認定式が行われ、
小田原市長より紹介を受け、当財団専務理事より認定状を授与されま
した。
　また認定式後、6ｍほどの県産ヒノキの丸太を正八角形に製材する
技術を実演。 この製材は11月8日（土）・9日（日）の小田原で行われた
「第30回全国削ろう会」のメインステージで展示され、槍鉋を使用し
丸柱にしていくデモンストレーションに使用されました。

なりわい

やりかんな
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会員掲示版

箱根ジオミュージアム
　箱根火山の魅力について、臨場感
あふれる大迫力映像のGEO－Vision
（ジオビジョン）やたくさんのコラム
展示などでわかりやすく学んだあと
は、屋外フィールドの大涌谷で火山
の息吹を体験しよう!

※大涌谷くろたまご館の１階です。入口は、
箱根ロープウェイ「大涌谷駅」側にありま
す。駐車場とは反対側ですので、車でお越
しの際にはご注意ください。
※カーナビは、目的地を「箱根ロープウェイ
大涌谷駅」に設定してください。所在地（仙
石原1251）を設定すると、離れた位置が指
定されてしまいます。

【開館時間】 9：00～16：30（年中無休）
足柄下郡箱根町仙石原1251
0460-83-8140（ハイ!ジオ）

ポーラ美術館
シャガール、マティス、ミロ、
ダリの挿絵本『紙片の宇宙』　
めくるめく、「絵画」と「書物」の出逢い
【期間】 2015年 3月29日(日)まで

５組10名様にプレゼントします。応募は施設
名/「ミドリ」の感想/〒/住所/連絡先/氏名/を
明記し、mail、FAX,ハガキにて。発表は発送を
もって代えさせていただきます。（締切1/20）

【開館時間】 9:00-17:00(入館16:30まで)
※2015年1月21日（水）は、展示替えのため
　常設展示室のみ開館
箱根町仙石原小塚山1285 0460-84-2111

観 覧 料
一般料金 会員証提示

大人（高校生以上）
小・中学生

300円
200円

⇒
⇒
250円
150円

新たな優待施設が
加わりました!

　神奈川スケートリンクが施設
再整備のため、しばらくの間利用
ができなくなります。
　平成27年度冬に神奈川スケー
トリンクは生まれ変わります。新
施設の利用については、施設完成
後にまたお知らせします。

ｗｗｗ．kanagawaskaterink.com

会員優待施設
営業休止のお知らせ

アンリ・マティス≪イカロス≫
『ジャズ』 1947年刊

シーボニア
クラブハウスレストラン
　小網代の森そばにあるハーバー施
設シーボニアマリーナ内のレストラ
ン。 相模湾の獲れたて魚介類と、循
環型有機農法でつくられた瑞瑞しい
三浦野菜から、フレンチベースの料
理を創作しています。 開放的なこの
場所で、カジュアルなランチや、茜色
に染まる空を見ながらのディナーが
楽しめます。

　小網代の森「引橋入口」側手前に一
軒家のカフェ＆レストランができま
した。
　地元三浦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ま
す。 おすすめは「煮魚定食（1,500円）」
やお手製「ハンバーグ定食(1,300
円)」。
　カフェだけのご利用もお気軽にど
うぞ！

【定休日】 年中無休

【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.）

三浦市三崎町小網代1286
046-882-1216

【営業時間】 ランチ　 11：00～15：00
　　　　　 ディナー  17：00～21：00

Lunchメニューを注文すると
ブレンドコーヒーを１杯サービス!

【アクセス】 京急三崎口駅からバスで
　　　　　「引橋」バス停下車徒歩３分
三浦市三崎町小網代2252-1

（予約もこちらから）

レストランご利用飲食代を10％引き

会員証のご提示で

会員証のご提示で

生命の星・地球博物館
企画展『恐竜の玉手箱』
【期間】 2015年3月1日(日)まで
　恐竜の「あたま」、「どうたい」、「しっ
ぽ」、「あし」、「歯」などの “部分”が持つ
機能に個別にスポットを当てながら、
“部分”と復元された全身の姿を行き来
して、一度に両方を楽しむ展示です。

　ポーラ美術館コレクションの中から
挿絵本の黄金期にきらめく代表作をひ
もとき、初公開の挿絵と、関連する絵画
作品をご紹介。

５組10名様にプレゼントします。有料常設展の
招待券です（企画展は無料）。応募は施設名/「ミ
ドリ」の感想/〒/住所/連絡先/氏名/を明記し、
mail、FAX、ハガキにて。発表は発送をもって代
えさせていただきます。（締切1/20）

【開館時間】9:00-16:30(入館16:00まで)休館日有
小田原市入生田499 0465-21-1515

特別招待券をプレゼント！

優待施設からのお知らせ 優待施設からのお知らせ

特別招待券をプレゼント！

www.riviera-scr.jp

Cafe ＆ restaurant
小網代の森 「ひげ爺の栖」

すみか

・    046-845-6260
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　トラスト緑地のひとつである「小
網代の森緑地」は、施設整備が完
了し、平成26年７月20日より一般
利用ができるようになりました。

　かながわのナショナル・トラスト
運動は、県民、企業・団体、行政、そ
して財団が連携して取り組む緑を
守り育てる運動です。みなさまのひ
とり一人のご参加により、この輪を
より大きいものにしていき、かなが
わの残された貴重な緑を保全し、
後世に引き継いでいきましょう。

緑地保全のため、トラスト緑地支援寄付をお願いします

横浜Ｆ・マリノス、湘南ベルマーレ、川崎フロンターレ、イオンリテール株式会社南関東カンパニー

　平成26年10月17日（金）神奈川県庁にて神奈川県種苗協同組合より30万円のご寄付をいただき、
当財団から感謝状を贈呈しました。種苗協同組合は今年度50周年を記念して、かながわトラストみ
どり財団へその一部を寄付金としていただきました。

　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。

「かながわトラスト
みどり基金」実績

「かながわトラストみどり基金」への募金・寄附累計額 12億9,982万8,170円 （2014年9月30日現在）

「かながわトラストみどり基金」への寄附　2014年 8月～9月　（敬称略）

風工房、小網代の森と干潟を守る会、サンクトガーレン（有）、有沢三咲子、大西博子、大山たか子、沖山ユリ子、木川佳与子、紺野恵美子、清水健二、髙橋敏
雄、三宅康弘、森 玄一郎

「かながわトラストみどり財団」への寄附　2014年 8月～9月　（敬称略）

神奈川県種苗協同組合からの寄付金に感謝状贈呈

小網代の森小網代の森
一般利用の開始

について
一般利用の開始

について

【最 寄 駅】 京急電鉄　三崎口駅
   　　　　 徒歩30分（引橋入口まで）
【利用時間】 ８：３０～１７：３０
   　　　　 （４月から９月は１９：００まで）

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。

同封の振込用紙の取扱について

写真提供：村田 和聡
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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。

写真：小林さん（横浜市在住）「財団主催の小網代の森 写真講座での一枚」
撮影月日：2014年11月16日　撮影場所：小網代の森

公式WEBサイト随時更新中！
　財団公式WEBサイトでは、自然観察会や森林づく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。

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。

みどりのトラスト会員募集
　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。
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