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自然へ一歩 絵と文：浅野 文彦
雑誌や書籍の装画、通信教育インストラクター

あさ  の 　  ふ み ひこ

　ゴールデンウィークに思いを巡らせつつジョギ
ングしていたら、コースに組み込んでいる浅間山
（東京都府中市）でこの花が咲き始めました。
　ムサシノキスゲは『ニッコウキスゲの低所の乾地
におりた型』と敷地内にある東京都のサインボード
に記されています。 『東京都レッドデータブック』の絶
滅危惧Ι類（CR+EN）に指定されています。 開花の
時期は毎年、大体ゴールデンウィーク辺りから。 
　ニッコウキスゲに比べると、随分と早咲きです
ね。 この他にも、花が朝に咲き一夜通して翌朝迄の
丸一日咲いているなどの違いがあるそうです。

　ほかに咲いているキンランやササバギンランも
一緒に見られるため、普段は静かなこの山も、この時
期はたくさんの人々で賑わいます。
　コナラやクヌギ等の鮮やかな新緑とその濃い影
の中に、この花の明るい黄色のコントラストがとて
も映えます。 つい先日まで寒々しくくすんでいた
冬を忘れ、夏への勢いを感じる花です。

「ムサシノキスゲ」
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英国ザ・ナショナル・トラストのいま。英国ザ・ナショナル・トラストのいま。
～大きなNGO、会員400万人のチカラ～

小野  まり

　『ザ・ナショナル・トラスト（正式名称The National 
Trust）』は、英国にて1895年に3人の市民運動家に
よって誕生した環境保護団体であり、英国国内の数多
くの自然景観や歴史的建造物を保全しています。 現
在トラストの会員は400万人を超え、ボランティア参
加も年々増加傾向で、本年の創立120年目を迎えてな
お、発展を続けています。
　前号に引き続き、小野琢正さん、小野まりさんのお
話をお届けします。

― 英国ザ・ナショナル・トラストの特徴の一つである、
ボランティア参加について教えてください。 ―
小野 まり
　通常のボランティアは、トラストが保有するプロパ
ティ（Property・資産）ごとに活動しています。 報告書
では年間６万人を超え、400万時間もの活動を行ってい
るそうです。 世代としては、仕事をリタイアした年配の
方が大半ですが、最近では就職難からか、若いボラン
ティアの方もいます。 多くはお城や別荘などの部屋の
ガイドをしています。

お　 の  たく まさ お　 の  

　ボランティアの活動時間はだいたい1時間～2時間。 
寒い時期などは１時間ごとに交代で、休憩を2、30分と
ります。 どこのプロパティにも専用のボランティア
ルームがあって、暖かい紅茶などを飲むのです。
　重要なのはアフターヌーンティーの文化として、お
茶とお菓子が必須なこと。 みんなで楽しく仕事して、終
えてのんびりお茶をしながら井戸端会議。 これが地元
ボランティアさんの醍醐味になっています（笑）。 また、
ボランティアだけに配られる会報もあって、自分たち
のプロパティ・オリジナルのスコーンレシピなどを紹
介しあったりしています。

― ワーキングホリデーも活発だと聞きますが ―
小野 まり
　ワーキングホリデーは１週間から10日間ほどのプロ
グラムで、「ワーキングホリデー」という冊子がありま
す。プロパティごとに、日時や内容、難易度などが詳しく
書かれており、普段仕事をしていて忙しいビジネスマン
が、休暇のリフレッシュを目的に、冊子を見て、応募する
わけです。

Wimpole Hall

トラストリポート

後 編

 ケンブリッジ近郊にあるウィンポール・ホール。 ガー
デンもさることながら、1700年代の荘厳な建物は中
のインテリアも完璧な状態で保存されている。各部屋
でガイドを務めるのはもちろんボランティアたちだ。

（インタビュー） NPO法人ザ・ナショナル・トラストサポートセンター小野  琢正画  家
お 　  の     た く  ま さ お 　  の



トラストリポート
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小野 琢正
　ヨーロッパの人は、ボランティアすることが好きです
ね。 自然の中、みんなで同じ釡の飯を食べ１週間の住み
込み仕事。 しかも、その参加のために２～３万円払うわ
けです。 もちろん、仕事だけでは長く続きません。 午前
は活動し、昼からはゲームをしたり、パブにいったり、公
開していないボランティアだけ特別に入れる場所に行
けたりします。
　また、プログラムはチーム制でリーダーが入ります。 
そこでは自分たちで作業分担を話し合って決めます。 ス
タッフが指示するのではなく、彼らにまかせてありま
す。 決められた仕事だけでは面白くないですから、自分
たちで戦略を作り、実際に作業を負うのです。
　ワーキングホリデーにしろ、ボランティアにしろ、
しっかりとした拠点があって、みんなが集える。 自分た
ちのポジションを与えられるところが重要ですね。

― ナショナル・トラスト活動が盛況ですね ―
小野 まり
　ですが、英国でも2008年あたりのリーマン・ショック
によって、経済がガタガタになったとき、団体の組織
でも大きな改編がありました。 それまで１人のマネー
ジャーに１つのプロパティだったのを、１マネージャー
３プロパティ（地域マネージャー）にしたりしています。
　その昔はインターナショナル部門もあり、日本へのガ
イダンスもあって観光客に手厚いサービスがありまし
たが、今はネット情報だけです。
　イメージ戦略も若い事務局メンバーにより刷新さ
れ、WEBサイトでも景観重視の写真が中心だったこれ
までのイメージが、子供やボランティアしている大人
などを中心に置くなど、アピールする視点が変化して
います。
　なにより、大きいイメージ転換として、オリジナル商
品から、「The “ザ ”」がなくなりました。 「ザ・ナショナ
ル・トラスト」の、ここが本家本元ですよという「ザ」が、
保守的であり、古臭いということから、取ったわけで
す。 さらにロゴの色も深緑から明るい黄緑に変わりま
した。
　それに憤慨して、ボランティアをやめる人も続出し
ました。ボランティアに配られる名札があるのですが、
その新しい色が気にいらなくて、新しいロゴカラーの
名札をもらったお爺ちゃんが怒って、池に投げ捨てて
いるのを見ました。 こんなの付けていられるかって！
（笑）

― プロパティ自体のメンテナンスや保全などに影響は
ないのでしょうか ―
小野 琢正
　ボランティアスタッフはこれまでどおり活動してい
るので、運営側が変わろうとそのまま続けています。 方

法やスキルはボランティアが受け継いでいるわけで
す。
　いわゆるお茶会場所は変わらない。 元々ボランティ
アは地元の方なので、おらが村のシンボルを守る、とい
う誇りがあってボランティアが代々保全してきまし
た。 上の方針が変わったところであまり影響は受けな
いのです。
小野 まり
　ただし、経費削減の波がボランティアルームにもやっ
てきて、いつもなら机にあるはずの５皿のケーキが、突
然３皿になった。 お茶会文化ですから、みんな怒って大
変でしたよ。 どう切れば、みんなに分けられるのよっ
て！

― 最後に、ボランティア活動について ―
小野 まり
　英国におけるボランティア活動はトラスト以外にも数
多くあります。 赤十字などの非営利組織のショップも各
街にあり、ボランティアによって運営されています。 組織
のトップ数人だけが有給で、ほとんどボランティアで成
り立っています。

　日本に比べると医療が無料で受けられるなど、社会福
祉がしっかりしているので、高齢者が元気に安心してボ
ランティア活動に専念できるのかもしれません。

　ストラトフォード・アポン・エイヴォンにある
チャルコート・パーク。

　シェークスピアが活躍した中世時代を再現。 
コスチュームに身を包んでダンスを披露してい
るのはもちろん、地元のボランティアの人たち。

▲▶
ワーキングホリデーの
一コマ。 さまざまな保
全活動があるが、適し
た年齢や重労働の割合
など、パンフレットで
は分かりやすく紹介さ
れている。

Charlecote Park

　ボランティアという地域社会の支えによって自然環
境保全と観光が両立して、ナショナル・トラストが発展
しています。
小野 琢正
　プロパティを100か所以上巡りましたが、どの地元
もボランティアによって地域社会が栄えています。 
ローカルバスの運転手や村の案内人などみんな活躍し
ています。もちろん仕事は程々に、アフターヌーン
ティーを楽しみながらです。
　トラストのプロパティでも、ガイドにしろ、保全活動
にしろ、ボランティアなしには成立しません。 トラス
ト本部がしっかり資金を集め、充実した企画を作り、ボ
ランティアはその中で変わらない体制で活動を続け
る。 それが、自然景観と歴史的建造物を保全するナ
ショナル・トラストの仕組みなのです。



5かながわトラストみどり財団 2015 夏 「ミドリ」no.97

Ono Takumasa

Ono Mari

小野 琢正
　ヨーロッパの人は、ボランティアすることが好きです
ね。 自然の中、みんなで同じ釡の飯を食べ１週間の住み
込み仕事。 しかも、その参加のために２～３万円払うわ
けです。 もちろん、仕事だけでは長く続きません。 午前
は活動し、昼からはゲームをしたり、パブにいったり、公
開していないボランティアだけ特別に入れる場所に行
けたりします。
　また、プログラムはチーム制でリーダーが入ります。 
そこでは自分たちで作業分担を話し合って決めます。 ス
タッフが指示するのではなく、彼らにまかせてありま
す。 決められた仕事だけでは面白くないですから、自分
たちで戦略を作り、実際に作業を負うのです。
　ワーキングホリデーにしろ、ボランティアにしろ、
しっかりとした拠点があって、みんなが集える。 自分た
ちのポジションを与えられるところが重要ですね。

― ナショナル・トラスト活動が盛況ですね ―
小野 まり
　ですが、英国でも2008年あたりのリーマン・ショック
によって、経済がガタガタになったとき、団体の組織
でも大きな改編がありました。 それまで１人のマネー
ジャーに１つのプロパティだったのを、１マネージャー
３プロパティ（地域マネージャー）にしたりしています。
　その昔はインターナショナル部門もあり、日本へのガ
イダンスもあって観光客に手厚いサービスがありまし
たが、今はネット情報だけです。
　イメージ戦略も若い事務局メンバーにより刷新さ
れ、WEBサイトでも景観重視の写真が中心だったこれ
までのイメージが、子供やボランティアしている大人
などを中心に置くなど、アピールする視点が変化して
います。
　なにより、大きいイメージ転換として、オリジナル商
品から、「The “ザ ”」がなくなりました。 「ザ・ナショナ
ル・トラスト」の、ここが本家本元ですよという「ザ」が、
保守的であり、古臭いということから、取ったわけで
す。 さらにロゴの色も深緑から明るい黄緑に変わりま
した。
　それに憤慨して、ボランティアをやめる人も続出し
ました。ボランティアに配られる名札があるのですが、
その新しい色が気にいらなくて、新しいロゴカラーの
名札をもらったお爺ちゃんが怒って、池に投げ捨てて
いるのを見ました。 こんなの付けていられるかって！
（笑）

― プロパティ自体のメンテナンスや保全などに影響は
ないのでしょうか ―
小野 琢正
　ボランティアスタッフはこれまでどおり活動してい
るので、運営側が変わろうとそのまま続けています。 方

法やスキルはボランティアが受け継いでいるわけで
す。
　いわゆるお茶会場所は変わらない。 元々ボランティ
アは地元の方なので、おらが村のシンボルを守る、とい
う誇りがあってボランティアが代々保全してきまし
た。 上の方針が変わったところであまり影響は受けな
いのです。
小野 まり
　ただし、経費削減の波がボランティアルームにもやっ
てきて、いつもなら机にあるはずの５皿のケーキが、突
然３皿になった。 お茶会文化ですから、みんな怒って大
変でしたよ。 どう切れば、みんなに分けられるのよっ
て！

― 最後に、ボランティア活動について ―
小野 まり
　英国におけるボランティア活動はトラスト以外にも数
多くあります。 赤十字などの非営利組織のショップも各
街にあり、ボランティアによって運営されています。 組織
のトップ数人だけが有給で、ほとんどボランティアで成
り立っています。

　日本に比べると医療が無料で受けられるなど、社会福
祉がしっかりしているので、高齢者が元気に安心してボ
ランティア活動に専念できるのかもしれません。

トラストリポート

独自の「水性」シルクスクリーン版画を生み出し、国内外の美しい自然を描き続ける。1999年
日本ナショナル・トラスト協会のオフィシャル・アーティストとして英国に渡り、トラスト保
全地を描く。
　2001年からトラスト保全地で、日本人として初めて３か月に及ぶ巡回展「HENRO」展を開
催。 その後も英国ナショナル・トラストにて毎年開催され、今年で15年目を迎える。
オフィシャルページ　http://www.takumasaono.co.uk

小野 琢正

NPO法人ザ・ナショナル・トラストサポートセンター代表及び同英国事務局長。 著書に「図説・
英国ナショナル・トラスト紀行」「図説・英国湖水地方」「図説・英国コッツウォルズ」「図説・英国
インテリアの歴史」（河出書房新社）などがある。
ザ・ナショナル・トラストサポートセンター　http://ntscj.org

小野 まり

プロフィール

▲イングランド南東部にあるウィンストン・チャーチルの
邸宅、チャートウェル。 手前のご夫人はガーデンガイド
のボランティア。

Chartwell

１作品を１名様、書籍を２名様にそれぞれプレゼントします。
【応募】「97号30周年記念プレゼント」と記載／「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。

▲ 1：ナショナル・トラ
ストの聖地としても
名高い、英国湖水地
方にある「ブリッジ・
ハウス」。

　川の上に建つ石造り
の建物はこの地方の
名所のひとつとして
も有名。

▲ 2：河出書房新社・刊　ふくろうの本シリーズ
　「図説 英国ナショナル・トラスト紀行」小野 まり 著
英国ナショナル・トラストが所有するプロパティの中か
ら、カントリー・ハウス、ヴァージニア・ウルフの家、「ハ
リー・ポッター」「高慢と偏見」の舞台等、６１か所を紹介。
英国市民が守ってきた文化遺産の決定版ガイド。

▲ 3：河出書房新社・刊　ふくろうの本シリーズ
　「図説 英国湖水地方　ナショナル・トラストの聖地
を訪ねる」小野 まり 著
英国ナショナル・トラストの聖地と称され、多くの日本人
の憧れの地でもある、英国湖水地方の決定版ガイド!　
ピーターラビットの舞台、ビアトリクス・ポターが守った
トラストの聖地。英国で最も美しい景観を残す大地を、あ
ますことなく紹介。

小野琢正さん作品と小野まりさん書籍をプレゼント!

プレゼント 1

プレゼント 2 プレゼント 3

小野 琢正さんの作品

　ボランティアという地域社会の支えによって自然環
境保全と観光が両立して、ナショナル・トラストが発展
しています。
小野 琢正
　プロパティを100か所以上巡りましたが、どの地元
もボランティアによって地域社会が栄えています。 
ローカルバスの運転手や村の案内人などみんな活躍し
ています。もちろん仕事は程々に、アフターヌーン
ティーを楽しみながらです。
　トラストのプロパティでも、ガイドにしろ、保全活動
にしろ、ボランティアなしには成立しません。 トラス
ト本部がしっかり資金を集め、充実した企画を作り、ボ
ランティアはその中で変わらない体制で活動を続け
る。 それが、自然景観と歴史的建造物を保全するナ
ショナル・トラストの仕組みなのです。

【応募締切】 7/31

かながわトラストみどり財団創立30周年記念
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　（公財）かながわトラストみどり財団は、2015年 6月1日に
創立30周年を迎えることができました。 これもひとえに会員の
皆さまのご支援・ご協力の賜物と心より感謝しております。

　当財団は、1985年（昭和60年）に「みどりのまち・かながわ県民
会議」として発足以来、神奈川のみどりの保全と創造に関する
さまざまな取り組みを、県民の皆さまと協働して展開してまいりました。
　1987年（昭和62年）には“かながわのナショナル・トラスト運動”第一号となる葛葉
緑地（秦野市）の保全に着手し、都市近郊における開発圧力のかかる残された緑地を守
る取り組みを行政と財団が両輪となって推進するという、全国にさきがけたもので、
トラスト緑地の保全を拡大してまいりました。 そして、2014年（平成26年）には運動
が実を結び小網代の森緑地（三浦市）の用地取得、整備を完了し、学習・観察の場として
オープンを迎えたことは、大きな成果といえます。
　また、2009年（平成22年）からは新たに県民参加の森林づくり事業を展開し、丹沢や
箱根などの中山間地域の森林の整備を行うため、これまで累計1万3千人ものボラン
ティアの方々にご参加いただきました。
　都市部の小規模な緑地から山林、里山にいたる多種多様な自然条件や生態系を持つ
環境を保全する活動を推進してまいりましたが、これも、数多くのトラスト会員や寄
付者のご支援と、ボランティアの皆さまのご協力によって事業を拡大し、30年間歩み
続けることができたと考えております。　
　
　当財団の目的は、みどり豊かなかながわの創造に寄与することと定款にあります。
財団の取り組みもまだまだ道半ばであり、持続的な活動を今後何十年と重ねて初め
て、生物多様性や美しい景観、人々に愛される緑地や森林といった成果が生まれ、世代
間を超えた評価をいただけるものと考えております。
　これからも、自然環境の保全に努め、新たな価値を創造し、今を生きている私たちが
自信を持って、今ある自然環境を次の世代へ引き継いでいけるよう、邁進してまいり
ます。
　今後とも相変わらぬご指導・ご支援を、よろしくお願いたします。

財団創立30周年を迎えて

かながわトラストニュース

川本  守彦理事長

5月24日(日)多くの参加者とともに
相模原緑区鳥屋において

創立30周年記念植樹を行いました。
詳細は10ページの「かながわトラストニュース」へ

30周年記念植樹会場にて▲
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　私は博物館で地域に生育、生息する生きものたちの
リストづくりに携わっています。 こうしたリストづく
りのための調査を「インベントリー調査」と呼びます。
インベントリー（Inventory）とは、財産目録、あるいは
商業用語で棚卸しを意味します。
　さて、そのインベントリー調査で扱うものの多くは
いわゆる「普通種」です。 どうしても絶滅危惧種に注目
が集まりがちですが、普通種をないがしろにしていて
は、精度の高いインベントリーとはいえません。 
　そうは言っても、今そこにある自然環境の危機を訴
えるためには、絶滅危惧種の現況を把握して世の中へ
訴えることも重要です。

　たとえば私が勤務する相模原市内には、カザグルマ
（キンポウゲ科　写真1）という絶滅危惧種の自生地が
あります。 かつて河岸段丘の段丘崖下部の湧水周辺
で、林縁のマント群落を構成していた種です。 しかし、
そうした場所がヤブ化、乾燥化したり、あるいはマン
ト群落自体が刈り払われるなどしたりして分布を狭
めていったと推測されます。 県内で自生地が残ってい
るのは、横浜市の1か所と相模原市内の数か所だけで
す。 園芸植物クレマチスの原種のひとつであり、野生
の花であることを忘れてしまいそうなくらい大きな

花を咲かせます。 誰が見てもわかりやすい、「いかに
も」絶滅危惧種という風情です。
　もう１種、オキナグサ（キンポウゲ科　写真2）もわ
かりやすい絶滅危惧種といえます。 県内では丹沢など
高標高地のごく一部のほか、相模原市内の数か所にの
み自生地が残っています。 「ビンタボ」などの地方名が
残っていることから、古くからなじみ深い植物だった
はずですが、今や絶滅危惧IA類（神奈川県）。 山野草と
しての人気もスター級というステータスも相まって、
誰もが納得（?）の絶滅危惧種です。
　こうした絶滅危惧種は、盗掘などの危険から情報管
理に気を遣いますが、一方で危機的状況が理解されや
すい利点もあります。 うまくいけば、自生地の地元の
方に地域の宝として認めていただくことによって、地
域ぐるみで保全活動に取り組まれる事例も多々あり
ます。

フィールドノート

写真1：カザグルマ

写真2：オキナグサ

わかりやすい絶滅危惧種と、
そうでないものたち…

わかりやすい絶滅危惧種と、
そうでないものたち…

秋山  幸也相模原市立博物館学芸員

インベントリー調査

わかりやすい絶滅危惧種？



フィールドノート
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　博物館ではこうした絶滅危惧種ばかりを扱ってい
るわけではありません。 さまざまな理由から絶滅危惧
種としてリストアップされているものの、絶滅危惧種
「らしくない」種類もあります。
　相模原市内のある谷戸地に生育するコマツカサス
スキ（カヤツリグサ科　写真3）は、玄人好みのカヤツ
リグサの一種です。 しかし、よほどの植物好きでなけ
れば、ただの大柄な雑草にしか見えません。 実際には
県内の安定した自生地はおそらくこの谷戸地のみと
いう、極めて状況の厳しい絶滅危惧種です。 現在は耕
作放棄地となっている谷戸を地元の方が草刈りをし
てどうにか保たれていますが、管理の手が離れれば数
年で絶えてしまうかもしれません。
　ちなみに、同じ谷戸にはミズニラ（ミズニラ科　写
真4）というシダ植物もあります。 これも県内ではコ
マツカサススキよりは広く分布しているものの、絶滅
危惧種です。 ミズニラに至ってはシダ植物ですか
ら、花すら咲きません。 人間から見るとなんら目立
つ要素もなく、これが絶滅危惧種だといわれても、戸
惑いすら感じる人もいるでしょう。
　さらに、県内ではほぼ、相模原市内にしか自生しな
いと思われる絶滅危惧種にオオガンクビソウ（キク
科　写真5）があります。 北部山麓のごく限られた場
所に分布していますが、局地的で株数も多くありま
せん。 近い種類のキバナガンクビソウなどの普通種
と比べると、異様なほど大きな頭花をつけ、これも玄
人好みの花です。 しかし、植物に関心がなければ花
が咲いたのかどうかもわからず、だらしなく大きく
育った雑草くらいにしか見えないでしょう。

写真3：コマツカサススキ

写真4：ミズニラ

写真5：オオガンクビソウ

これが絶滅危惧種？

知名度抜群なのに、わかりにくい

　こうした植物はいずれも、盗掘など直接的な減少
要因よりも、もともと県内の分布域が狭いところに、
環境の変化が追い打ちをかけて少なくなったものが
多いようです。 人が直接手をかけたということでも
ないので、絶滅危惧状態に追い込んだ自覚も薄く、訴
える力が今ひとつありません。 それでも博物館で
は、こうした植物こそ人知れず絶滅していってしま
わないよう、さまざまな場で紹介するようにしてい
ます。

　これまで紹介してきた絶滅危惧種とは別の理由で
なかなか理解されないものもあります。 相模原市内
の渓谷の一部に自生するサツキ（ツツジ科　写真6）
は、本種の自生分布の東限と考えられます。 分布上
極めて重要な自生地であり、県内のほかの地域では
すでに、ダム湖に水没してしまったりして自生地は
消滅しています。
　ところが、サツキという花樹の知名度は抜群です
し、実際、町中のあらゆる街路樹の植え込みや、人家
の庭に植えられています。 日本の風物詩に欠かせな
いくらい愛されている花ではあるのですが、いざ絶
滅危惧種、分布東限といわれてもピンとこないよう
です。 保全生物学的な意識や知識が無いと、こんな
にあちこちにある木をいまさらなぜ? という感覚に
なるようです。
　じつは、サツキが渓谷の植物であることと、街路の
植え込みに適した樹種であることは深いつながりが
あります。 ほかの植物があまり生えない岩場にへば
りついて、背も高くならずにうねるように幹をほん
の少しずつ伸ばす性質が、都会の街路や庭といった
厳しい条件でも生き延びる理由なのです。
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フィールドノート

写真6：サツキツツジ

　次に、野鳥について見てみましょう。 春先、上空から
複雑なさえずりを聴かせてくれるヒバリ（ヒバリ科　
写真7）。 ちょっと開けた環境なら、畑作地や河原、埋
め立て地などさまざまな場所に生息しています。 とこ
ろが全県的に見ると、ゆるやかに減少しています（日
本野鳥の会神奈川支部, 2013）。
　ヒバリが減っているなんて、ちょっと信じられない
と思われることが多いのですが、これは、「いるところ
にはまだたくさんいる」状態の減少の程度だからで
す。 生きものの減少のスピードは、ある閾値を超える
と急激に速まります。 それまでなんとなく、じわじわ
減っていたのが、突然すとんと落ちるようにいなく
なってしまうのです。
　ヒバリはまだ、個人が実感できるほどの減少ではあ
りませんが、気づいた頃にはかなり危険な状況に追い
込まれていると考えた方が良さそうです。 神奈川県で
はこの20年ほどの間に、東部の都市部で見られなく
なった地域があります。 今後の分布動向を注視する必
要がありそうです。
　そして、ツバメ（ツバメ科　写真8）は今、全国的に減
少が危惧されています。 ツバメはもともと人間の生活
と密接に結びついた繁殖方法をとるため、比較的わか
りやすい減少のしかたといえます。 ただし、それを実
感しているのは都市部です。 耕作地が広がる郊外や中
山間地の人家周辺では、いまだ軒先ごとにツバメの巣
が見られ、道路沿い、川沿いにいつもツバメの声が聞
こえています。 新しい住宅の広がる都市部と、郊外の
落差は、広域的な分布傾向にどのように影響していく
のかが気になります。

　地域の生態系の一員として生きものを見れば、言う
までもなく種自体に保全すべき優占度の高低が備
わっているわけではありません。 保全の優占度は分布
の狭さや、残っている個体数（株数）などさまざまな要
素によって判断されるべきものです。 でも、それをシ
ンボルとして「特出し」することによって世の中の耳
目を集めたり、人心をつかみやすかったりという戦略
的な要素も無視できません。
　コマツカサススキやミズニラよりも、カザグルマの
保全を訴える方が注目を集めやすく、多くの人の協力
を得やすいことは偽らざる事実です。 しかし、そう
いった戦略を決して否定はしませんが、博物館に勤め
る者として別の側面を提示することが不可欠である
と考えています。 コマツカサススキやサツキが自然に
そこにあることの意味や、地域の特性という地元の
人々には自覚しにくい尺度、ヒバリやツバメが当たり
前に飛んでいることの意味について「地域」という観
点から見直す機会をつくっていくことを、地域博物館
の重要な役割として掲げていきたいと考えています。

写真7：ヒバリ

写真8：ツバメ

ヒバリの歌声、ツバメの巣

保全の優先順位と地域博物館の役割

いき  ち

撮影：黒河 監

秋山  幸也
Akiyama Koya

相模原市立博物館学芸員
植物や鳥を中心として県内
の生物相を把握するための
調査に奔走。 近著に「生きも
のつかまえたらどうする？」
（偕成社）、「はじめようバー
ドウォッチング」（文一総合
出版）など。

プロフィール

引用文献
日本野鳥の会神奈川支部,2013年．神奈川の鳥2006-10　
神奈川県鳥類目録Ⅵ
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「juice=juice」の皆さん 財団ブース

かながわトラストニュース

創立30周年記念植樹を行いました 平成27年 5月24日(日)

　毎年３月末に行われる里山里海をPRするイベントに今年もブース出
展しました。 このイベントでは「モーニング娘。‘15」などのアイドルが
舞台から下りて、各ブースで地元の特産品や活動をPRするなど会場を盛
り上げます。 来場者もファンの方が多く、アイドルがいるブースは人だか
りになっていました。
　財団ブースではパネル展やどんぐり工作のほか、小網代の森の保全の
ための募金活動を行いました。 そこではハロー!プロジェクト所属
「juice=juice」のメンバーに呼び掛けなどの協力をいただき、多くの募金
が集まりました。

「遊ぶ。暮らす。育てる。SATOYAMA& SATOUMIへ行こう2015」の
出展＠パシフィコ横浜 平成27年 3月28日(土)・29日(日)

◀▲ 雨が心配されましたが、
　　 あたたかい日差しのもと
　　 植樹しました。

▲ 1メートル前後の苗木を丁寧に。

　緑の募金に協力している厚木ヤク
ルト販売（株）のご厚意で参加者全員
に「Newヤクルト」が提供されました。

▲会場内はいつも大賑わい。 両日で3万4千
人の来場者や、インターネット動画では閲
覧数5万件を超えるなど大盛況。

　（公財）かながわトラストみどり財団が今年創立30周年を迎え、より
多くの方々にかながわのナショナル・トラスト運動を知っていただく
ため、「財団創立30周年ロゴ」を作成しました。 「アカテガニ」、「ニホン
アマガエル」、「ニホンカモシカ」の３パターンです。 どの生き物も県内
に生息し、象徴的な生き物として取り上げました。 イラストは機関誌
ミドリでも数多く寄稿いただいている向田智也氏にお願いしました。 
今後、財団関連資料やイベントに登場予定です。

財団創立30周年ロゴマーク

　財団創立30周年記念事業として植樹を行いました。 
相模原市緑区鳥屋を会場に132名の応募者と関係者を含
め総勢173名による植樹となりました。 広葉樹林になる
ようイロハモミジやヤマザクラ、ヤマボウシなど計800
本の苗木を植え付けました。 会場では相模原市緑の少年
団や地元の子どもたちが元気に鍬をふるい、身の丈ほど
の苗を上手に植え付けました。

くわ
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古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】 （公財）鎌倉風致保存会
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イベント

かながわトラストみどり財団

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

主催イベント
小網代の森イベント

申込
方法

【コース】足柄駅（小田急線）～久野古墳群～みかん園
～小田原フラワーガーデン（解散） ※解散場所周辺に
は、総世寺やざる菊園など見どころいっぱいです。

30人（先着順）
受付：9/1～

11時～14時

小田原西部丘陵の
散策とミカン狩り28日（土）11月

【コース】 相模大野駅～北里大学病院～横浜水道沈
澱池～相模原公園～女子美大～相模大野駅（解散）

30人（先着順）
受付：11/1～

会員
一般

無料
500円

自然観察会

【講師】 グリーンタフ
【集合】 小田急線
　　　相模大野駅

野鳥観察会24日（日）1月

古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】（公財）鎌倉風致保存会

▶舞岡公園は雑木林と田畑が織りなす素晴らしい里
山景観が維持されています。 講師の神保氏による身
近な不思議を発見する観察会を実施します。

10人（先着順）
受付：8/1～

会員
一般

無料
500円

みどりのがっこう 【共催】 生活協同組合ユーコープ

【講師】 神保 賢一路 氏
【集合】 横浜市営地下鉄
　　　舞岡駅

10時～15時

身近な自然の
不思議体験
「秋の舞岡公園」

１7日（土）10月

20人（先着順）
受付：9/1～

会員
一般

無料
500円

13時～16時

瓜ヶ谷やぐら群・
葛原岡神社を訪ねて7日（土）11月

【コース】 北鎌倉駅1番線側改札（集合）～瓜ヶ谷やぐ
ら群～葛原岡神社（解散）

【講師】 八幡 義信 氏
【集合】 JR 北鎌倉駅　
         改札口（１番線側）

30人（先着順）
受付：7/1～

会員
一般

無料
500円

自然観察会

10時～15時30分

中津川のヒガンバナと
田んぼの昆虫等の観察
【講師】 ナチュラリスト 
         足立 直義 氏
【集合】 小田急線 海老名
 駅改札前（JR相模線側）

19日（土）9月

【コース】 海老名駅～（路線バス）～局前～古民家山十邸
～中津層露頭～中津川（昼食）～八菅橋～田んぼ～八菅
橋～新坂経由～一本松バス停～（路線バス）～本厚木

各回20人（先着順）
受付：9/1～

自然観察会

① 10時～ ② 11時～

大船フラワー
センター
自然観察会

【講師】 坂本 英介 氏　　
【集合】 フラワー
センター大船植物園

▶毎年行われるフラワーフェスティバル内で特別
　観察会を実施します。

かながわの自然と食を味わう会

【講師】 初瀬川 政典 氏
【集合】 小田急線 足柄駅

2016年

【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
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。

会員
一般

無料
500円

＋入園料

会員
一般

無料
500円

＋入園料

◆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

9時45分～15時

森の谷を抜けて大湿原へ三崎口駅に集合!

小網代の森の入口の
『引橋』までバスで移動。

14：30

1 ・2 ・15 ・168/
2015 土 日 土 日

京急線三崎口駅改札前 14:30

アカテガニ放仔観察会
ほ う し か ん さ つ か い

集合 京急線三崎口駅 21:00解散

対象/定員 小学3年生以上（小中学生は保護者同伴）/各日20名
※「ミドリ」会員特別追加申込枠です。

※申込多数の場合は
　抽選となります。

※法人・団体会員は１口10名を会員扱いとします。
※団体10名以上でお申し込みの場合は財団事務局までご連絡ください。

申込期間

参加費 トラスト会員 無料（一般1,000円、中高生500円、小学生 無料）
持ち物など 長靴（膝丈まで海に入って放仔の観察します）・長袖・帽子、タオル・着がえ・

懐中電灯・軽食・飲物・ビニール袋（ゴミや長靴用）、虫除けスプレー など
申込方法

7月21日●まで火

①開催日のいずれか1日と行事名 ②代表者氏名・年齢・住所・電話番号 ③会員の
方は会員番号 ④イベント申込フォームからお申し込みの方はメール ⑤同伴者氏名
と年齢（会員の場合は会員番号も記載）　
①～⑤ご記入のうえ、FAX/メール/はがき/財団ホームページイベント申込フォーム 
にてお申し込みください。 

ガイダンス開始

海岸では一列で放仔観察のあとは…

日没25分後
観察開始!

アカテガニの放仔

フラワー
フェスティバル
開催日

会員特別枠会員特別追加枠
各日20名大募集!!

会員特別追加枠

※雨天中止。 雷注意報発令
　でも中止となります。

※雨天中止



【共通事項】

服装は森林づくりのための

帽子

長袖

ヘルメット

長袖

軍手

長ズボン 長ズボン

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

▶造林木の成長を妨げる木を除去する作業

▶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

▶苗木を植える作業

▶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

植 栽

下 刈 り

間 伐

枝 打 ち

作業時期

夏

作業時期

秋～冬

作業時期

秋～冬

作業時期

春と秋
神奈川県森林インストラクターがていねいに指導します。
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、昼食後にトラスト会員優待施設でも
ある「箱根高原ホテル」に無料入浴できます。

【持ち物】
お弁当（一部を除く）・水筒・タオル・ノート・筆記用具・
ハンカチ・ティッシュペーパー・防水スプレー・雨具など

●
●
　
●

イベント
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80人（先着順）
受付：8/1～9/19

会員
一般 1,000円

500円
8時30分～15時

大雄山最乗寺
「苔むす樹齢500年の
スギ巨木林を訪ねて」

26日（土）9月

【コース】 大雄山駅～てんぐのこみち～道了尊～奥
ノ院～ハイキングコース～道了尊（奥ノ院への３５４
段の階段を登りハイキングコースを歩きます）

【講師】 NPO法人かながわ
　　　 森林インストラクターの会
【集合】 伊豆箱根鉄 道大雄山線
　　　 大雄山駅

森林探訪 【共催】 NPO法人かながわ森林インストラクターの会

【森林探訪申込先】 往復ハガキにイベント名、参加者全員の氏名・住
所・電話番号・年齢を記入し、〒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

申込不要
直接現地へ

どなたも 無料

9時30分～
12時（現地解散）

毎月第3日曜

どなたも 無料 【申込】家族単位で10組を募集します。／①保護者氏
名②参加人数③子どもの名前と年齢④連絡先を明記
してEメール（　sakura.trust@gmail.com）で事務
局 荒川まで

◆また、毎月第１日曜、第３土曜に定期ボランティア作業を行っています。 
15年間放置されていたテニスコート跡地に、森や田んぼを手づくりし、豊
かな生態系を再生しようというプロジェクトです。

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）、写真があれば画像（プリントまたはJPEG
データ）をEメール、FAXで財団事務局までお送りください。 10組（先着順）

受付：7/1～

10時30分～
15時（現地解散）

2日（日）8月

小網代の森ボランティアウォーク

桜ヶ丘緑地・親子むしとり大会

市民団体の活動

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、申込は不要です。
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。 ※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。

【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

【主催】桜ヶ丘・水辺のある
　　　森再生プロジェクト
【集合】保土ヶ谷スポーツセンター脇
　（横浜市保土ケ谷区神戸町129-2）

※雨天中止

夏休みにおすすめ
!

ボランティアデビュ
ーを

してみませんか？

市民活動を機関誌「ミドリ」で告知しませんか？

※紙面の都合上、掲載できない場合があります。
次号発行は９月末予定です。 およそ10月下旬から12月初旬開催を
目途に投稿してください。 なお、応募は7月20日までです。



2015年
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

予備日：8/2（日） 秦野市 全国植樹祭植栽地

予備日：8/20（木） 箱根町 箱根イタリー水源林

予備日：8/30（日） 葉山町 木古庭

8月 1 日（土） 下 刈 【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
（駐車場：秦野戸川公園諏訪丸駐車場）　【共催】 秦野市

10月 1 日（木） 植 栽 【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 小田原駅西口：8時30分（専用バスで移動）
箱根やすらぎの森駐車場：9時30分 
【共催】 箱根町 

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

21日（水） 間 伐 【集合】 JR東海道線 根府川駅：8時30分（専用バスで移動）
【共催】 真鶴町

19日（水） 下 刈 【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 小田原駅西口：8時30分
（専用バスで移動）
【共催】 箱根水道パートナーズ㈱ 

予備日：10/2（金）

1 日（日）
予備日：　無

予備日：　無

箱根町 箱根

真鶴町 岩

間 伐
湯河原町 鍛冶屋

【集合】 小田急線 秦野駅南口：8時30分（専用バスで移動）
　　　中井中央公園野球場脇駐車場：9時
【共催】 中井町 

11日（水）
予備日：11/12（木）

竹林整備
中井町 中井中央公園

【集合】 小田急線 開成駅西口：8時30分（専用バスで移動）
◆交流会でボランティア団体を紹介します。 

22日（日）
予備日：11/23（月）

枝打ち&交流会
南足柄市 塚原水源林

29日（土） 竹林整備 【集合】 ＪＲ横須賀線 田浦駅南口：8時30分
（専用バスで移動）

※満員になり次第締切

【集合】 小田急線 伊勢原駅北口：8時30分（専用バスで移動）
【共催】 伊勢原市 

6 日（日）
予備日：　無

間 伐
伊勢原市 日向

【集合】 小田急多摩線  栗平駅南口：8時30分（徒歩で現地）
【共催】 川崎市 

19日（土）
予備日：12/20（日）

竹林整備＆除伐
川崎市 栗木山王山特別緑地

100人（先着順）

100人（先着順）

受付中

受付中

100人（先着順）
受付中

100人（先着順）
受付：8/1～

100人（先着順）
受付：8/1～

12月

11月 100人（先着順）
受付：9/1～

100人（先着順）
受付：9/1～

100人（先着順）
受付：10/1～

100人（先着順）
受付：10/1～

150人（先着順）
受付：9/1～

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。

※申込多数の場合は抽選

緑の募金による森林保全活動を行います。

※初心者向けコース。 午前中作業、昼食後に木工細工を行います。

40人

（先着順）30人

県立21世紀の森 共催事業

50人
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イベント

2016年

予備日：1/17（日） 中郡大磯町 おおいそ学園1月 16日（土） 除 伐 【集合】 ＪＲ東海道線 二宮駅北口：8時30分（専用バスで移動）
【共催】 神奈川県立おおいそ学園 100人（先着順）

受付：11/1～

2015年
開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

予備日：7/20（月） 小田原市 久野7月 19日（日） 下刈＆講話

南足柄市 成長の森
下刈＆木工細工

【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】 小田原市

受付：5/1～7/3

【集合】 21世紀の森駐車場：9時　　【共催】 ２１世紀の森指定管理者
◆午後に２１世紀の森イベントあり（別途：参加料）

受付：7/1～8/28

50人
予備日：9/20（日） 相模原市 青根

9月

9月

19日（土） 除伐＆講話 【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】 相模原市まち・みどり公社
◆参加費1000円（昼食代） ◆木材乾燥施設の見学あり

予備日：9/4（金） 箱根町 小塚山トラスト緑地

受付：7/1～9/4

県民参加の森林づくり 入門コース 初心者向けコース。 午前中作業、昼食後に講話を行います。

※申込多数の場合は抽選

2015年
開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

12日（土）

緑の募金 保全活動
ハコネダケ除伐 【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 小田原駅西口：8時30分（専用バスで移動） 受付：7/1～8/21

9月

※申込多数の場合は抽選

2015年
開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

3 日（木）

※地元の食材を使った
　昼食が付きます。



事務局だより
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募集中!!

現在の会員数 （平成27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

11,005人

3,809人

6,946人

250人

318人

5人

11,328人

（1,074人）

（462人）

（595人）

（17人）

（1,074人）
※（　）内は、トラスト緑地保全支援会員数

＊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。

　神奈川県内のさまざまな施設に、かながわトラストみどり基金の募金箱を設置して
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

日本農産工業株式会社、国際ロータリー第２７８０地区、関東防水管理事業協同組合、東京ガス株式会社神
奈川支社、座間市に緑を育てる市民の会、株式会社横浜銀行、公益財団法人神奈川霊園、公益社団法人神
奈川県LPガス協会、緑栄造園・日比谷アメニス共同事業体、医療法人しののめ会鷺沼人工腎臓石川クリ
ニック、藤崎 英輔、田邉 妙子

横浜銀行本支店、平塚信用金庫、さがみ信用金庫、川崎信用金庫、横浜信用金庫、神奈川銀行、JA神奈川県
信連、神奈川県立生命の星・地球博物館、箱根餃子センター、箱根観光船（株）箱根町営業所、箱根高原ホ
テル、株式会社関電工 神奈川支店、かながわアートホール、神奈川県立フラワーセンター大船植物園、箱根
観光船（株）元箱根営業所、箱根ガラスの森、（一社）藤沢市建設業協会、神奈川県建設業協会相模原支部、
箱根観光船（株）桃源台営業所、（株）神奈川保健事業社、伊豆箱根鉄道（株）箱根関所跡船舶営業所、（公
財）神奈川県公園協会 西丹沢自然教室、（公財）神奈川県公園協会 丹沢湖ビジターセンター、県立秦野ビ
ジターセンター、秦野市役所環境保全課、公益財団法人神奈川県公園協会、箱根ロープウェイ（株）桃源台
駅、かながわ県立芦ノ湖キャンプ村、野天風呂 かっぱ天国、（一財）若葉台まちづくりセンター、神奈川県庁各
所属・出先機関・県立学校

アールエスコンポーネンツ（株）、みうら楽農くらぶ、（株）ヤマシゲ、安部 静枝、安藤 誠治、安藤 雅之、石川
滋、市川 俊子、井上 哲也、岩本 信冶、太田 光幸、太田良義一、大津 真弓、大山 たか子、小倉 博子、小野 
恵子、加藤 喜久恵、金子 和子、喜多村 淑子、久保 幸子、久保田 幸子、熊田 侃夫、小池 眞理子、小泉 一
郎、小峯  正、酒井 道子、澤田 茂友、柴田 鶴代、柴田 敏隆（とよ子）、清水 紀彦、新谷 眞弘、鈴木 敦子、鈴
木 登喜子、関  繁雄、関本 昇、髙桑 正敏、高梨 民雄、髙野 伊久男、髙橋 公彦、髙橋 敏雄、堤  孝子、鶴田
弘子、内藤 教雄、内藤 誠一、夏目 尚子、成瀬 いずみ、西村 恵美子、泊瀬川 亨、濱尾 光吉、藤島 修治、古
川 仁朗、松木 房子、丸山 和弘、矢部  修、山村 宣夫、山本 勝久、山本 道夫、与儀 蓮昭

「かながわトラストみどり財団」への寄附　 2015年2月～5月（敬称略）

「かながわトラストみどり基金」への寄附　2014年10月～2015年1月（敬称略）

「かながわトラストみどり基金」募金箱設置協力

2014年4月～2015年3月（敬称略）

13億860万5,345円 （2015年1月末現在）

掲載させていただいた方には、
財団オリジナルグッズなど
粗品をプレゼントします。

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

竹の子掘りがユーモラスに描かれ、楽しい作業
だったことが伝わる絵をいただきました。（事
務局）

　講師の幅広い知識に感動しました! もっと
たくさん聞いてみたいです。 特に“ヤブカラ
シ”の天ぷらがウマいとか、その汁は蚊に刺
されたらぬるとよいなど、生活に役立つ話が
興味深かったです。（小林さま）
普段、邪魔者扱いの雑草でも、扱い方を知れば輝
いて見えますね。（事務局）

イベントの感想
平成27年４月25日（土）
竹の子掘りで竹林整備をしよう

平成27年４月25日（土）
竹の子掘りで竹林整備をしよう

（Iさん）
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　三浦半島の先端にある小網代の森は、アカテガニ

やゲンジボタルなど多くの生きものたちが棲む自然

豊かな森です。 緑地内を流れる「浦の川」は、源流か

ら河口の干潟まで人工物で遮られることなく、森の豊

かな恵を、干潟、そして海へと注いでいます。

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

小網代の森緑地の保全活動にご支援ください。
付属の振込用紙で、
ゆうちょ銀行・郵便局の
窓口で手続きできます。

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

（公財）かながわトラストみどり財団への寄付金は、所得税・法人税の控除が受けられます

ゲンジボタル▲

森を移動するアカテガニ▲

アカテガニの放仔▲

同封の振込用紙の取扱について

湿地回復作業や子どもたちの環境学習のために

寄付のご協力をお願いします

小網代の森の
自然再生のために

▲ゲンジボタルの飛翔




