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県の基本方針に基づき、８月末まで活動を休止していましたが、９月から再開いたしまし
た。再開にあたり、理事⾧からのあいさつ文を掲載します。 

 

   

２０２０年 １０月号 

ＮＰＯ法人かながわ森林インストラクターの会 http://www.forest-kanagawa.jp   発行人 久保 重明 

〒243－0018 厚木市中町２丁目１３番１４号・サンシャインビル６階６０４号 ℡046－297－0301・Fax046－297－0302 

ＮＯ.１４８（継続２９３号） 

９月からインストラクター派遣を再開しました。  （事務局長） 
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                       (記 写真 広報部 黒川敏史⑭) 

 

活動再開にあったってのコロナ対策の状況 

検温 

フェイスシールド 
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前回に述べましたようにフラボノイドの基本骨格

はベンゼン環二つを 3 個の炭素でつないだ形をし

ていますが、ベンゼン環に付く置換基や結合の仕

方によっていくつかのグループに分けられます。

その一つがアントシアンというグループです。 

 アントシアンは花や

葉や果実などの植物の

青や赤、紫などの華や

かな色を作りだすもと

になっています。アント

シアンは古くは花青素

とも呼ばれていました。

その呼び名はヤグル

マギクの青色の色素に

つけたのが始まりで、

ギリシャ語の花を意味

する anthos と青い色の

cyanos  と の 造 語 で

す。 

 フラボノイドは置換基にグルコース、ガラクトース、

ラムノースなどの糖をつけた配糖体が多く存在しま

すが、アントシアンの場合、配糖体のものをアント

シアニン、糖がはずれた形のものをアントシアニジ

ンと言います。 

アントシアニンには水やアルコールに溶けやす

い性質があります。 また、溶けている液体の性質

によって構造が変わると同時に色にも変化が起き、

酸性の溶液中では赤色になり、アルカリ性では青

色に変化します。植物体の中ではアントシアニンは

植物が土中から吸い上げたアルミニウム、カルシウ

ム、マグネシウムなどの金属とも結合するので必ず

しも酸性かアルカリ性だけで色が決まるわけでもな

く複雑です。 

 例えば、梅雨空に青、赤紫、ピンク、紫の色の花

を咲かせ七変化の異名を持つアジサイのアントシ

アニンはアルミニウムと結合して青色になります。

実はアジサイの花びらのように見えるのは、花びら

を支える「がく」という部分なのです。つぼみのうち

は緑で、花が開くにつれて緑以外の色がついてく

ることでもがくが花の形に変化したものであることが

わかります。薄いピンクで春先に安らぎをもたらす

サクラの花の色もアントシアニンによるものですが、

このサクラの中に緑の花を咲かせる御衣黄（ぎょい

こう）というサクラがあります。花びらの中にクロロフ

ィルを持っているサクラなのです。この例を見ても

花が葉の変化したものであることがわかります。  

ところで、アルミニウムは酸性でよく溶けますの

で酸性土壌ではアジサイがアルミニウムをよく吸収

し青色になります。土がアルカリ性ですと根から吸

収するアルミニウムの量が少ないのでアジサイは

赤に近い色になります。アジサイの花の色は土壌

の性質によって変わってくるのです。好みの色を出

させるように調整した肥料も売られています。 

 花の色は花びらの細胞に色素が蓄積されて発色

します。アントシアニンのような色素の成分だけで

なく細胞のpH や金属イオンによっても色が変わっ

てくるのです。花の色素はアントシアニンだけでは

ありません。黄色の花の色はカロテノイドやフラボノ

イドの一種のカルコンという化合物によります。アン

トシアニンによる赤色の花とカロテノイドの黄色の花

を交雑で橙色の花を作りだすことも行なわれていま

す。 

アントシアニンやカロテノイドは秋の野山を彩る

紅葉のもとになっています。紅葉の仕組みについ

ては次回以降に取り上げることにいたします。 

 リンドウ、ロベリア、キキョウ、サイネリア、ツユクサ

の青色はアントシアニンによるものです。ヤグルマ

ギクやヒマラヤの青いケシでは糖がはずれた形の

アントシアニジンに金属が結合して青色になること

が分かっています。 

 赤色を発色する

アントシアニンは

赤キャベツ、サトウ

ダイコン、赤シソ、

赤カブ、ハツカダ

イコンなどに見ら

れます。    

 

 

 

（イラスト） 

ヤグルマギク 広報部 加藤 優美 ⑮ 

赤シソ 平成29 年10 月号から 

元広報部 大塚（現長尾） 晴子⑪ 

第３５回 草木の華やかな色を 

作りだすアントシアン 
東京大学名誉教授 谷田貝 光克 氏    

枠組は桜の小枝です 

赤シソ 

ヤグルマギク 
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活  動  短  信 
今回の掲載は R2 年9 月9 日-9 月26 日分です。 

寄稿頂いた中には、紙面都合や寄稿タイミングで次号以降

の掲載になるものもあります。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

◆ 横浜市立西富岡小学校 間伐体験 

事前授業 

 

日 令和２年９月９日(水) 11:30～12:15 晴れ 

場 横浜市立西富岡小学校 

参 106 名（５年生児童 103 名 教諭 3 名） 

財 内田氏 

イ  Ｌ柏倉④  

 

社会科単元での学習「森林を守り育てる人々」をう

けて実施する「林業体験・間伐作業」を行う前段階の

事前学習として実施する。 

 新型コロナ感染拡大防止策として、全員マスクを着

用し、体育館にて「三密」を避けるため児童の前後と

列の間隔をそれぞれ１m 確保する。また窓を全開した

状態で行う。内容は学校の要望を受け以下の観点の

もと、パワーポイント（２６枚の写真・図表）で行った。 

① 森林の分布  

② 広葉樹林と針葉樹林  

③ 森林の働き 

④ 育林暦と林業従事者数の推移 

⑤ 森林の仕事 

⑥ 県民協働の森林づくり活動の紹介  

人工林の説明ではスギとヒノキの葉を全児童に用意

してその特徴や違いを理解できるようにした。 

まとめに、間伐作業では「協力し合って安全に楽しく

取り組みましょう」と約束する。 

 

 今回、「コロナ禍での林業体験の実践」に当たり、感

染防止を徹底すべく（文書の起案、作成、周知）（備

品・消耗品の検討・購入・整備）等にご尽力の担当者

に感謝の意を表します。 

 （記 柏倉 紘 ④ ） 

 

◆ 横浜市立西富岡小学校 間伐体験 

 

日 令和２年９月 24 日(水) 9:30～12:00 雨 

場 横浜市立西富岡小学校 

参 101 名（５年生児童 98 名 教諭 3 名） 

財 豊丸課長、内田氏 

イ  Ｌ柏倉④ 松本⑪ 井出① 山崎⑦ 齋藤⑧  

野牛⑧ 小沢⑨ 小笠原⑩ 小松⑭ 牧石⑭

大森⑯ 小林⑯ 堀口⑯ 

 

森林学習の内容が台風１２号の影響で間伐作業か

らコースター作りに変更された。 

私自身インストラクターとしての最初の仕事になっ

た。事前講習は有ったが、小学生を相手に何を話し

て良いのか不安でした。正直なところコースター作り

で安心をしたところもある。他の班の様子を見る余裕

が無かったので担当分の報告です。 

私が担当をしたのは５年３組１０班で男子４名女子４

名であった。最初に子供達に鋸を使ったことが有るか

ないかを聞いた。 

男女に分かれて、交互に丸太切りをしたところ一人

で最後まで切りきることは大変だったので、途中で交

代するルールにしたところ、段々と要領も掴み順番に

何度も鋸をひき、最後には力を入れずにスムーズに

切れた。 

作業中に「森林は私達人間にとってどんな役割を

果たしているのだろうか？」と子供達に質問をしたとこ

ろ、事前授業で学習をしていたので、緑のダムのこと

や二酸化炭素を吸収して酸素を出していること等答

えてくれた。 

活動短信への投稿概略フォーマットと略語の説明 

ページレイアウトは気にせずベタ書きで結構です。 

（できれば Word、メール直筆でも OK。Eｘcel はできるだけ

避けてください。改行等の処理に手間を要しますので） 

写真もあれば１枚添付ください。  

◆ 活動団体・活動名 等 

日 日付（できれば時間と天気も）  

場 場所 （例：相模原市緑区 長竹承継分収林） 

参 参加者 人数  

県 神奈川県 環境農政局 緑政部 

   水源環境保全課 水源の森林推進グループ 

財(公財)かながわトラストみどり財団、看 看護師 

スタッフ 例 小田原市森林組合ＸＸ様 

例 川崎市公園緑地協会・ＸＸ様 

イ  インストラクター （○数字：期） 研：研修枠 

以下の本文を概ね４００字前後を目安として執筆ください 

リーダーは責任を持って執筆者の選択と執筆後のチェック

をお願いします。（執筆者名もお忘れなく！！） 

**活動終了後の速やかな投稿をお願いいたします。** 

霜降 10/24 頃 
早くも霜が降りる頃、紅葉の

便りも届くころですが、温暖

化で少しずれているかも。 

寒露 10/8 頃 
 秋本番、冷たい露が付く

ころ。農作物の収穫たけ

なわ 

10月(神無月)(旧暦 9月長月)の二十四節気 
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一通り子供達は丸太切りが終わったが、まだ時間

があったので事前に用意していた話をした。 

 ① 森の中でナラ枯れした樹木を探す 

   森林館の南側にある広葉樹が粉を噴いて枯

れているのを発見した。 

 ② 針葉樹と広葉樹の根張りの違い 

   一概には言えないけれど土砂崩れに強いの

は針葉樹か広葉樹か 

子供達が森林に興味を持ってくれたことが嬉しかっ

た。 

 

子供達もインストラクターもコロナ対策をしながらの

対応なので内容を減らしても余裕を持って学習を進

めたいと思った。 

     （ 記 大森 善雄⑯ 写真 柏倉 紘④ ） 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 第9回県民参加の森林づくり（間伐） 

 

日 令和 2 年 9 月 26 日（土）くもり・雨 

場 真鶴町 岩 

参 35 名 

財 大木様 古館様 斉藤様 

看 青木看護師 

スタッフ 小田原市森林組合 高橋様 

イ L 上田⑩ 湯浅⑪ 黒川⑭ 永田⑯ 木村⑭  

水津⑨ 足立⑯ 徳岡⑪ 小野寺⑮ 小笠原⑩ 

柏倉④ 西村⑮ 小林⑯ 西出⑫ 石川⑫ 

久慈⑯ （案パ）⑭岩田 ⑮竹内 

計 18 名 （安全パトロール含む） 

 

台風 12 号も無事通過し晴天に恵まれると期待して

いたのだが、小田原集合時には小雨が降っていた。

最終判断は現場の状況を見てから行うことになり、天

気が好転することを願って小田原を出発した。現場に

向うにしたがって雨脚は強くなってきた。 

駐車場に車を止め、班長も加わり降雨・足場の状

態などの確認をし、作業ができる状況ではないとの最

終判断で、間伐作業は中止し下山することとなった。 

帰り道はルートを変更して、真鶴半島を一周して小田

原に向かった。帰りのバスの中では真鶴半島の自然

について簡単に説明するなど、各班長は感染症予防

を意識しながら、対応していた。 

 コロナ禍にあって新しい運営方法による第 2 回目の

活動であったが、今回実践できた内容は受付業務だ

けで終わった。 

 県民参加の森林づくりの受付業務についてはイン

ストラクターが中心になって、実施することになってい

るため、全員が分担して業務にあたるように担当者を

配置した。各々の業務概要と実施方法を前もって連

絡してあったため、比較的順調に運営することが出来

たと思う。 

 

 16 期の 4 名のメンバーが、インストラクターとしてこ

の活動に参加していたが、間伐作業が出来なくなり

非常に残念であったと思います。これからも積極的に

活動に参加して、森林インストラクターとしての経験を

積み成長していってほしいと思います。  

（記 上田 啓二⑩ 写真 黒川 敏史⑭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かながわしずくちゃん Facebook は下記ＵＲＬで見ることができます。 

https://www.facebook.com/kanagawa.sizuku 

 
丹沢の自然再生に取り組む 丹沢大山自然再生委員会の 

ホームページでご覧ください。http://www.tanzawasaisei.jp/ 

 
かながわ森林インストラクターの会は『緑の募金』の支援団

体としても取組んでいます。 

全国で５番目／ＮＰＯ法人で初めて委嘱されています。 

現地にて作業断念 
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◇ 森のなかま原稿募集 ◇ 

会員読者の皆様から広く募集しています。 

＜広報全般についてのお問い合わせ＞ 

黒川 敏史              

Mail：
kurokawa.family@aa.cyberhome.ne.jp 
Tel ：080-5477-2206 
 

＜電子配信会員向け担当＞ 笠原 

Mail: happy_kumakuma711@icloud.com 
 

＜電子配信企業等ﾊﾟｰﾄﾅｰ様向け担当＞  

柳澤 Mail: cherril@gk9.so-net.ne.jp 
 

＜メール・手書き原稿送り先＞ 

【本誌】黒川 敏史 

Fax: 0467-46-8650 
電話連絡先：080-5477-2206  
Mail：
kurokawa.family@aa.cyberhome.ne.jp 
 

【別冊】阿藤 寿孝 

Tel：0４５-433-4413 
Mail： hisa-ato2@22.netyou.jp 
原稿は随時受付けています。 

やどりき水源林ミニガイド 

「森の案内人」再開 
インストラクターの会活動休止のた

め、8 月いっぱい「森の案内人」も休止し

ていましたが、9 月から再開していま

す。 

 現在の水源林の様子は、下記の「やど

りき水源林ニュース」をご覧ください。 

 昨年の台風の被害復旧のため工事が

行われており、立ち入りができない箇所

があります。お越しになる際は、下記問

合せ先か、かながわ森林インストラクタ

ーの会にお問い合わせください。 

  

申込先 

 かながわ森林インストラクターの会 

k-inst0981＠friend.ocn.ne.jp 

 

「やどりき水源林ニュース」 
http://www.forest-
kanagawa.jp/4field.html#field02 

9 月号から再開しています。 
 
●問合せ： 

（公財）かながわトラストみどり財団 

 TEL : 045－412-2255 
 FAX : 045－412-2300 
● ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.ktm.or.jp 
     E-mail: midori@ktm.or.jp 
 

森のなかまは過去号もご覧になれます。 

 (ﾎｰﾑﾍﾟー ｼ )゙   http://www.forest-
kanagawa.jp/3kiroku.html#kiroku01  

 (HP 担当 : 井出恒夫） 

編集後記 

★ 新型コロナの影響で、生活が一
変。気がついてみると、運動不足です
っかり体が鈍って階段で息切れしてし
まいました。山の活動に支障があって
はいけないと、夜のウォーキングとスト
レッチを始めました。      （笠原） 
 
★コロナ、コロナ。神奈川はまだまだ危
険地帯。引き籠り生活を続けてます。 
活動再開もおっかなびっくりですね。体
力もすっかり落ち、コロナ太りを気にし
つつ・・・              (吉田) 
 
★「朝顔」は夏の風物詩といえますが、
季語は【秋】なんですね！ 
我が家の「朝顔」は７～８月に花をつけ、
種も採れました。その種が？落ちたのか
今また花を咲かせてます。【秋】です。 

            （阿藤） 
 
★学校関係の活動が 9 月末から猛烈に
多くなっています。 
コロナ禍も心配ですし熱中症も怖いで
すが急に涼しくなりヤレヤレです。 
しかし、ヤマビルは待っていましたと、今
年は多いです。 
コロナ禍で基礎体力を鍛えました。学校
活動で小学生の前で歳を言ってジャン
プしたら褒めてもらいました。 
ＣＭの芦田愛菜ちゃんの可愛すぎるシ
ョップ店員が'神接客'！でのデレデレの
梅沢富美男の心境でした。   （松本） 
 
★あらら、いつの間にか、秋になってし
まいました。猛暑が続き、残暑も厳しいと
言われていたのに、台風の到来で激
変。大慌てで森林用作業着も衣替えで
す。今年は季節のメリハリがないなぁ。 

（竹内） 
    
★9 月から活動開始しました。「森のな
かま」も 10 月号から再開です。10 月号
の掲載に間に合うように原稿を寄せてい
ただいた方ありがとうございました。11
月号もよろしくお願いします。 （黒川） 
 

年間通読のお申し込み  

 「森のなかま」年間通読をご希望の方は、郵便局備付けの

郵便振替を利用してお申し込み下さい。  

郵便振替口座00230-0-2454 かながわ森林インストラクターの会 

宛まで２０００円をお振込み下さい。振替用紙には、必ず、住所、

氏名を明記して下さい。振替用紙到着の翌月号から 

12 回／1 年間お届け致します。  

編集人： 黒川 敏史  

広報部：吉田郁夫 松本保 笠原かずみ 加藤優美 
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各地でナラ枯れの被害が出ていますが、 

今年の夏はは、鎌倉の里山でナラ枯れが進みました。

原因はご承知の通り、カシノナガキクイムシ(カシナ

ガ)の食害で、カシナガが持ち込んだ菌(ナラ菌)で導管

が詰まり、木が急激に枯れます。食痕から木くずが出

るので、すぐわかります。鎌倉の場合は、コナラの被

害ですが、ミズナラ、シイなどにもアタックするよう

です。カシナガは、あけた穴に卵を産み、そこに持ち

込んだ酵母菌(ナラ菌とは別種)を食べて幼虫が育ち、

次の年の春には成虫になって次の木を探して飛び立ち

ます。したがって春までに伐倒して焼却するなどの対

策をしないとナラ枯れが広がってしまうことになりま

すが、これだけ広がるとなかなか対策できないといっ

たところが実情ではないでしょうか｡ 

カシナガが狙うのは、大きくなった老木が多く、コ

ナラを薪炭用に使っていた頃は、約20年で皆伐してい

たので、ナラ枯れはほとんどなかったと考えられま

す。ナラ枯れも人の営みのせい？ 

              (記 黒川敏史⑭) 

ナラ枯れ情報 
鎌倉中央公園 ナラ枯れ 

食痕 粉をふく 


