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３つの森林活動
みなさまの参加を
お待ちしております

小原本陣の森

知足の森

相模湖・嵐山の森

第１・３日曜日

第１・３日曜日

不定期活動

News NPO法人緑のダム北相模
midorinodam.jp
Letter

No.511-514
４つ目の活動フィールドを準備中、名称は決定しました
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ニュースレターは５、６月合併とさせていただきました。

【定例活動報告】

草莽荘（そうもうそう）の森

緑のダム北相模は相模原
市内で活動する森林ボラ

４つ目の活動フィールドを準備しています

ンティアです。急がず、無

緑のダム第４の活動にあたる地域活性化活動の一環として、新たな活動、
相模湖畔の空き家の改修と間伐体験のためのヒノキ林演習場の確保に取り
掛かった。４月に一度、現地を見せてもらう機会があり、この空き家、そ
して相模湖に面した斜面とその森を「草莽荘の森」と仮に呼ぶこととす
る。

理せず、楽しく、休ま
ず、 ボチボチと・・。

草莽崛起＝明治維新の時吉田松陰のもと在野の志士が立ち上がり当時の体制
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を世界に向けた近代的
な国家の体制を作り上
げた精神である。
コロナの世に立上げ
るにふさわしいと考え
た。吉田松陰は萩の村
の庵より志を掲げた。
私の尊敬する偉人の一
人で、妻の出身地でも
あり、その草莽を頂く
ことにした。草莽は相
模湖畔の場合、”草むら
に潜む若者の魂”とでも
訳して頂くと良いかもしれない。ここから何かが起こることを祈念して。
５月１０日には、地主の岡本さんと長谷川大工（嵐山で乾燥小屋の手刻み指導をしてもらった技能士1
級の大工）に建物の保存状態の点検をおこなった。
その結果建物の躯体はしっかりしていることが判明したので、最小限の補修で行えるようだ。
相模湖が広く見渡せる絶好の場所で約1,000坪の広大な用地である。建物は古く100年以上前からの建
物であることも分かった。
次回は、部屋の中にたまったゴミの破棄と、天井から床までの埃の掃除を行うことにした。
続いて、5月１７日では、緑のダム活動は休みなので、インストラクター仲間に手伝ってもらい部屋の掃
除を行った。
掃除の手順は上から、奥からの原則を守って計画的にコンビネーション良く順調のに進んだ。
水と電気がまだ通じてないため、運んできた20リットルの水を使って雑巾がけを行って部屋の掃除を進
めた。電気が通じれば掃除機が使え作業が進むはず。又電気が通じれば、沢の水をポンプで運ぶ
水道が使えるので作業がはかどるはずだ。15時まであきらめずに作業を進め一応の部屋の掃除を完了する
ことができた。
長谷川大工には、杉板製の雨戸をサッシに変更する計画と、強風に耐えるための屋根の補強のための作
業計画をお願いした。さすがインストラクターの的確な作業が成功の基であった。
さらに２４日。この日も絶好の天気に恵まれるが、気温が30度に近く上がる異常に熱い一日であった。
コロナウィルスによる緊急事態宣言の解除が安倍総理大臣より全国に発せられた日である。
川田代表、宮村副代表、高校生の阿部さん、石井さん、地主の岡本さんも顔をだして頂き、今日の目的
は車で「草莽荘」まで登れるよう岡本さんから教えられた、旧林道を発掘し草と木を刈り、ユンボが通れ
るよう道を確保することだ。岡本さんの先導で旧林道を草刈り機で開いていった。昼の休憩では岡本さん
より50年前の開拓団時代の話を聞かせて頂きながら歴史を学んだ。
昼食のあと旧道開拓の続きをはじめ「草莽荘」までの道を確保できた。そこは、嵐山に至る東海道自然
歩道に隣接しており、ハイカー
にすれ違う林道で見ある。作
業が終わり相模湖を望むと清々
しい風が癒してくれた。
次回は、車で「草莽荘」迄
あがれ、仕事が図るような道
路整備を行うつもりだ。そこ
には次の難題が待ち構えている
のだ。
小林

照夫（本会、理事）
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桜井尚武の
森のコラム

「クロモジ
(Lindera umbellata)」
クスノキ科クロモジ属の落葉低木で小振りで全縁の長楕円
形の葉が互生します。葉の付け根の葉柄は赤紫色を帯びてい
るのが普通で、見分ポイントです（図1）。雌雄異株で春先
に葉に先立つか同時に黄色い蝋質の花をつけます（図1、
2）。分布は関東以西九州までの山地帯に普通です。北海道
南部から東北、中部日本海側にかけては変種のオオバクロモ
ジ(var. membrancea)が分布しますが葉が８〜12cmと一回
り大きいほかには大きな差異はみられません。

幹や小枝は緑色で黒い斑紋があるので
（図3）、この黒い色に着目して「黒色
が目立つ木」ということから「黒文字」
といわれるようになったという説が一般
的です。古代宮中の女房詞に「かもじ」
や「しゃもじ」、「すもじ」など「もじ」
を付けて婉曲的に表現する言葉がありま
したがクロモジも同様に表現して楊枝を
表したそうです。これに従えば名前に黒
という文字が付く木という意味で黒文字
としたといえます。元々の黒が付く名が
どうだったのかはクロモジという名が普
通になりすぎて忘れられてしまったのか
もしれません。楊枝材料としては近世以
降でも有名で、これを作る専門職人もい
て千葉県指定伝統工芸品「雨情楊枝」が
現代まで伝えられているそうです。

図1．クロモジ
20140420嵐山

図2．クロモジの花
220100416蓑山

このクロモジは生薬として漢方薬や市販健康食品の材料に
採用されていて健胃、鎮静、鎮痛、防菌、防ウイルスなど様々
な薬効があるといいほぼ全量が日本国内産です。クロモジ茶
や入浴剤、香料などとしても、最近改めて見直されているよ
うです。私の知人にもその効用を広めようとクロモジを栽培
をしている人がいます。
図3. クロモジの幹
20200315嵐山

桜井

尚武（本会、会員）

【定例活動報告】知足の森
知足の森の活動も、コロナ感染防止のため通常の活動を行えていませんが、シカの生態を把握するため
のセンサーカメラのバッテリとメモリは定期的に交換する必要があったためと、インスタグラムでの新し
い企画の準備のための活動を最低限度のメンバーで行い、また、状況に応じて、新しいフィールド「草莽
荘の森」の準備の手伝いを行ったり、タケノコ堀などもしています。今年はどこのフィールドもタケノコは
大豊作の年のようで、３密を避けて参加していただいた方のみで申し訳ないのですが、すみません、おい
しかったです、お腹いっぱいです、という感じになりました。ちなみに来年は「裏」の年になると思われ
ます。
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さて、シカをはじめとする野生生物の
みなさんは、知足の森の中で、今後間伐
を予定している範囲と、そのままにする
範囲で、違いがどのように出るか、間伐
をすれば下草が増えて、その結果シカの
出現頻度が増すのか、またその時はどん
な新たな植生に興味を示す（食べられて
しまう）かなどをテーマにしたいと考え
ています。対象区として、沢の反対側に
１台、スギヒノキ林ではない広葉樹の皆
伐跡の放置林にも設置し、データを取っ
ています。これまで冬季ということもあ
り、３〜４月の２ヶ月にはほとんど動物
の姿は撮影されませんでしたが、この５〜
６月ではいよいよ撮影され始めています。
動画については本会Facebookなどでも
報告させていただいているのでそちらを
ご覧いただくとして、本稿では、イノシ
シ（左上）とシカの親子（右上）、昼間
に撮影されたタヌキ（左下）とアナグマ
（右下）をご紹介します。次の２ヶ月に
はさらに多くの数の動物が撮影されると
思われます。普段山仕事をしている、あ
の斜面、あの道を同じように野生動物が歩いていると不思議な気持ちになります。
また、今後の新しい参加者のための新企画、#地球環境部の基礎知識、というインスタグラムのシリーズ
もはじめました。これは、森に初めて参加した子どもたちに森で活動する上で、ごくごく基本的な所作や
道具の使い方を毎回説明する、のも大変だ、一度まとめてしまおうという企画です。自分が初めて来た子
にはこういう説明をするだろう、と高校生が持ち寄り、それに該当する写真を現地で撮影しています。ま
た非公開アカウントを作成し、その場で実際に投稿される感じを確認し、コメントなども残しながら企画
メンバーである高校生でチェックし、OKなものを実際に公開する、という手順を踏んでおります。

例えば、これは軍手の話題ですが、「軍手は布よりも革の方が使いやすい。木を切った時の細かな破片
を防げるし、滑りにくいから。が、使い捨ての布の軍手の方が 、手軽に使えていいという人もいる。軍手
の好みはひとそれぞれ。」というコメントが添えられています。確かに森でこんな会話するよな、という
感じに仕上がっています。今後も話題を増やしていく予定です。
宮村

連理（本会、副理事長）
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【若者の森づくり】

地球環境部
発表・報告書などの報告
年度末にかけて、２つほど活動についてまとめ
たものを発表いたしましたのでその報告をいたし
ます。
１つ目は東京学芸大学の環境教育研
究センターに紀要論文を投稿しました。
ベースとなっているものは昨年度、日本
森林学会にて、早稲田大学の牧野くん
らが発表したトチノキの育樹法について
まとめたものを分析対象に、市民活動
と連携した環境教育の実践に何が必要
かまとめたものです。牧野くんは中学
１年より地球環境部として活動
しており、その継続性ゆえに分
析できることがあるという考え
のもと、森林調査を継続的に行
うために必要な要素を（１）継
続的な参加できる活動、フィー
ルドの確保、（２）専門的な指
導者の確保、（３）活動資金の
調達、（４）参加者の確保の４
つの観点からまとめています。
現在は、この研究報告は同セン
ターで配布されているほか、近
日中には同大のリポジトリ（図書館のデータベー
ス）にて全文公開される予定です。
２つ目は、今年度の森林学会の高校生ポスター
発表になります。学会自体はコロナの影響を受け、
中止となりましたが、ポスター発表集としてまと
められ、学会で配布されています。
これは知足の森において、未だ境界線が定かで
ない区画があり、その部分について高精度なGPS
を使って、簡便に調べる方法はないか、と調査研
究したものです。同時に地図情報ソフトであるフ
リーのQGISを用いていることもポイントです。こ
れまで本会では麻布大原田研究室にご協力いただ
き、ArcGISを活用してきましたが、より汎用性が
高く、かつフリーで利用できるQGIS の準備も進
めてきました。今回は基準点を決め、公図をジオ
リファレンスしたものから、その位置を重ね合わ

せ、目的地の位置情報を得ます。実際に現地でも
ポケットコンパスで測量を行い、その結果と位置
情報について比較を行う、という方法を取りまし
た。結果、GPSの誤差が最大で2mほどあります
が、始点と終点で最大2mずつ誤差があったとして
も現地では活動に支障がない程度の誤差しかない
ことがわかりました。今後もこの方法を使い、他
の区画にも調査を広げてみたいと思っています。
最後に、調査関係では、今年度、学大小金井中
から同大附属高校に進学した４名にて２つのプロ
ジェクトが進んでいます。一つはトチノキの調査
を引き継ぎながら、その木材売価について検討し、
スギヒノキ林との比較を行うチームと、これまで
会ではほとんど行って来なかった水生生物、実際
にはカエルですがその調査も行ってみようと思い
ます。前者については桜井先生、後者については
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新江ノ島水族館にご指導いただく予定となってい
ます。コロナの収束が見えませんが、希望を持っ
て、若者がやってみたい、という気持ちを第一に
活動していきたいと思います。

しておりますので配布にご協力いただける方はぜ
ひご連絡ください。

また、今年度より、若者の森づくりを活性化さ
せるため、学芸大Explaygroundと協力し、参加
者の募集を行いながら、また活動での間伐材を同
大の研究施設で活用いただくために、提供なども
行い、活動を発展させていきたいと思います。ま
ずはチラシを作っておりますので、ニュースレター
と同封で送らせていただく予定です。部数は用意

【事務局から】

宮村

連理（本会、副理事長）

今年度も、引き続き、積水ハウスマッチングプ
ログラムさまより助成いただくことになりました。
主に若者の森づくり、知足の森での活動に活用さ
せていただきます。ご支援ありがとうございます。

参加にあたって：
初参加者は、9時15分までに
JR相模湖駅前に集合です。服
装、持ち物については、汚れ
ても良い服装、着替え、滑ら

NPO法人

ない靴

緑のダム北相模

飲料水、主食、昼食

名称：特定非営利活動法人

成るべく皮製手袋、

万一の怪我に備えて保険証、

緑のダム北相模

現地事務局：〒252-0172 相模原市緑区与瀬本町12

かどや食堂内

危機管理・救急対応：

発行人：NPO緑のダム北相模

危険管理・救急体制・森林ボ

支援団体：セブン-イレブン記念財団

ランテイア保険の準備の他、

積水ハウスマッチングプログラム、国土緑化推進機構

会として可能な限りの体制を
敷いていますが「怪我・事故

協働団体：神奈川県、相模原市、麻布大学、マルモ出版、

は、自己責任」です。

東京学芸大学環境教育研究センター、
（社）さがみ湖 森・モノづくり研究所、ウッドバンク㈱
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