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コロナ収束を願って、新年最初の活動を行いました

新年の活動を始めました
今年も無事に森の神様への挨拶から始まり、活動を開始することができ
ました。コロナは収束の目処が立ちませんが、これまで通り、可能な範
囲、安全を確保できる範囲で１回１回定例活動を積み重ね、コロナがあっ
てもなくても活動を継続できる形を作っていきたいと思います。
私が学芸大の附属校に移りまして３年目となりました。参加する形、大
学や小金井市との連携、さらにはSDGsアワードをいただいた相模原市と
の連携など新しい取り組みを進められたらと考えております。
年末から年明けにかけて、相模原市SDGsアワード受賞に関連して、相模
原市の市報にも大きく取り上げていただき、また長年助成いただいており
ますセブン-イレブン記念財団さまの「みどりの風」にも、前代表石村に続
き取り上げていただきました。さらに３月には、久しぶりのショッピング
センターでの積み木イベント、小金井市公民館でのワークショップも控えて

緑のダム北相模は相模原
市内で活動する森林ボラ
ンティアです。急がず、無
理せず、楽しく、休ま
ず、 ボチボチと・・。
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おります。安全に配慮しながら、コロナでも野外活動はここまでできる、ということを続けていきたいと
思います。
宮村 連理（本会、副理事長）

【定例活動報告】

知足の森
今日は三つの相模原の森で
活動しました。
一つ目のいつもの森では少
人数で四つのグループに分か
れ、一グループ一本切りまし
た。今日は専門の方がいたの
で、特に詰まることもなくス
ムーズに作業を行うことがで
きました。
二つ目の森では、傾斜の激
しい山の頂上付近で作業を行
いました。登るまででも疲れ
てしまうほどの傾斜でした。
作業はみんな一列に斜面に対
して並行に並び、切った木に
当たらないよう安全に気をつ
けて行いました。終わった後
に見るとだいぶさっぱりして
頂上が少し見えたことがとて
つもない達成感を生みまし
た。
三つ目の森では、チッパーを使い桜チップを作るグループとCLTcomboで作った樹名板をかけるグルー
プに分かれて活動しました。僕は樹名板のグループに撮影係として参加しました。元々ある樹名に当ては
めてかけていくのですが、あまり整備されていない中にも樹木があるのに加え、持っていない樹名坂の樹
名をメモしたりしました。
いつもとは一風変わった作業内容でしたが面白かったです。
金子 愛斗（GREEN TECH ENGINEER LAB 中学1年）
私の職場には間伐材でできた組手什を展示していますが、間伐については良く知りませんでした。そん
な時この活動に参加することができました。待ち合わせ駅には既に中学生たちがいて一緒に森へ向かいま
した。
前を歩く女子中学生たちは楽しそうに話しをしていて、目的地に着いてもおしゃべりやゲームをしてい
て正直大丈夫かな？と思っていました。
しかし、いざ森に入り間伐作業が始まると真剣な顔に変わりました。木を見ながら話し合っている女子
中学生たちはとても格好良く、思わず「センパイ」と呼んでいました。センパイたちは私が質問すること
に丁寧に答えてくれました。切り込みを入れてロープで木を引っ張って倒れる時、空を見上げると木の音
や動きと太陽の光や空から降ってくる木くずの光景は幻想的でした。切り込みで取れた木片をセンパイは
プレゼントしてくれました。家に帰りセンパイから貰った木片を入れてお風呂に入ったら、心も体もホカ
ホカになりました。
野澤

佐知子（NPOこがねい環境ネットワーク）
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桜井尚武の 「コブシ
森のコラム (Magnolia praecocissima)」

図1

冷温帯から暖温帯上部の沢筋や山麓に多く分布する落葉
高木で樹高20m、直径50㎝以上になります。裸の落葉樹
林の中に白い大振りの花を枝の先端に広く展開して目立ち
ます。多くの場合花の付け根に小振りの葉が1枚着くのも
特徴です。歌謡曲「北国の春」でうたわれたように北国は
もとより各地で親しまれ、農作業を始める目安にされて田
打ち桜などの地方毎の呼び名があるそうです(図1）。

コブシの花とつぼみ

葉は全縁で互生し倒卵形ないし広倒卵形、やや厚くざら
つく感触です。葉を揉んだり小枝を折ったりして出てくる
樹液を嗅ぐとコブシ属特有の芳香があります。

20200311汐入公園

図2

北海道、本州、四国、九州、朝鮮の済州島に分布します。
キタコブシといって北海道から本州中北部の日本海側に分
布する、葉がコブシより大きく葉の質の薄い花はやや大き
いものを変種M. praecocissima var. borearisと分ける場
合があります。

コブシの葉

20070609軽井沢

1960〜1970年代の冬の終わりの夕暮れに井の頭公園
を歩いて、夜目にも白いコブシの花が浮き上がっているの
に出合ったのを思い出しますが、今では各地の公園や学校
の周辺にこの木の植え込みを見ることができます。山まで
行く必要がありません。銀座の脇通りにもコブシの並木路
がありました(図3）。

図3

大高木になる樹木ですが、緑化木としては植えてからの
時間が短い、里山など人の多い所では大きくなる前に
切られてしまうなどで大きな木を見るのは案外少ない
ものです。でも、六義園には大きな孤立木がありまし
た(図4)。

コブシ並木

20130326銀座

漢方ではつぼみを乾燥したものを辛夷（しんい）と
いって鼻炎の緩和や鎮痛剤に用いるといいますが、こ
のつぼみ（図1）や瘤の目立つ果実（図5）の形がコブシ
という名の由来という説があります。
材は良質で、建材、家具、器材、楽
器などに使われるそうです。

桜井

図4

コブシ大木

20200324六義園

図5

尚武（本会、会員）

コブシの果実

20201004汐入公園
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【GREEN TECH
ENGINEER LABの活動から】
３月２週にわたって緑のダムとGTEラボに参加する中学生が、小金井市の公民館で間伐材を使った小学
生向けワークショップを企画、準備しています。木を育て、売る、という人生ゲームに近い林業ゲームの
企画と小物入れを作るWSです。おかげさまでいずれも定員にはすでに達しております。中学生が自分たち
で企画し、材料や素材を準備しながら、小学生に森の大切さを伝える、という部分は共通です。実施でき
ましたらまたご報告いたします。また３月末には相模原市内のショッピングセンターで積み木イベントを
企画中です。こちらも次号でご報告
できる予定です。
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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

万一の怪我に備えて保険証、

緑のダム北相模
名称：特定非営利活動法人

成るべく皮製手袋、

飲料水、主食、昼食

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

支援団体：セブン-イレブン記念財団

危機管理・救急対応：
危険管理・救急体制・森林ボ

積水ハウスマッチングプログラム、国土緑化推進機構

ランテイア保険の準備の他、

コンサべーション・アライアンス・ジャパン

会として可能な限りの体制を

協働団体：神奈川県、相模原市、麻布大学、マルモ出版、
東京学芸大学環境教育研究センター、

敷いていますが「怪我・事故
は、自己責任」です。

（社）東京学芸大EXPLAYGROUND推進機構、
（社）さがみ湖 森・モノづくり研究所、ウッドバンク㈱
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