
　英語の「Interpritation」の日本語訳は、翻訳、解
釈等ですが、環境教育分野の「インタープリテーション」
は、環境教育にご尽力されたフリーマン・チルデン氏に
よると、単なる情報の提供ではなく、直接体験や教材
を通して事物や事象の背後にある意味や関係を明らか
にすることを目的とした教育活動と定義されています。
「この植物は、〇〇という名前です。」ということに留まら
ず、例えば、生物多様性を知ってもらうことを目的に実
施すると「この植物は〇〇という名前で、鳥の△△が
実を食べます。食べた実の種を△△がフンで落として、
広がっています。だけど、〇〇は、特定外来種であり日
本の在来の植物の住処を脅かす存在です。この森にも

〇〇が多いですよね。」という話に至るかもしれません。
　横浜市では、森の魅力や役割を市民の皆様に知って
いただき、一緒に保全・活用を行っていくため、インター
プリテーションを効果的に行うための技術や知識を学
ぶための講座「インタープリター養成講座」を開催し
ています。平成３０年度は森づくりボランティア（個人
･団体）、市民の森やふれあいの樹林の愛
護会等を主な対象としてインタープリター
養成講座を開催する予定です。詳細は改
めてご案内いたしますので、是非ご参加
ください。

4 ◇次号の発行予定◇NO.97は平成30年6月末頃の発行予定です。

　森の中での活動において何よりも大切なの
は参加された皆さんがけがなどなく、楽しい気
持ちのままでその日の活動を終えることです。

刃物を扱ったり、森の中を歩き回ったりする活動には危
険が伴いますが、危険を予測し、事故を未然に防ぐこと
は技術として身に着けることができます。
　この本は服装や持ち物に始まり、複数で作業する際の
安全確保の方法など、森づくり活動のよくある状況につ
いて解説されているので普段の活動に生かしやすいのが
特徴です。

　約１２０種の動植物についての応急処置を
わかりやすくまとめてあるほか、被害を予防す
るための方法も紹介しています。

　病院に行った方がよいかどうかの目安になる危険度も
３段階で表示。生物の名前からだけでなく、外見や被害
にあったときの応急処置の方法や傷跡からも検索ができ
ます。被害にあいやすい季節の表示もあり、イベントの際
の準備や下調べなどにも便利です。陸編のほかに海編も
あります。

ヘルメットや鎌などの道具は全て財団で用意します。参加者の方が購入・
持参する必要はありません。使い方は、指導者である神奈川県知事認定の
森林インストラクターによる説明があるので安心して参加できます。

ホームページでは今持っている服を活用した森林整備や観察会に行く際の
服装・持ち物も紹介されています。

森林ボランティアの申込は電話・FAX・E メールで、各活動月の２か月前の
１日から、活動日の１週間前まで先着順に受付です。平成３０年度の活動
予定は４月以降にホームページをご覧ください。

　公益財団法人かながわトラストみどり財団主催の
神奈川県内で開催される自然観察会・森林づくり
ボランティア活動のご紹介です。
　普段とは違う場所で活動することで、新しい発見や、
新しい仲間との出会いがあるかもしれません。
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自然観察会や講座などは予定と活動報告、申込方法も掲載されています。
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「インタープリてーしょん」をご存知ですか「インタープリてーしょん」をご存知ですか

普段よく見る植物も
近寄って見ると面白い！！

講座２期生考案プログラム
「ミクセカ～ミクロの世界へようこそ！～」より

道端に生えている草を拡大すると､植物の不思議
な形を見られる事があります。何故､その形になっ
ているのか。長い年月をかけて今の形になってい
ることに気がつくと､生物多様性の大切さを実感
する事ができるかもしれません。

虫の目線になると､森の見え方が違って見えるか
もしれません。虫にとって､草は隠れ場？木は､産
卵場所？夏の道路は､アツアツの鉄板かも？虫の
目線で虫の暮らしを想像すると､人の暮らしが生き
物に与えている影響に気が付く事があります。
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自然観察は
目線を変えると

見える世界も変わるかも！？



　平成28 年はこの区域全体で 24株でしたが、29年
は55株 (2.3 倍 )と増加しました。
各エリアでの株数を下の表に示します。

調査結果調査結果 　伐採更新等の斜面樹林管理の成果が出ていることが
ヤマユリの株数増加により確認できた｡ヤマユリは､花
はモンキアゲハやカラスアゲハの吸蜜植物（筒が深い
ので､大型のアゲハが利用する )､葉はルリタテハの幼虫
の食草､球根は人が利用してきた｡里山の代表的な植
物である｡斜面を好む性質のため､斜面樹林の安全対
策として伐採更新を行った後の林床回復の指標として
有効である｡種子は､２年目に１枚葉を出し､花がつくま
でに４～５年を要する｡花数をカウントしていくと成長
状況が確認でき､併せて林床環境が改善され､生物多
様性が向上している状況が確認できる｡モニタリングと
しては､ヤマユリは有効だが､伐採更新後の林床回復状
況を見ながら今後は､春植物や夏のチョウ類､冬の鳥
類などモニタリング種を増やすことも検討してほしい｡
愛護会さんのほかにも､地域の植物好きな人たちが、
マーキングをしてくれており､植物が増えていることが実
感できる｡今後も情報共有と作業協力を進めてほしい。
　　　　　　　                                   （神保氏）

　栄区飯島町にある飯島市民の森は､横浜市の市民の
森第一号として昭和46年に開園しました｡面積約６ha､
畑とその裏山を中心に､広葉樹林､スギ植林地､竹林､せ
せらぎ緑道沿いの湿地など多様な環境があり､長く里
山として維持管理されてきた森です。平成27年に保全
管理計画を作成､外周の急傾斜な樹林の安全対策を始
めました｡平成28年度には､昭和40年代まで薪炭林と
して管理されていた斜面林の伐採更新を実施しました｡
樹木管理の成果を確認するため､作業の前後で､サクラ
が丘広場周辺のヤマユリの株数を調査しました。
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フォローアップ研修講師よりフォローアップ研修講師より
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　ヤマユリは群落にお
いても単独の球根植物
のため､一本一本 FRP
支柱によりマーキング
しました。
　平成 29年度は､南部公園の職員も協力して､エリア表
示のためにロープ柵で区切り､開花数ごとの株数を数
えました。

調査方法調査方法

　飯島市民の森は､愛護会をはじめ地域の方々により
大切に維持管理されてきました｡昨年度からは草刈の
時期やエリアを定め､保全管理計画に基づき希少植物
の保全を目指しています｡　　　　　 　　（川井会長）

今後はこの区画ごとの調査を継続し、一株
あたりの花数を増加させていきたい。その
ためには､7 月にはマーキング株を残す､2
月には地際で刈るなど､草刈の時期と方法
に注意しなければならない。

平成27年以降営巣を確認している｡生態系
ピラミッドの頂点にいる猛禽類のツミがい
るということは､エサとなる小鳥が多く､昆
虫や植物も豊かである証拠である。

第二次大戦中にマツを伐採したため､戦後に植えたと
いうサクラ｡枯れ枝やてんぐ巣病などが見受けられるので､
剪定等により樹勢回復を図り､名所にしていきたい｡

愛護会より愛護会より
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群落においても単独の球根植物のため、

一本一本 FRP 支柱によりマーキング

約 10ｍ幅でロープ柵で区切りました
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計２４株
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サクラが丘広場

アゲハ

モンシロチョウ

アオスジアゲハ（幼虫）　
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ロープ柵で区切る 個体のマーキング

斜面でのマーキング作業
シロダモの葉に
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マーキング用ポール

柱に使用

区画の境は緑ロープ

園路との境は白テープ

　愛護会の皆さんの活動の成果を発表する企画の第二
弾として、飯島市民の森の活動の成果を紹介します。
今後は中田宮の台市民の森での活動を紹介予定です。
バックナンバーはホームページでも読むことができます。
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⑤

調査区域

この山は

薪炭林として管理され、

昔は北鎌倉まで薪を

運んでいたそうです

概要概要
いいじましみんのもり
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ヤマユリ
ヤマユリ

保全管理計画を進める中で、成果確認のための生きもののモニタリングはとても重要です。
愛護会等の関係者の方の努力で「管理作業」→「調査」→「成果確認」を行っている事例を紹介します。
保全管理計画を進める中で、成果確認のための生きもののモニタリングはとても重要です。
愛護会等の関係者の方の努力で「管理作業」→「調査」→「成果確認」を行っている事例を紹介します。


