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8 月度ボランティア活動・報告 
～Abies 役員会と“さく葉標本整理”～ 

 

８月６日（金）に清澄作業所で Abies 役員会と“さく葉標本整理”を行いました。午前

中が“さく葉標本整理”、午後が Abies 役員会です。 

参加者は岩崎夫婦、中原、惠、相川さんと石川夫婦の Abies 役員７名に演習林の職員の

三次さんです。 

“さく葉標本整理”について、千葉演習林と千葉県立中央博物館で保存する標本と破棄

する標本の選別をする作業が計画されているとのこと。その結果、保存する標本のリスト
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だけつくれば良いというようになりました。従って現在の方法の標

本整理は一時中断して、今後は分類が済んでから行うことになりま

す。 

Abies 役員会の議題は１０月に行う“お月見研修”の実施計画の

検討です。“お月見研修”は毎年１０月に行われている活動ですが、

昨年は“北海道演習林の見学会”と重なったため、取りやめました。

今回は久しぶりの開催となります。 

“お月見研修”の内容については後記の活動報告をご覧ください。 

 

 

9月度ボランティア活動・報告 
～初秋の自然観察会と天津小学校・実習地草取り作業～ 

 
９月１６日（木）に猪ノ川渓谷の自然観察と天津小学校の“緑の教室”実習地の草取り

を行う Abies 活動を計画しましたが当日は朝から豪雨となり、とても歩けるような状態で

はありませんでした。 

そこで計画変更をして三次さん運転の車に乗せてもらい、車を走らせときどき下車しな

がらの自然観察となり、天津小学校・実習地の草取り作業は中止となりました。早めに観

察は終ったので菖蒲沢の菖蒲も見てきました。 

参加者は中原、米倉さんと石川（輝）の３名です。 

猪ノ川渓谷ではヨメナ、イタドリ、センニンソウ、カリガネソウ、ツリフネソウ、マツ

カゼソウ、スズメウリ、タマアジサイなどの花を見ることができました。カリガネソウに

ついては昨年の９月２５日におこなった自然観察会の時に満開であったので今年は早すぎ

て花を見ることは無理かと思いましたが、案外長く咲いていることがわかりました。期待

していたジャコウソウの花は早すぎて見えませんでした。 

また、今年は猛暑が続き、雨が降らない時期が長かったので、イロハモミジなどの紅葉

する木の葉がいたんでいるのかと心配しましたが、そのようなことはなく、今年の秋の紅

葉は期待できると感じました。菖蒲沢の菖蒲も順調に育っています。 

 
  

ツリフネソウ 
  

カリガネソウ 

  

タマアジサイ 
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天津小学校・実習地の草取りについては、その後計画をしましたが、天気の具合で実施

日の調整ができず結局、演習林にお願いする形になってしまいました。 

 

 

10月度（１） ボランティア活動・報告 
～「演習林の秋を楽しむ」お月見研修～ 

 

１０月１６日（土）から１７日（日）札郷宿舎宿泊でお月見研修を行いました。 

出来るだけ Abies 会員の皆さんが参加の都合がつく様に土曜日～日曜日に設定されてい

ます。 

参加者は岩崎夫婦、中原、田生、西山、惠、土橋、根上、相川、安元さんと山田林長先

生、石川の１２名です。その内、山田林長先生は１６日、田生さんは１７日のみの参加で

す。 

最初の１６日（土）の夕方は野外でのバーベキューで

お酒を飲みながら月の出を待つ懇親会です。ここだけ見

ると何が研修なのよという感じですが、楽しいことは事

実なので Abies 会員の皆さん、今後とも多数体験しても

らえればというのが事務局の願いです。 

午後３時に札郷作業所に集合しましたが、事前に西山、

岩崎、根上さんに懇親会用の食べ物や飲み物の買い出しを

お願いしました。いつもながら西山さんの懇親会運営の技は見事なものです。現場での料

理準備については惠、土橋、安元、相川、岩崎（香）さんの女性陣に活躍していただきま

した。また岩崎（寿）さんには会計の担当をお願いしました。 

今回は演習林の糟谷さんから、シカ肉、栗、柿などを提供していただきました。糟谷さ

んにはAbies会員になっていただけることになっています。 

焼き肉の良い香りがただよい、宴たけなわの頃に東側の

木々の間から月が昇ってきました。承知していたことです

が、上弦の半月です。まわりに人家がなく、木々に囲まれ

た札郷宿舎での月見は趣深いものがあります。北の山から

キョン注）の不気味な鳴き声が聞こえてきました。 

その夜、札郷宿舎に泊まり、翌１７日は追
おつ

原
ぱら

の大もみじ

などを見る自然観察会です。 

パン、焼きそば、コーヒーで朝食をとり、９時に出発します。本日参加する田生さんも

到着しました。 

 
札郷より見た月 

懇親会の様子 
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今回の自然観察会のコースは札郷宿舎→県道８１号線→七里川吊り橋→追
おつ

原
ぱら

大もみじ→ 

川台歩道→上人沢
しょうにんさわ

（三角点）→大ケヤキ（保護樹）→四郎
し ろ

治
じ

林道→トンネル→七
しち

里川
り が わ

吊り

橋→札郷宿舎です。 

このコースには１０月７日(木)に米倉、岩崎夫婦、中原、石松（彰）、安元さんと石川（輝）

の７名で下見をして決めました。コースの下見というと普通は主催者が行うのが普通です

が、活動当日に参加の都合がつかない会員にも参加の場を提供するということから Abies

会員全員に参加案内をしています。当日より色々とハプニングがあって下見のほうがおも

しろいともいえます。 

出発の前に、地図（林相図）でコースを確認して、

出発です。札郷宿舎より道を南に少しあるいて、右側

の沢筋の歩道に下りて、堂沢の谷に沿って歩きます。

ここは千葉の山の典型的な沢で険しい道です。 

途中、岩が濡れていて苔が生えていたり、隙間のあ

る丸太の橋がありすべりやすいので慎重に歩道を歩

きます。丸太橋を渡ることに自信のない方は沢を横断

して迂回しました。 

間もなく県道８１号（市原天津小湊線）にでて一休みしました。県道８１号線は養老渓

谷から清澄寺・安房天津駅のほうに抜ける県道ですが、片方が山、もう一方が谷になって

いて、１車線で車のすれ違いができない場所があり、千葉の県道では多分一番怖い道です。

カーナビが良くこの道を教えますが、車の運転のなれてない方は敬遠された方が無難です。 

県道を渡るとすぐに七里川の吊り橋があり、対岸に渡ります。この吊り橋付近は紅葉の

きれいなところで君津市の観光ポスターに良くなる所ですが今はその時期ではないので紅

葉はありません。しかしこの付近は車を止めて置くところがなく渋滞するので紅葉の時期

に来ることはお勧めできません。 

その先は演習林の川台の見本林で Abies 発足の頃にスギの生長量調査（胸高直径、樹高、

シカ食害などを調査する）やシカの食害防止のネットの設置、下刈り整備などで良く来た

懐かしい場所です。 

道が二つに分かれますので進行方向右側に登り、スギ林を抜けて追原の大もみじに到着

しました。大もみじの根元の大きさと太さは立派なものですが、枝先の葉が少なく、全体

としてはすこしさびしい感じです。周囲の木が大きくなってもみじが日陰になっているの

が原因かもしれません。ここは人家こそありませんが民有地でこの大もみじも個人の持ち

物なので、それなりの配慮をして鑑賞させていただきました。 

少しもどって川台歩道に出ます。川台歩道は荒れていて道がわかりにくいのですが、シ

カ調査の杭が目印になります。道は尾根筋となり、時間的にはこのあたりがお昼の時間な

のですが、適当に休む場所がない（ヤマビルの攻撃に合う）のと朝が遅くお腹が減らない

堂沢の歩道を歩く 
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ことで下に降りてから食べようということになり、一休みしてからまた歩き始めました。 

まもなく角に大ケヤキ（保護樹）のある四郎治林道に出て左に曲がります。 

天井にコウモリ（多分キクガシラコウモリ）がぶらさが

っている素掘りのトンネルをくぐり、更に下って七里川吊

り橋にでました。後は来た道をもどり無事に札郷宿舎に到

着しました。札郷に着いてから遅い昼食をして解散となり

ました。 

今回の自然観察会で見ることができたのは 

＊きのこ：タマゴタケ、カラカサタケ（下見のとき）、 

ウスタケ、シイタケ（天然） 

その他イグチ類、名前の？のきのこ 

今年はきのこが多く、とくにタマゴタケを多

く見ることができました。 

＊植物（花）：アケボノソウ、ツルニンジン、ホトトギス、 

ジャコウソウ 

ジャコウソウは花の香りをかいでも、葉を 

もんでも麝香
じゃこう

の香りはしませんでした。なぜ

ジャコウソウと名がついたのでしょうか？ 

＊動物 ：オオキンカメムシ、キクガシラコウモリ、キョン（声） 

 

注）キョン： シカ科 ホエジカ属の小形のシカでもともと中国東部や台湾に生息して本来、日

本にはいない動物である。千葉県のキョンは１９８０年前後に南房総の観光施設か

ら逃げ出したものと言われ、４０００頭はいるものと推定されている。特定外来生

物で有害獣駆除を行っている。 

 

 

ウスタケ 
オオキンカメムシ ツルニンジン 

トンネルでコウモリを発見 

タマゴタケ 
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11月度 （１）ボランティア活動・参加者募集 
～クラフト・下敷き作り～ 

秋の一般公開その他のお土産用として準備するクラフトおよび演習林の紅葉や植物の一

覧写真の下敷きつくりを行います。下敷きは今年の春につくったものと同じで秋バージョ

ンです。自分のつくった作品をものを持ち帰ることもできますので、興味があり、時間の

都合のつく会員の参加をお願いします。 

日  時  平成22 年11 月17 日（水） （日帰り） 

集  合  清澄作業所  9：00 

解  散         16：00 頃 

内  容  ＊演習林内で集めた木の実や枝などの材料を使ってのクラフトつくり 

（木の実や木の枝を使った根付け） 

＊下敷き用写真の題目ラベル貼りとラッピング作業 

場  所  清澄宿舎和室または講義室 

人  数  制限なし。 

参 加 費  なし。 

持 ち 物  弁当、多少汚れてもよい服装、 

タオルなど 

雨 天 時  余程の荒天でなければ実施します。 

受付期間  ～11 月15 日（月） 

申込方法  電話、FAX、E-Mail のいずれかで 

申込みください。 

申込み・問い合わせ先 

      千葉演習林ボランティア会 Abies  

事務局  石川輝雄宛 

 

  

このような下敷きを作ります 
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１１月度（２）ボランティア活動・参加者募集 
～秋の一般公開サポート～ 

秋の一般公開には、毎年数多くの方が紅葉に囲まれた渓谷沿

いの自然を楽しみに来られます。皆様のサポートをお願いしま

す。今年は金曜日と土曜日の４日間となります。 

日  時  平成22 年11 月26 日（金）、27 日（土） 

           12 月3 日（金）、4 日（土） （各日帰り） 

集  合  ①天津事務所 7：10  ②清澄作業所 7：30 

③君津市折木沢地先黒滝ゲート手前の加勢林道入口 8：30  

※ 車で加勢林道に集合する場合、車を奥の小屋ノ沢に移動しますので 

遅れないようにお越しください。 

解  散  黒滝ゲート 16：30 頃、清澄作業所 17：00 頃、天津事務所 17：20 頃 

内  容  ・受付（販売物の販売、チラシの配布、入林者のカウント） ・マナー指導 

・ゴミ拾い  など････ 

人  数  1 日あたり 6 名程度 希望者が多い日はこちらで調整させてもらいます。 

持 ち 物  防寒具（とても寒いです）、カイロ、昼食、飲み物、傘、会員証など 

雨 天 時  雨天の場合は入林者が少なくなりますので、職員のみの対応となります。天

気予報により、一般公開が中止の場合は前日の午後 8時までに参加予定者に

連絡をします。（荒天でない限り公開はします。） 

受付期間  ～11 月20 日（土） 

そ の 他    参加人数が多いので、日毎のリーダーを決めます。リーダーに指名された 

方は人員配置（場所と時間の配置）、初参加者のコース解説、その他調整役を

お願いします。 

申込方法  FAX、E-mail のいずれかでお申込下さい。 

      参加日および集合場所を記入の上申し込みください。 

申込、お問い合わせ先 

千葉演習林ボランティア会 Abies 事務局 
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１１月度（３）ボランティア活動・募集案内 

～演習林・猪ノ川渓谷ガイド～ 
 

クラブツーリズム主催のツアー（横浜地区）について有償ガイドを行います。 

出来れば当日説明できる方を希望しますが、事務局が 1名付きますので説明なしの補助

参加でもかまいません。 

説明のためコースの事前勉強を希望する方については、一般公開のときに時間をとりま

すので申し出てください。 

日  時  平成22 年11 月28 日（日） 

 

内  容  長崎十字路→猪ノ川林道→郷台作業所の往復で演習林の見どころを解説す

る。（紅葉を楽しむのが主目的と思われるのであまり細かい説明はしません。） 

 

集  合  別途決まり次第、参加者に連絡します。 

 

定  員  1～2 名 

 

持 ち 物  筆記用具、弁当、野外作業ができる服装、靴（登山靴などしっかりしたもの

や地下足袋）、タオル、雨具、リュック、保険証のコピー、会員証など 

 

雨 天 時  状況により対応 

 

受付期間  ～11 月20 日（土） 

 

申込方法  ・電話、FAX、E-Mail のいずれかで申込みください。 

 

そ の 他    ツアーの申込人員が少ない場合に中止になることがあります。その時は連絡

しますのでご承知おきください。 

      

 

申込み・問い合わせ先 

千葉演習林ボランティア会 Abies 事務局 石川 輝雄宛 

 

======================================================================== 

  千葉演習林ボランティア会 Abies 通信  

＊事務局  〒264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台 ３－１－２－１０２  

            TEL/FAX：043-251-1390        石川 輝雄 

  ＊東京大学千葉演習林 〒299-5503 千葉県鴨川市天津 770 

             TEL:04-7094-0621 FAX:04-7094-2321 


