
  

 
   

２０２２年４月１日 新治市民の森愛護会・広報部 第８９号 

http://niiharu.la.coocan.jp 
 

                🌺春本番！新年度のスタートです！ 
 

 

 
 

■４／８（金）、９（土）、１０（日）横浜市スプリングフェアに参加予定 
    場所：山下公園 お祭り広場 

    森の恵みコーナーに愛護会の工房作品、各倶楽部の作品を展示販売します。 

    工房、各倶楽部の担当者・有志の方々の参加をお願いします 

 

■５／８（日）こども森の日春祭り開催予定 
時間：９：３０より 場所：いけぶち広場周辺 

    竹細工、草木染、しいたけのほだ木作り等を予定しています。 

    会員の皆さんのお手伝いをお願いします。 

 

■５／２１（土）愛護会 定期総会を開催 
時間：１３：００より 場所：新治自治会館（予定） 

2021 年度の活動の振り返りと 2022 年度活動方針の決定 

会員の皆さんの積極的な出席と活発な意見交換をお願いします。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度から、定例活動の開始時間が通年９：００からとなります！ 
（※12 月～3 月の冬時間が無くなります） 

会員の皆さん、お間違いのないように！ 

 

《新会員の紹介》 皆さん宜しくお願いします！ 

 
 ☆土志田啓子（どしだけいこ）さん 緑区長津田在住  会員佐竹さんからの紹介で             
☆塩田伸広（しおたのぶひろ）さん 緑区青砥町在住  古希を機会にボランティア活動に 

☆梅田紗代（うめださよ）さん   都筑区平台在住  森林・林業に興味があるので 

☆吉川浩（よしかわひろし）さん  青葉区青葉台在住 愛護会に入りたい 

☆福田和花（ふくだのどか）さん  緑区西八朔町在住 卒論研究の為に  



 

 ～寒さに負けず頑張りました！ 
 

【新治ラリーに参加しました】 
 

 １２月７日火曜日午前、新治小学校の全校生徒が参加する恒例の「新治ラリー」が開催されました。愛護

会からは１２名が参加しました。 

 みはらし広場・いけぶち広場・里山交流センター・神明下公園・新治町公園・メダカ広場の各ポイントが

あり、その中の３個のポイントをまわる A～F までの６のルートがあります。一年生から６年生までの各学

年を、各ルート別の６グループに分けてまわります。 

 各グループは６年生がリーダーとなり、引率の先生・愛護会員・支援員さん達とコースを歩き、各ポイン

トでは高学年（5・6 年生）の生徒の考えたゲームをしたり笹舟を流したりしました。  

 私は B グループでした。コースは新治町公園・みはらし広場・メダカ広場です。各グループに名札の色が

あり B グループは緑色です。鳥の絵をパウチし緑のリボンのついた立派な名札と、コースをマークした地図

の書かれたパンフレットをもらいました。グループ名は「新治たんけんたい」グループの目当ては「他学年

と仲良くし、新治の自然とふれ合う」と書いてありました。一年生にも分かるように漢字にはふりがながふ

ってあります。校庭に集合して「出発の会」があり、そのあと各グループ別に歩きはじめました。 

 B グループは急坂を登って新治町公園で、「色鬼」をして遊びました。「色鬼」は鬼ごっこで、ひとつの色

を決めてその色の物につかまっていれば、鬼は捕まえることができません。全学年で楽しく遊んだあとは里

山交流センターでトイレ休憩して、B２から山道に入りました。油窪あたりの坂道を一年生の生徒が一生懸

命歩いていました。みはらし広場では、五年生の考えた「新治ビンゴ」をしました。４×４のマスに「くも

のす」「おちば」「きのみ」「むし」など森の中にありそうなものが書いてあります。縦横斜めのいずれか揃

えばビンゴです。ビンゴの終わるころ小雨がぱらついてきました。工房の屋根の下でしばらく雨宿りしてい

ました。幸いほどなく小雨があがり、A６～A２を通り油窪を登り向山の急坂を下り、隈笹の斜面におりま

した。 

 隈笹の群生する斜面をおりたところで、小学生からリクエストのあった竹と笹の話をしました。・隈笹の

特徴・竹と笹の違い・竹の葉の抗菌作用・竹の葉の散る季節など野田副会長の書かれている「森の不思議な

力」で読んでいたことをベースに話をしました。そのあと隈笹の葉をとって、メダカ広場で笹舟を流して遊

びました。流れてゆくのもの、途中で引っかかるもの、淀みに動かなくなるものがあり、子供達は喜んでい

ました。小学校に戻り「終わりの会」で無事「新治ラリー」は終了しました。 

 今回感じたことは、「新治ラリー」が小規模な新治小学校の特性をいかした素晴らしい行事であるという

ことです。１１月１２日午後に、６年生と引率の先生愛護会員とで下見に行きました。６年生は一ヶ月たら

ずで、パンフレットや名札を作ったりコースを再検討したり準備を整え、当日は低学年の生徒を見守るリー

ダーシップを発揮しました。 

下見の時から先生は、生徒自信の自主性を尊重して生徒自ら考える力を養うことに重点をおかれ、あまり口

出しはしませんでした。そうした中で生徒が主体となった行事となっているとの印象を受けました。 

新治小学校の伝統行事である「新治ラリー」が将来も受け継がれることを、そして生徒達は身近な里山の新

治の森で遊んだ半日が楽しい思い出となってくれることを願っています。 

（文責・横内） 

 

 



 

 

【新治小 4 年生出前工作（授業）活動報告】 
 

新治小学校 4 年生 36 名が先月（12/10）竹切体験（真竹 G・笹

竹 G・孟宗竹 G）活動を行い、この続きとして出前工作体験が 1

月 12 日（水）いけぶち広場で竹炭作り体験班と竹工作班（マ

イ箸作り）の 2 班に分かれて、交互に愛護会スタッフ指導で実

施されました。竹工作班は笠原リーダー説明、指導後、カッタ

ーとヤスリを使用しての作業で、ナイフの使い方が上手く行か

ない生徒もいましたが、自分で工作した竹マイ箸を喜んで持ち

帰りました。 

竹炭作り体験班は石川リーダーが竹炭の出来る迄の工程と利用

方法の説明・質疑応答の後、竹炭サイズの竹切りと、ナタを使

って割った孟宗竹の節取り体験を実施。ナタが重いので、怪我のない様に注意したスタッフ指導での作業で

した。両班とも皆楽しみながらの体験でした。怪我・事故もなく終了し、最後に質疑応答があり、先生より

“まだ竹工作がやりたい人”との問いに殆どの生徒がまだ竹工作したいとの事でしたが、時間がなくなった

ので 12 時少し前に学校に帰りました。      

愛護会スタッフ・リーダーの皆様お疲れ様でした。 

 

 

【シュタイナー学園 7 年生ボランティア活動体験】 
 

シュタイナー学園 7 年生（中学 1 年生）20 名、先生 2 名のボ

ランティア活動体験が 1 月 19 日（水）にいけぶち広場

（9:30-11:30）でありました。今回は竹炭作り体験ボランティ

ア活動で炭焼き小屋前に集合して、早朝から炭焼き窯には、今

日の炭焼き体験の為に既に火が入っていたので、煙の出ている

窯の前で炭焼きクラブ代表の石川さんより竹炭の出来る迄の

工程と利用方法（竹炭・竹酢液等）の説明を行ない、質疑応答

の後、ナタを使用して竹の節取り体験とノコギリで竹炭サイズ

の竹切り体験を実施。中学生だけあって、ナタやノコギリの使

い方はスムーズで、まだまだ沢山体験したかった生徒が多数で

した。（怪我・事故もなく終了しました。） 

愛護会スタッフ・リーダーお疲れ様でした。 

  
                                       

みんなの森を守ろう 「のの花カルテ」の制作  
  

いったい新治の森には、どのくらいの植物が生育しているのでしょうか？ 
 

愛護会と NPO 法人よこはま里山研究所で制作された「新治の［花歴］2004」によれば、愛護会の先輩仲

間たちの観察で作られたこの冊子に 513 種（イネ科を除く）の植物が掲載され。また、2011 年にやはり愛

護会から発刊された「横浜 新治 花と実の写真集」には 507 種の植物が載っています。実際にはこれ以

上の植物が見られる可能性もありますが、普段私達は森に通っていても、こんなに沢山の植物を認識するこ

とはできません。 

しかし、皆様は森の豊かさを日々の活動の中で実感されているのではないでしょうか？ 

今回、中でも貴重な植物に目を向けこれを保護し次代に繋げていく森づくりの為に、情報共有しようと作ら

れたのが、この「のの花カルテ」及びルート別の表です。 

 （※次項に続きます） 

 



園路管理作業の参考にしやすいように、植物の芽出しの時期、花時、実の時、花の特徴、管理上の注意点

などを記載したリストと、ルート別の表を付けています。 

実際作業していると刈り取るべき草か、残したい植物かを判別するのが難しい場面も多々あると思います。

そんな時、予め、作業予定地域にどんな貴重な植物があるかを確認して頂けます。リストには長年の観察に

より、新治の地域特性や貴重性などを考え 30 種の植物を載せました。このリストは作って終わりではなく、

これからも利用の仕方や環境の変化を踏まえ更新していく必要があります。 

これらは、2021 年夏より約半年かけ、愛護会有志（仲田、舟山、川本、大澗）と、にいはる里山交流セ

ンターに所属する自然観察インタープリター部会（飯田、平井、竹口、牧野、大泉）の方々、更に研究者の

北川淑子先生の協力を得て、にいはる里山交流センターの吉武さんの協力のもとに編集されました。 

「のの花カルテによせて」と原稿を頂いた、県立生命の星・地球博物館名誉館員で新治に縁の深い、勝山

輝男様のことば「あるものは人の手が加わることにより失われ、あるものは手入れが行われなくなって失わ

れます。自然と人為のバランスが良好に保たれることが重要です。」を忘れないように、より良い愛護会活

動の為にお役立ていただけますよう、皆様のご協力をよろしくお願いたします。      

（大澗雅子 記） 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

作業リーダーが語る 作業たより  ～｟クマザサの谷の保全管理｠  花岡尚之 記 

 
新治小近くの向山入口から森に入ると小さな谷でクマザサが

杉林の林床を一面に覆っています。 

これは愛護会がクマザサ原を復元した結果です。 

以前にパトロールのとき先輩が、開園当時はもっとクマザサが

密に生えていたものですよ、と嘆いていました。森の入口とし

て来園者を歓迎する魅力になりえると感じられました。そこで

林床を明るくするためにシラカシの高木を数本、横浜市に伐採

していただきました。また、谷の入口が観護寺からのマダケの

侵入で暗く閉塞していましたので、これもすべて伐採し、元の

栗林を復元して交流センターの広場とつながりのある草地にし

ました。 

その後、台風被害でスギが数本、倒されて林床がさらに明るくなり、カラスウリがクマザサを覆うなど成

長する植物が増えて管理の手間が増えています。谷奥からモウソウチクが侵入してくるのでタケノコの伐倒

も春に必須です。 

さて、保全管理の現状です。向山入口からの土手にはイチリンソウ、ニリンソウ、ツクバトリカブトが生

えるので発芽まえの草刈りを 2 月初旬まで実施します。栗林の草地にはニリンソウとイヌショウマが園路沿

いに見られるので同じ時期に草刈りします。栗林では 7 月の草刈も必要に応じて実施します。 

クマザサは冬の寒さにあって葉の両側が枯れ込んで隈になるので名前が付いています。一方で 2 月には新

芽が伸びだします。つまり冬に観賞価値が高くなってすぐに剪定時期である 2 月を迎えます。園路に沿って

歩行を妨げない高さに成長が留まるように剪定するわけですが、その過不足にはなかなか難しいものがあり

ます。 

これらの保全管理によって向山入口の利用者が増えたか、定量的な評価はできませんが作業をしていて歩

行者を見かけることが多いですから、開放的な入口は成功だろうと自認しています。これまでの数年にわた

る作業に参加していただいた皆さんに感謝しています。また、会員各位にも鑑賞していただけたら幸いです。 

 

 

 市民の森への来訪者の方々へ 

森内での生物や植物の採取は、絶対にやめて下さい。 

いつまでも貴重な自然を大切に！ 

皆さん宜しくお願い致します。 

 



 

 

 

 

 

去る２月２０日９５歳で亡くなられた仲丸平八前

会長を偲んで、会員有志の方々から在りし日の仲丸

様との思い出を語ってもらいました。 
 

 逝去された仲丸様は、初代愛護会の会長で、地権者の代

表として新治市民の森の開園や愛護会の設立に多大な貢

献をされた方でした。２０１３年に会長職を大川現会長に

譲られるまで、愛護会の顔として会を牽引して来られまし

た。 引退後は、御高齢の為ご自宅で静養されていました

が、一昨年に愛護会２０周年記念誌のインタビューを快く

受けて頂き、新治の歴史や森（自然）に対する思いを熱く

語って頂きました。 

 

 

 

新治市民の森愛護会 初代会長仲丸平八様への思い出  ～ 大川浩司 

 

私はこの新治町の地に移り住んでから、新治町自治会役員、新治市民の森愛護会役員と仲丸平八初代会長

とは三十年以上ものお付き合いご指導いただき数え切れない程の思い出があります。私の新治町自治会役員

時代会長に聞いた話では、昔町内会の祭りには男女問わず踊りを踊りまくりそれでも踊り足りないとよその

町まで踊りに出かけたとか自分自身踊りながら話してくれ、また新治町の戸数が少なく道も狭く、お神輿を

担ぐには田んぼの畔道を歩いたとか、写真を見せて話してくれました それから新治の森を牛で馬車を引い

て歩いたとか、今の世では考えられない昔話しを色々としてくれました。 

仲丸平八初代会長は森の地権者と市側との間に立ち大変お世話になり新治が無事に市民の森になったの

はひとえに仲丸初代会長のご尽力によるものと思います。 また、新治市民の森愛護会設立にもご尽力下さ

いました方です。  

開園後 横浜市副市長他数人と一般市民の皆さん、茅ヶ崎市役所からバス一台、東洋英和大学在学中の娘

さんの紹介で、千葉市役所に務めるお父さんの関係のバ

ス一台來森等々、多くの団体を初代会長と案内をしまし

た。 

中でも一番愉快であったのは、私が一人で森をパトロー

ル中、初代仲丸会長と、緑区長他六人の職員が森を視察

の中出会った時のことです。当時の緑区長は、国定忠治

で知られる群馬県赤城山のふもとの生まれ。山の事はよ

く知っていて群馬弁で話し、初代会長は新治弁で話し、

互いに漫才をしているみたいで皆さん大笑いしながら視

察は終えたのですが、あとで初代会長に「区長とは前か

らの友達ですか？」と聞いところ、「今日初めて会ったと

ころだよ」と、またビックリ。初代会長は緑区区長会 会

長を長期にわたり努めており役所にも知られた方でした。 

まだまだ数多く思い出はありますが後日にて。 

 

 

                       

          

 

         

 

 

仲丸平八前会長を偲んで・・・・ 

 やまんめ山  おんばく山 百久保  鎌立の奥  丸山 

籠場    池ぶち  百久保  平台  

 

へぼそ   検見坂  常見谷戸 九遠分 むじな谷戸 



 

爆笑☺ 仲丸さんとの思い出  ～ 近藤良子 

 

愛護会ができて比較的早い時期に、仲丸氏の案内で森を皆で歩き、帰

り道に「これは畑シメジだ」と（仲丸氏に）教えていただき、皆で沢山

持ち帰り、反省会の場所の新治自治会館で味噌汁にしようとしたら、茄

子を入れた方が良いと言われ、誰かが茄子を調達しましたが、私は内心

ドキドキでいただきました。後で実は、仲丸氏も初めての試食だったと

聞かされて、一同ビックリ！大川さんも救急車が自治会館の前に並ぶの

ではと、やはり内心ドキドキだったと後でお聞きしましたが、大笑いで

した。 忘れられない仲丸氏との思い出です。  

ご冥福を心からお祈りします。 

 

 

いとしの仲丸さんとの思い出  ～ 松田勝正 

 

私が仲丸さんとはじめて出会ったのは、今から 22 年程前、愛護会

立ち上げ前の横浜市が開催した講習会の時だろうか。甲高い声で、新

治の森の窮状を必死に訴えておられていたのを覚えている。でも未だ

その当時は、新治だけが、開発に乗り遅れてしまった悔しさも時々話

しの端々に滲ませていました。地権者の人達から見れば先祖伝来の土

地への愛着と同時に、複雑な気持ちがあったのでしよう... しかし

我々会員たちが素人ながら、一生懸命森の手入れに勤しむと、目を細

めながら「精が出るねー」と喜んでくれました。最初の頃はよく作業

の指導もしてくれました。中途半端な出来栄えだと「お前達何やって

んのよー」と、はっきりと叱られました。でも最後は、いつも目を細

められて、「みんな熱心だねー」と褒めてくれました。作業後や役員会の合間に、新治の森について色々な

事を話してくれました。地名の由来、歴史、地権者の人となり等々、話し上手も相まって、どの話しも興味

が尽きませんでした。  

仲丸さん、もしもタイムマシンで昔に行けたのなら、曲り坂を一緒に牛車を押して登ってみたいです！ 

さようなら！仲丸さん、安らかにお眠り下さい。 

 

 

お疲れ様でした 仲丸さんとの思い出  ～ 荒井晃 

 

新治町の地元の人から平（へい）ちゃんの愛称で呼ばれてきた

仲丸さん、永らく地域活動に関わって頂き、地域の発展にご尽力

されて感謝致します。新治町自治会の会長を２８年もの永きにわ

たり就かれ、新治町の隅々まで熟知し、新治市民の森には設立前

の準備段階から関わり、地名、由来を織り込んだ地図に反映され、

呼び名は今も皆に親しまれています。 

シンボルタワーの字を残し、発足当初、定例作業では道具の使い

方で「おめいらなっちゃいねーな」と言われ、丁寧にご指導下さ

いました。市との調整でも臆することなくものを云っており、逞

しく感じていました。茶揉みのイベントの発足も楽しかったです。 

自然に対する探究心と森を大切にする気概は、ご努力の甲斐あ

って、今では新治町は多くの人に知られ、特に新治市民の森を含

む谷戸地区は新治町の中心地になっています。豊かな自然が残り、訪れる人の癒しの場になっていることは、

発足当初では想像できなかったことでした。 

ご家族の多大なご支援を得て、長く多方面にわたって活動され、誠にお疲れ様でした。 

どうか安らかにお眠りください。ご冥福をお祈り致します。 


