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花の色と扇状の葉から「檜扇」と名付けられている。
日当たりの良い山地の草原に生息する多年草。葉の長さ 30 ～ 60cm、
花茎の高さ 0.6 ～ 1m、

万葉集 4500 首中、ヌバタマを歌った歌

直径 3 ～ 4cm の花が 8 月に咲き、種子は 5mm 程の球状で秋に熟す。

は 80 首ある。いにしえの人には身近な

この種子は黒く光沢があり、あまりにも黒いので、
「ヌバタマ」
「ウバタマ」

植物だったのだろうか

と呼ばれ、古来より「夜」「黒」の枕詞として使われてきた。

・ぬばたまの黒髪濡れて淡雪の

梅ノ木平の国有林では西尾根の一ｹ所に数株残るだけで貴重な生育地と
なっている。東京都のレッドデータブック評価ランクは絶滅危惧Ⅰ B 類
〔EN〕に指定されている。

降るにや来ますここだ恋ふれば （3805）
・ぬばたまの夜渡る月のさやけくは
よく見てましを君が姿を （3007）

地に直接落ちた種子からの発芽が難しい（種子の黒い表皮が水分を含ま
ないとはがれにくいため）のでグリーン倶楽部では、プランターで発芽
させ生育地に移植することで保護している。
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「初心者のための森づくり体験会 2020」～秋の森～
2020 年 9 月 19 日（土）

道づくり・除伐・植樹を初めて体験

楽しかった !!

松田 昭郎

森林 ボランティアの全国ネット「森づくりフォーラム」
主催の公募イベントで、今年で 4 年目。

10人 が応募で参加。支援の会員も 10 名が参加。セン
ターの裏の尾根を中心とした国有林で午前中「道づくり」
と「除伐作業」
、午後からは「植樹作業」を体験してもら
いました。

ここ はスギ・ヒノキの造林地ですが、長い間放置され
ていたためツルや常緑広葉樹が繁茂し、成長が阻害され、
当倶楽部が針広混交の風景林として整備していこうとし
ているところです。今回の参加者の多くは本格的な造林
地での作業は初めていうことで、初めは足場の悪い斜面

参加者からのアンケート結果

に踏み入ることもままならず戸惑っていましたが、スタッ

◇アットホームな雰囲気で楽しく体験させて頂きました。

フの指導ですぐに慣れあらかじめ刈り払っておいた長さ

（A さん）

60 メートルほどの作業路をノコやクワを使いながら

◇スタッフのみなさんがやさしく丁寧に教えていただい

1 時間ほどかけて仕上げました。続く除伐作業では、立

たので、良かったです。（B さん）

ちはだかる藪の中に潜り込んで、夏の間に伸びたツルや

◇森のことをもっと知りたいと思いました。また機会が

雑木の整理にあたりましたが、作業の後を振り返りなが

あったら参加したいです。（C さん）

ら林間に陽射しが戻ったのを見て感動していました。

◇自然の中であっという間に時が過ぎました。あらゆる

尾根筋 で昼食の後、2 班に分かれて「トチ」と「ヤマ

段取りや片付けをしていただき、楽しませていただき

グリ」の苗 20 本ずつを、あらかじめ用意しておいた植

ました。ありがとうございました。（D さん家族 3 人）
◇東京の森林は、多くのボランティアの活動で維持され

栽地に植えましたが、急な斜面でクワを振り下ろす慣れ

ているのだなと感じました。地方の森にも足を運んで

ない作業にも関わらず参加者たちは小さな苗をいたわる

みたいと思います。（E さん）

様に丁寧に植え、無事な成長を願っていました。

◇高尾グリーン倶楽部の皆さんボランティア精神にあふ
れ、気分の良い催しでした。（F さん）
◇ありがとうございました。（G さん）

コロナ禍の中での短い時間の体
験でしたが、久しぶりに汗を流
した参加者の皆さんは、植物の
成長のしたたかさや山の作業の
大変さと大切さ、楽しさを改め
て感じていたようでした。
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探してみよう ! 高尾グリーンセンター周辺の樹木

小池 鉄男

私たちは、高尾グリーンセンター周辺の国有林、民有林の除間伐を行い、針葉樹と広葉樹の混じり
合った景観林をめざし活動しています。過去の一時期に、スギヒノキを中心に植栽されたこの地域
の森は、放っておくと常緑樹がさらに侵入し、藪化し暗い森になってしまいます。多様性も乏しく
なってしまいます。活動の見通しをもって、森を観察し、どのような樹種が生えているかを記録し
ていくことは大切です。「この木何の木？」の視点を、いつももっていると、山や森に対する親し
みがさらに深くなるものです。

■さて、センター周辺の樹木 その一 です

カゴノキ（鹿子の木）（クスノキ科ハマビワ属）
センターの隣を流れる榎窪沢を少し上流に
歩くと東屋（休憩所）がありますが、その
30 ｍほど上流の右岸に、少し元気がない
のですが、カゴノキがあります。葉をみる
とタブノキに似ています。左岸にも、もっ
と太いカゴノキがあったのですが、昨年の大型台風で倒れました。
樹皮が剥がれ落ちて、まだら模様になり、白い斑点がシカの子の模様
に似ているので「鹿子」の名前があります。この地域には少ないので
すが、高尾日影沢方面やいろはの森で若い木をよく見かけます。雌雄
異株です。若い枝は濃い茶色（タブノキは緑色）で見分けられます。
小仏バス終点から 5 分ほど歩くと宝珠寺がありますが、ここにカゴノ
キの巨木があります。東京都の天然記念物に指定されています。セン
ター周辺のアラカシやアオキは除伐しても、カゴノキは残して大きく
育てていきましょう。

■その二

ミツバウツギ（ミツバウツギ科ミツバウツギ属）
やはり、センターの榎窪沢筋を観察すると、ミツバウツギを見つける
ことができます。日当たりの良いところを好みます。葉は三出複葉と
言って、一つの葉が三つの小葉にわかれています。春から初夏にかけ
て咲く白い花はウツギ（アジサイ科）に似ていますが、仲間ではあり
ません。白く香りのよい花は完全に開かない形で訪れる昆虫の種類を
制限していると言われます。果実はデカパン（太めの下着）がたくさ
んほしてあるようでユニークです。若芽は山菜として食べられます
（あえ物、卵とじ、まぜご飯など）。来春は摘み取ってみんなで食して
みましょう。
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高尾グリーン倶楽部 10年 の歩み
高尾グリーン倶楽部は、昨年 11 月で丸 10 年を迎えました。10 年の節目に機関紙「薫風」を発行する
ことにしましたが、これまで 10 年の動きを簡単に年表風に振り返っておきたいと思います。（龍）
2008（平成 20）年度
6/18 （社）全国林業改良普及協会より高尾グリーンセン
ター受託管理の意向打診
8/14

梅ノ木平林道 4 橋の永久橋化へ東京神奈川森林管理

署が改修工事着工
8/29

八王子淺川地区に集中豪雨。山地崩壊と榎窪川の土

砂堆積被害で工事中断
河川復旧工事で八王子市と署が協議
9/1

新たなグループを立ち上げて管理受託の受け皿づくり

を模索。当面、暫定的に個人の資格でセンターの受託運
営を行なうことで合意。

5/26

第 1 回定時総会

6/10

緑の募金公募事業応募申請→ 9/1 承認、1,126 千円

事業名：「青年の山の整備活動と作業体験を通じた普及啓
発」（以後毎年）
6/25

全林協と「高尾青年の山」の森林整備に関する覚書

の締結
8/28 ～ 29

都立工芸高校 2 年生インテリア科の生徒が森

林整備活動（以後毎年）
11/1

梅ノ木平林道橋梁工事完成。車道の供用再開とグリー

ンセンター通常営業の開始
2/24

施設環境整備：外壁ペンキ塗り、薪ストーブ設置

2009（平成 21）年度
10/1

第 1、第 2 橋の工事が完了。東電による復旧工事で

電気 ･ 電話が通じて、徒歩利用が可能となる。
10/15

高尾グリーンセンターパンフレット作成
2011（平成 23）年度

高尾グリーン倶楽部設立発起人会の開催案内（世

話人 : 龍）
11/2

ソリウッド KK 部分林間伐着手

施設環境整備：1 階倉庫壁工、内装工、バーベキュー薪置場
完成、6/26

発起人会に続いて高尾グリーン倶楽部設立総会を開

単管足場設置ペンキ塗り、9/27

チェーン

ソー小屋完成

催（新宿美禄亭）
。高尾グリーン倶楽部規約を制定。活動

11/25

内容：1 森林整備活動の実施、2 森林体験教育、森林ツー

3/21

253 に小班の間伐木購入申請→購入手続き
シイタケ駒打ち

リズム等の開催、3 森林研修施設等の運営受託、4 木工
品の製作販売その他関連する事業。

2012（平成 24）年度

発足時の会員名簿 23 人。役員の選任、代表 : 戸澤、事務局長 :

4/21

東内、監事 : 江口、運営委員 :12 名。

5/6

全林協と「高尾グリーンセンター管理委託契約」を

締結。「グリーンセンターの経費分担について」覚書締結。
3/10

八王子市の依頼を受け、署が堆積土砂の撤去、第 3、

第 4 木橋の永久橋への架け替え工事を再開。

2010（平成 22）年度
4/1

第 3 回定時総会。規約改正 : 新たに副代表 1 名を置く。

定例作業日を第 1 日曜日に変更

事業計画、予算等を採択。定例作業日：第 4 土曜日。
11/5

林野庁業務課家族会第 1 回間伐体験

7/28

センター柵工、看板架け替え

10/3

KDDI 森 林 保 全 活 動 森 林 生 態 調 査 受 託、10/23

KDDI と共同植生調査
11/13

KDDI と森林保全活動に関する覚書を締結

12/20

国土交通省相武事務所による旧井戸掘り下げ試掘

工事→水量不足が判明

国有林内の体験林業申請→承認（以後毎年区域を拡充

して申請）

3/3
3/22
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252 は小班に木馬道モデル設置
KDDI 森林保全活動森林生態系調査報告書第 1 報

10/6 ～ 12/28

署が間伐事業生産請負事業で国有林 253、

254 林班約 20ha を伐採、搬出。
12/24

支障木として購入したスギ 9 本を請負業者に譲渡

3/25

KDDI 森林生態系調査報告書第 4 報

2016（平成 28）年度
4/1

国有林内の体験林業のフィールドを梅ノ木平国有林全

域に拡大
4/29 ～ 30
7/1

5/5

第 4 回定時総会

11/10 ～ 11

国土緑化推進機構秋合宿研修会

11/19 ～ 20

チーサンズ山の会間伐体験第 1 回

代表 : 江口、副代表 : 龍、事務局長 : 馬場、監事 : 東内
5/16

相武事務所が代替措置として給水車による給水を開

2017（平成 29）年度
5/5

始（以後毎週）
6/1
9/30

緑の募金公募事業承認：「南高尾風景林の森づくりと

森林体験スクール事業」

木馬道モデル設置

2013 年（平成 25）年度

日本山岳会埼玉支部森づくり研修（以後毎年）

第 8 回定時総会。規約改定：「関連する場所での森林

整備活動と付帯する事業」を追加。

KDDI 第 1 回森林保全活動（以後毎年 3 回）

7/13 ～ 21

KDDI 森林保全活動間伐作業受託

の森展示林造成事業」を継承して第 7 回植樹ツアーを実

10/2 （財）宝くじ協会に施設改築補助申請
2/15

八王子市豪雪被害、折損木、電線被災

3/25

KDDI 森林生態系調査報告書第 2 報

高尾の森づくりの会から「日本－ラオス友好

施。1/28 ～ 2
10/6 ～

第 4 回ラオス間伐ツアー。

安全技術 ･ 技能推進会議チェーンソー研修会

相武事務所による新井戸ボーリング、掘削工、配管工。

2018（平成 30）年度

高尾グリーンセンターホームページ立ち上げ。

7/15 ～

ラオス植樹ツアー、1/27 ～

11/23 ～ 24

間伐ツアー

木産木流課山の合宿第 1 回

2014 年（平成 26）年度

1/6

18 年度第 4 回運営委員会。当面の役割分担。

4/1 宝くじ協会助成金支出決定。センター改築工事
（屋根工、

2/2

森づくりフォーラム「初心者のための森づくり体験会」

壁工、集会室床工、張り出し、炊事室 ･ トイレ ･ 風呂場工

2019（令和元）年度

事）→ 7 月完成
4/28

新井戸掘削 ･ 関連工事完成、相武事務所より引渡し

5/5

第 10 回定時総会。事務局チーム、作業班等設定。

5/13 ～ 18

ラオス JICA プロジェクト現地調査

5/22

署とふれあいの森づくりに係る協定を締結

5/29

ふれあいの森における「南高尾風景林」の森林づく

り活動全体計画申請→承認
7/25 ～第 9 回ラオス植樹ツアー、
1/26 ～第 6 回間伐ツアー
10/11

台風 19 号被災、10/23 署が林道土砂除去作業

11/2

KDDI 森林保全活動で 0.2ha の植樹を実施

11/2

高尾グリーン倶楽部会報「薫風」創刊号発行

12/21

創立 10 周年を祝う会を開催（グリーンセンター）

2020（令和 2）年度
12/7

KDDI 産学連携事業で工芸高校生徒が制作したベン

新型コロナウイルス感染症拡大で移動自粛要請
→ 4 月、5 月の定例活動は自主活動とする。

チを東京都施設に設置、福祉施設福寿園に寄贈

2015（平成 27）年度
3/25
5/3
8/12

6/7

定例作業を再開。第 11 回定時総会。

7/1

緑の募金公募事業承認：「みんなで集う多様で豊かな

森づくり活動」

KDDI 森林生態系調査報告書第 3 報
第 6 回総会

代表 : 龍、事務局長 : 馬場、監事 : 川久保

薬王院山林の間伐。

7/23

チェーンソー特別教育補講

8/11

作業小屋兼資材置き場設置計画を署に申請

→ 8/27 承認

栗原山、佐藤山、杉田山の間伐実施
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持続可能な森林資源を循環利用して
森と林業と山村を元気に !!
◆日本の森林資源の現状

◆林業・木材産業の課題

日本は世界有数の森林国だということをご存じですか。

人工林の半数以上が本格的な利用期を迎えている中で、

森林面積は国土の３分の２に当たる約 2,500 万 ha、森

この豊富な森林資源を「伐って、使って、植える」といっ

林率は 68.5％と OECD 諸国（加盟 34 カ国）でフィンラ

た形で循環利用を確立させていくことが課題です。

ンドに次いで 2 番目です。

このため、国産材の安定供給体制の構築とその需要拡大
を図ることが不可欠であり、同時に、川上から川下まで
一貫したコスト縮減が必要です。

◆木材の需要拡大・利用促進
現在、我が国の 4 階建て以上の中高層建築物及び低層の
非住宅建築では殆ど木材が使われていません。

戦後に造林した人工林を中心に、蓄積は毎年約７千万ｍ３

これらの分野でも木造化を進めていくため、CLT(Cross

増加し、現在は約 52 億ｍ３ と半世紀で約 3 倍に増加し

Laminated Timber) や木質系耐火部材の開発等が行わ

ています。

れ、今日では、中高層建築物等における木材利用が進み
つつあります。

積層接着

スギのＣＬＴ

ＣＬＴ ・ 木質耐火部材を使用した
10 階建てマンション（2019 年竣工）

（宮城県仙台市）

一方、日本の木材総需要量は約８千万ｍ ３（丸太換算）

今後とも、こうした取組を加速化し、国産材の循環利用

で自給率は 36.6％と、国内資源をもっと有効に利用する

を推進し、日本の森と林業と山村を元気にしていくこと

ことが求められています。

が期待されています。
（ 猪島 ）
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歓迎 ‼ 屈強の若者仲間入り
トレイルランニングで高尾グリーンセンターを利用して
いた皆さんが、6 月作業日から相次いで森林作業にも参
加していただくようになりました。すでに 3 回参加した
方もあり、入会届も提出いただきました。若い力を森の
新たな利活用や森林整備に注いでいただく事を期待して
います。
作業に参加した皆さんから一言コメントを寄せていただ

田中 森林ボランティアを通して山の見方が変わりま

きました。

した。トレイルランニングでいろいろな山に行くのです
が、きちんと整備されている山、そうでない山の見分け
がつくようになりました。山を保護することの大切さが
わかるようになりました。

小室 鍬の使い方がなかなか難しいです。次回はぜひ
チェーンソーにチャレンジしてみたいです。

都築 普段ランニングで使っている高尾の整備に参加
できて良かったです。ランニングだとすぐに通り過ぎて
しまいますが、皆さんが整備してくれているおかげだと
いうことがわかりました。

矢崎 自分が遊んでいる山の整備に参加できてよかっ
たです。整備を継続して山の姿が変わっていく様子を実
感したいと思います。

途上国で仕事に従事して思うこと

森田

昭

◆トイレと衛生について
新型コロナ対策として、手洗いやトイレなど基礎衛生の重要性が見直されている。自身は途上国の衛
生改善に従事した経緯があり、貴重な天水や井水を利用している地域では、水利用は制約をうけ、調理
用水が優先され、手洗い・清掃用水は後手に回る例も見うけられる。一方、日本のトイレは清潔かつ機
能的になっていることに今更ながら驚かされる。掃除も行き届いており、利用者マナーの向上も伺える。
一般に衛生思想は、文化的な側面が大きく、社会、経済、教育など多岐にわたっ
た要素が絡み合っている。日本の場合、衛生思想転換のターニングポイントは、
敗戦後、米国進駐軍の政策でし尿の農業利用が否定されたことがきっかけであ
り、国民全体が一丸となって衛生改善を進めた経緯がある。すなわち、外的、
内生的の両面から衛生改善に関する行動変容が起きたわけである。
ところが、途上国では生活水準が少しでも向上すると、水洗トイレが導入さ
れ、その排水を簡易な装置（腐敗槽）に通した後、地下浸透あるいは直接放流
する方式が定着しており、健康被害や環境悪化の原因となっている。今回の新
型コロナ禍を機会に基礎的衛生に着目し、日本の経験を基に途上国の衛生改善
に少しでも貢献できればとの思いである。
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高尾グリーンセンター便り
7 月はオール雨、8 月猛暑、9 月は雨と月替わりで極端な天候が続きました。10 月はさわやかな秋空を期待しましたがまた
長雨が続いて、お天気の異常を感じる昨今です。コロナも依然として終息の兆しが見えません。今年は、学生・生徒などの
公的な体験活動が自粛されて、山の賑わいも少なく半年が過ぎましたが、センター裏の斜面には今年も変わらずユウガギク
が咲き乱れました。Go-To キャンペーンが動き出した今、グリーン倶楽部も森林の環境機能、レクレーション機能の向上に
向けてさらに着実な活動を続けていきたいと思います。

高尾グリーンセンター利用案内

利用料金

自然とのふれあいや学びの場に適した環境です。 グループ

・ 宿泊利用料金 ： 大人 3,300 円、 子ども 2,300 円

活動や各種研修のための施設としてご利用ください。 10 名

・ 日帰り利用料金 ： 大人 1,000 円、 子ども 500 円

以上の貸切利用で受け付けています。

施設概要

ご希望により高尾グリーン倶楽部のメンバーが自然体験や

・ 宿泊室 4 部屋 （和 2 室、 洋 2 室） 定員 23 名

間伐作業体験などのお世話をします。

集会室 40 人収容、 調理室、 浴室 2、 野外バーベキュー施設
駐車場 10 台
・ 調理用の什器類、 バーベキュー用品等は一式そろっており、
自由にお使いいただけますが、 食材はすべて持ち込みです。
・ 上水道は、 2017 年に新らしく掘削されたおいしい井戸水です。
・ 森林作業体験は原則有料 （インストラクター 1 人当たり 4,000 円）
ですが、 青少年等は減免措置あり、 ご相談ください。
・ 詳しくはホームページをご参照ください。

http://takao-green-club.pepper.jp/

高尾グリーン倶楽部

森林ボランティア募集中
高尾グリーン倶楽部は、 南高尾山域で森づくり活動を行っているボランティア団体です。 “多様で豊かな森の再生”
が合言葉です。 また、 グリーンセンターの利用者や市民の皆様を対象に作業体験を支援する活動を行っています。
あなたも活動に参加し、 私たちと一緒に汗を流しませんか。
活動日 ： 毎月第一日曜日 9:00 ～ 15:00
参加申し込み ： Email

集合時間 ： 9:00 グリーンセンター集合。

ryu-kun@jcom.zaq.ne.jp

Tel 090-4373-1555 龍久仁人宛

編 集 後 記
グリーンセンターでの体験活動が次々中止になりながらも、元気な子供たちの宿泊、初心者体験も実施できました。
グリーン倶楽部がますます活気あふれる会になりますように。
会員の皆さんのご協力により会報第３号を発行することができました。ありがとうございました。
秋に寄せて拙い三十一文字です。
・秋萩の花に小虫の集い来てつぶらむらさきほろほろ散るも
・秋づけば尾花の穂波そよと揺れ望月の夜虫が鈴振る
・秋たけて小さき黄花門ごとに金木犀の香街を包めり
・台風の爪跡深く心痛み令和の秋よ安らかであれ
・神無月めぐり来る度歳重ね祝福の絵文字ラインで届く
編集委員

発行 /「高尾グリーン倶楽部」 発行責任者 / 龍久仁人 発行日 / 令和 2 年 11 月 1 日
編集 / 千谷恵子 挿し絵 / 横川信由 レイアウト / スタジオ風香 印刷 /（株）アルファ
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