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　昨年１０月より、伊藤ハムで社会

貢献活動を担当しております長田（お

さだ）です。

  　こうべ森の学校の担当としては、

３代目（偶然にも 3 人とも同期が務めております！）

となります。この活動の更なる発展に少しでも貢献でき

ればと思っております。まだまだ若輩者（歳はそこそこ

いっております・・・）ですが、宜しくお願い申し上げ

ます。

　さて、当社が「こうべ森の学校」を支援させていただ

くきっかけとなりましたのは、 2002 年に緑化 100 年を

記念して、市民・企業・行政の参画と協働によって六甲

山の森林の保全育成を図り、より豊かな緑を次代に継承

するため、神戸市様が取り組む ｢六甲山緑化１００周年

記念事業｣ の一環として ｢市民演習林計画｣ を実施する

というお話からです。

　時を同じく、当社は、社会貢献活動を全社で組織だっ

て推進する為、検討委員会を発足し、柱になる活動を模

索していたところでした。神戸市様が、六甲山の森林の

保全育成事業に参画する企業を募集されており、互いの

ニーズがマッチし、協働させていただく運びとなりまし

た。

　六甲山は、神戸の代表的な山で

あり、関西でもなじみのある山で、

都会からこんなに近くで自然を満

喫できる場所は、全国を見渡して

もめずらしいのではないでしょう

か。そういった地の利から、従業

員が活動に参加しやすい場所であ

ることも、協働させていただく決

め手になったようです。

　当社は、こう

べ森の学校が創

設１０周年を迎

え た、 昨 年 の

１０月、神戸市

様と包括連携協

定 を 結 び ま し

た。

　この協定は、社是である「事業を通じて社会に奉仕す

る」精神に加え、神戸が発祥の地である（現在も本店所

在地は神戸市灘区）ことから、「神戸の皆さんにこれか

らも貢献したい」という思いのもと、幅広い分野で神戸

市様と連携を強化していくものです。

　協定の中には、「こうべ森の学校の活動を今後１０年

間継続して支援する」ことが一番目に入っております。

私も活動してわかったのですが、森林保全活動は、一朝

一夕にはできないということです。継続的な支援が重要

であることを会社が理解し、協定内容に盛り込んでくれ

たことは、担当者としてまた、一個人としても非常に嬉

しいことでした（その分責任はかかってきますが・・・）。

　森の手入れをすることによって、うっそうとした暗い

森が、日の当たる風通しのよい明るい森に変わっていく

感動は、体験した人にしかわかりません。自然に触れ合

える喜びを社内外に伝え、共感できる仲間をこれからど

んどん増やしていきたいです。

企業として、個人として
伊藤ハム株式会社　人事総務部　

総務室　長田　真哉
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平成 26 年 5 月 10 日例会にて

新入社員研修のひとコマ
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六甲の花散歩 ( その 33)
― ジャケツイバラ ―　（蛇結茨）　　マメ科 ( ｼﾞｬｹﾂｲﾊﾞﾗ属 )

神戸市立森林植物園　福本　市好

　５月中ごろになると六甲の山に芽吹きの遅かったネム

ノキも、やっと新緑を覗かせてきました。山の林縁では

モチツツジのピンク色の花が次々と咲き、そして早くも

あじさいの仲間であるコガクウツギの白い花も林内に目

立ちはじめています。またはるか頭上には大きな葉を付

けたホオノキの白い大輪の花や、うす紫色のキリの花も

まだ見られます。

　このころ突如、目に

飛び込んでくる鮮やか

な黄色い花に出会うこ

とがあります。「フジの

ような房状の花で、で

もその花は逆さに立っ

ているように見えるのですが、これは何という木です

か？」というお問い合わせが森林植物園に時々あります。

　それは、「ジャケツイバラ」という蔓 ( つる ) 性の落

葉低木です。今回はこの木について紹介いたします。

　マメ科のジャケツイバラは六甲山地では谷間や渓流沿

いに生えています。名前が示す通り幹や枝、そして葉の

裏にもとても鋭い刺が

あります。この刺は鉤

( かぎ ) 爪 ( つめ ) 状で

とても鋭く、絡まると

大変です。まさに生き

た有刺鉄線のようで

す。私も今回の写真を撮りに行った際に帽子や服の袖が

何度も引っ掛かりましたがかろうじて難を逃れました。

やはり、“ 美しい花に近づくときは注意を要します！ ”

　この恐ろしい名前「ジャケツイバラ（蛇結茨）」は、

まさにこの木の茎や枝が蛇のように絡まっている様子か

ら付いたようです。人を寄せ付けまいとするこのような

木が、この名前からは想像できないほど美しい花を咲か

せるのは少し不思議な感じです。

　先日、私がこの花を撮影に行ったときはたくさんのハ

チなどの昆虫が花から

花へと飛び回っていま

した。やはり昆虫たち

のために受粉をしても

らうため美味しい蜜を

たくさん用意し、よく

目立つようたくさんの花

を咲かせているのでしょ

う。

　ジャケツイバラは生え

ている場所から別名はカ

ワラフジともいいます。

また、目立つ黄色の花で棘からサイカチを連想したのか、

キサイカチとも呼ばれるそうです。

　本来、ジャケツイバラは、中国のあるシナジャケツイ

バラの変種とされています。この属は世界的には主に熱

帯地方に広く分布してお

り 120 種以上もあるそ

うです。

　ジャケツイバラは薬用

植物としての利用があ

り、種子をマラリアの解

熱に使うそうです。しかし、花が咲いていなければ鋭い

棘のある蔓だからと厄介がられて伐採されることも多い

ようです。だから、人が寄り付けないところでしか生き

残れない木のように感じて、今後もそっと残しておいて

やりたい植物の一つです。　

　森林植物園の区域では以前は西門付近にもあったジャ

ケツイバラですが、現在はヌケ谷付近にしかありません。

ここは通常は立ち入りできない場所です。

　間もなく、苗圃で種

子から育てていた苗を

香りの道沿いと薬樹園

に植栽する予定です。

花が見られるのは何年

も先のことになると思

いますが・・・楽しみにしていてください。

【参考】ジャケツイバラは、冬芽の観察でよく話題にな

りますが、花期は 5 月

中旬から下旬です。六

甲山地では表六甲のア

イスロード、裏六甲の

唐櫃付近、天王谷、武

田尾、武庫川などに見

られます。

（写真ｰ 1）全景　　たくさんの花序　

　　( 頂生直立総状花序）が美しい

（写真ｰ 2）一つ花 ( アップ）

（写真ｰ 4）主芽と副芽が伸びた枝

（写真ｰ 3）花に訪れた昆虫

（写真ｰ 5）葉は二回偶数羽状複葉

（写真ｰ 7）枝に生えてる刺 ( ﾄｹﾞ）

（写真ｰ 6）昨年の果実
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六甲の野鳥撮影の記録（その 3）

村瀬 眞一郎

【はじめに】今回は、野鳥に関心を持った動機を紹介し

ます。2010 年２月から、自宅近隣（谷上）で野鳥を撮

り始めました。羽が青く光る鳥を撮影したことがきっか

けです。

　図鑑で調べてみると、それが " ルリビタキ " と判明し

ました。家の近所でこんなに美しい鳥に出会えるのかと

胸が大きく揺さぶられ、野鳥撮影のきっかけとなりまし

た。再度山周辺や森林植物園には約百種の野鳥がいると

言われています。

　山にいる野鳥の動きは速く、また小さいので、木の葉

に隠れるとよく見えません。これが撮影の醍醐味かもし

れません。できるだけ多くの種類の撮影を目指して撮り

続けています。

　ここでは、今まで撮りだめした野鳥の写真約５０種を

基に、３月４月号はいつも見られる鳥（前編）、５月６

月号は夏にみられる鳥、７月８月号はいつも見られる鳥

（後編）、９月 10 月号と 11 月 12 月号は冬に見られる鳥、

に分けて紹介していきます。

【夏に見られる野鳥】

　４月下旬から、

夏に見られる野鳥

がやってきます。

この頃は木の葉が

まだ少なく、撮影

にはもってこいで

す。５月の連休を

過ぎると木の葉が

茂って撮影がしにくくなります。

　色がきれいな野鳥は、キビタキとオオルリです。キビ

タキはスズメ位の大きさで、♂は黄色と黒が鮮やかで

す。オオルリはキ

ビタキより少し大

きく、♂は紺色が

鮮やかです。

　しかし、♀は、

いずれも茶色で地

味 な 色 を し て い

て、何の鳥か分か

らないことがあ

ります。

キビタキは、ピー

リリピーリッリ

と鳴き、オオル

リは、ピーロー

ジュリと鳴きま

す。

　

　少し地味な色ですが、エゾビタキとコサメビタキがい

ま す。 い ず れ も

４月５月に見る

ことが出来ます

が、 ９ 月 １ ０ 月

にも見られます。

　この２つはよ

く似ていますが、

エゾビタキはス

ズメ位の大きさで白い胸に斑模様があり、コサメビタキ

は少し小さく斑模様はありません。雌雄は同色です。ど

ちらも、鳴き声はあまり聞こえません。

　センダイムシクイはスズメより小さく、鳴き声に特徴

があります。チヨチヨビーとよく鳴いていますが、「焼

酎一杯グイ」とも聞こえると言われています。だいたい

木の葉に隠れていますが、ちょっと顔を出したところを

狙って撮影しました。

　夏に見られる一番身近な野鳥はツバメです。家の軒先

やスーパーの駐車場に巣を作りますが、年々数が減って

きていますので、保護活動が行われています。

　ホトトギス（鳴き声：テッペンカケタカ、特許許可局）、

ツツドリ（同：ポンポン・・）、カッコウ（同：カッコウ・・）

などのカッコウ科の鳥は、このような鳴き方をしますが、

姿は殆ど見えませ

ん。ですから、ま

だ写真は撮れてい

ません。

日本野鳥の会会員

全日本写真連盟会員

キビタキ

オオルリ

エゾビタキ

コサメビタキ

センダイムシクイ
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十津川村での道普請　

　十津川村は、奈良県

最南端に位置し、周り

は 1,000 ｍ級の山々に

囲まれた日本一広い村

で、その 96％が山林で

占められている。観光

面では、村内に奈良県下唯一の高温湧出泉が３か所あり、

平成 16 年に全国に先駆けて村内宿泊施設・公衆浴場で

100％源泉かけ流しの宣言を行い、村内を通る２本の古

道「大峯奥駈道 ( おおみねおくがけみち )」と「熊野参

詣道小辺路 ( くまのさんけいみちこへち )」が紀伊山地

の霊場と参詣道として世界遺産に登録されて今年で 10

周年を迎え、観光シーズンには多くの観光客が訪れてい

る。

　私は山歩きや観光等にあまり興味がないこともあっ

て、郷里 ( 和歌山県 ) の隣接地であるにも村の事はほと

んど知りませんでした。平成 23 年 9 月の台風 12 号が

紀伊半島に甚大な被害をもたらし、テレビ等で被害の様

子と深刻さを知りまし

た。すぐに、兵庫県から

十津川村への災害支援の

話しが進められたが、国

道が何カ所か寸断され村

へ入ることが困難な状況

で、村も村外からの支援

には消極的であり、和歌山県那智勝浦町や新宮市で支援

活動を続けました。

　同年 12 月に村役場か

ら、山中を縦横無尽に通

る古道や作業道等生活道

の修復が遅れていて、こ

れらの道普請を “ 十津川

の村人と一緒に汗をかい

ていただける方を募集 ”

との案内があり、９月に

行かれなかったことも

あって参加するようになり、以来、１回／月のペースで

入っています。参加者は、村・県外からも多く、遠く名

古屋・横浜からも来られています。

　車道から普請現場まで１時間程歩き入り、狭くなった

山側を削り道幅を拡げ、急斜面では階段を設け、倒木や

柴の除去・石の積み直し・丸太橋の架け替え等の作業を

その日の参加者で分担します。終了時は “ アフター ” を

見ながら「ようなったなあ」と全員で “ 自画自賛 ” です。

解散時には、「おおきによう、

次も頼むよう !!」と互いの労

いが次回への原動力にもなっ

ています。

　村に入る度に地元の方や道

普請の参加者と馴染みにな

り、その人達との再会も楽し

みです。常宿の近所では土曜

日に朝市が開かれ、並んでい

る野菜を見ていると、元気な

お母さんが「こうしたら美味

しんや、私はそのままが好

きやけどなあ」とか、こちらが訊いてもいないのに親切

に教えてくれます。

　玉置山（1,076 ｍ）山頂付

近の玉置神社に奉納する “ し

め縄づくり ” を地元の方々と

共にお手伝い ( ？ )、秋の例

大祭でその付替えられたしめ

縄を見ることができました。

「あの形が歪になった部分は、

私が手を入れたんかなあ !?」

とか思いながら。

　また、災害後１年間を振り

返るトークショーが奈良市内

で開催され、道普請での関

わりから村長や奈良市在住映画監督とのリレートーク参

加等様々な人との出会いもありました。

　このように、道普請を通じて地元の方との普段のお

しゃべり・ふれあい・行事等村の日常に魅かれ、最近は

村に入ることを心待ちにしています。

　そもそも森学に入学のきっかけは、この道普請が下地

で、市 ( 村 ) 民参加型の活動がどこか通じ、森 ( 山 ) の作

業を広く知りたいと興味を抱いたもので、もうしばらく

十津川村通いが続きそうです。

倒木を撤去

木下　英吉

果無集落

この日の道普請道具

枝・柴の撤去 作業後

丸太橋の架替え

玉置神社

しめ縄つくり

トークショー

平谷地区の朝市

シリーズ　ボランティア活動　①　



　4 月 29 日 ( 火・祝 ) 総合運動公園にて、「花のフェス

タこうべ 2014」( 主催 : 神戸市 / 公益財団法人神戸市公

園緑化協会 ) が開催されました。前日からの降雨のため

出店を見合わせる団体が相次ぐ中、「こうべ森の学校」

は雨にも負けず、再度炭やクラフトの販売、木工体験な

どのイベントを実施しました。即売品は完売しました。

売上金 9,196 円は東北の復興支援のために使われます。
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花のフェスタこうべ 2014

熱中症とは　

　これから、本格的な暑い夏を迎えます。屋内外を問わ

ず、高温、多湿、風が弱い、輻射熱があるなどの環境下

では熱中症の症状がみられることがあります。

　現在、熱中症は重症度によりⅠ度 ( めまい・失神・筋

肉痛・筋肉の硬直・大量の発汗など現場での応急手当て

が出来る軽症 )、Ⅱ度 ( 頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・

倦怠感・虚脱感など病院への搬送を必要とする中等症 )、

Ⅲ度 ( 意識障害・痙攣・手足の運動障害・高体温など入

院して集中治療の必要性のある重症 ) に分類されていま

す。

熱中症の予防

　熱中症は、生命にかかわる病気ですが、予防の方法を

知っていれば防ぐことが出来ます。

○屋外では日向での連続作業は極力避けて、疲れを感じ

る前に日陰で休憩しましょう。室内では、扇風機やエア

コンを使用します。

○吸汗・速乾素材や通気性のある衣類・帽子を着用しま

す。濡れたタオルなどでこまめに汗をふきます。

○のどが渇いた時はもちろん、のどが渇く前、あるいは

暑いところに出る前からこまめに水分を補給することが

必要です。( アルコールは利尿作用があり、体内の水分

を排泄するので注意しましょう。)

○体内の水分や塩分 ( ナトリウム ) が発汗により失われ

てバランスが崩れるのを防ぐため、スポーツドリンクや

塩飴などを摂取することも有効です。

○疲労、睡眠不足、肥満、慢性疾患、薬剤服用時なども

注意が必要です。

○本人は熱中症に気付かないこともあるので、同行者が

互いに様子を見るなど配慮しましょう。

熱中症の手当

　万が一、熱中症と思われる症状が出た場合の手当ての

方法を列挙します。

○できるだけ、風通しのよい日陰や、冷房が利いている

室内などに避難させます。

○本人が楽な体位にしますが、顔面が蒼白で、脈が弱い

ときは、足を高くした体位にします。

○衣服を脱がせて、体から熱の放散を助けます。

○意識があり、吐き気や嘔吐などがなければ、水分補給

をさせます。スポーツ飲料か薄い食塩水などを飲ませま

す。　

○露出させた皮膚に水をかけてうちわなどで扇ぐことに

より体を冷やします。氷や冷たいペットボトルなどがあ

れば、頚部 ( 首筋 )、腋窩部 ( わきの下 )、鼠径部 ( 大腿

の付け根 ) に当てて、血液を冷やし、体温を下げます。

○それでも症状に改善が見られない、様子がおかしい、

全身の痙攣があるなどの場合は救急隊を要請します。

　　※森での作業は決して無理せず、ご安全に。

熱中症にご注意ください
日赤兵庫 救急法指導員　斉藤　豪

再度炭と木酢液 間伐材を使ったクラフト

木工作品体験 雨にもかかわらず大盛況 アルプホルン

朝のミーティング
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編集後記

■前々回・前回の報告

お知らせ・掲示板

　「こうべ森の学校」は、発足当初から物心両面にわ
たり伊藤ハム株式会社の社会貢献活動の支援を受け
て運営されています。

会員活動の開催予定日　
・月例会　7 月 12 日 ( 土 )・8 月 17 日 ( 日 )　

　午前中は全員で森の手入れを行います。午後は

自然観察・木工・苗作り・森の手入れから選択を

していただきます。　　
・上記以外の火・木・土曜日も活動しています。

♠摩耶の森クラブ

♠こうべ森の小学校

♠ボランティア保険に加入していますか
　森の手入れの作業中の事故に備えて「兵庫県ボラン

ティア・市民活動災害共済保険」への加入手続きをされ

ていますか。掛け金は 500 円の負担で補償期間は 4 月

1 日から翌年 3 月 31 日までです。受付窓口はお住まい

の市区町社会福祉協議会です。

　次回の月例会の開催予定日は 

　8 月 17 日 ( 日 )　活動場所は摩耶山掬星台

    ( 問い合わせは、神戸市森林整備事務所に )

　次回開催予定日は　　7 月 27 日 ( 日 )　　　　　　　

　( 問い合わせは、神戸市森林整備事務所に )

♠バスの運行
　こうべ森の学校月例会には神戸市バス 25 系統 ( 三宮

～森林植物園 ) をご利用ください。三宮の乗り場はミン

ト神戸 1 階三宮バスターミナル M4 停留所、9 時 20 分

発のバスに乗れば、例会に間に合います。

　運行日は 4 月～ 11 月の土日祝日のみで、平日の運行

はありませんので、ご注意ください。

　平成 26 年度から再度公園駐車場が無料開放されてい

ます。こちらもご利用ください。

　5 月はじめ、ブナを植える会の行事に参加。以前に植

樹したブナを見ました。小さいながらも芽吹いているブ

ナ、雪の重さで倒れているブナなど、さまざまです。わ

かってるとは言え、自然の力に圧倒されます。

　そういえば、永年たまねぎをつくってきたけれど、も

ぐら ( ？ ) に食べられたのは今年初めてだとか。これも

自然？おいしかったのかしら。(H.F.)　　

♠東お多福山すすき草原再生プロジェクト
　5 月 14 日は本年第 2 回目の活動日でした。こうべ森

の学校から 9 名、他団体合わせて総勢 50 名が参加しま

した。今回の活動は小石や切り株の撤去と集積の積み直

しが中心でした。

　次の活動日は 7 月 23 日 ( 水 ) の予定です。

■きのこ 3 種　　　　　　　10 年以上にわたり、再度

山周辺の森の手入れを続け

てきたからでしょうか。森

は明るく風通しが良くなり、

いろいろな生物を観察する

ことが出来るようになった

と思います。学校で作業を

していると、思わぬ天の恵

みを見つけることがありま

す。

　枯れたコナラなどでよく

見かけるのがシイタケです。

こうべ森の学校ではシイタ
マツオウジ

(8 区にて、木下さん撮影 )

  20 区で見つけたシイタケ

ケの人工栽培をしていますが、広い林内には天然のシイ

タケも存在します。

 　マツの倒木などに発生するのがマツオウジです。肉

厚で煮物にすると美味しいとか。ただし、しっかり火を

通さないと体質によっては嘔吐などの症状が出る場合が

あるので注意が必要です。

　夏から秋にかけて深紅色のタマゴタケも発生します。

こちらもソテーしたりピザの

具材として利用できます。

　キノコには有毒なものが多

数あります。食用かどうか、

素人判断せず、必ず専門家の

意見を聞いてください。 タマゴタケ

♠森林ボランティア講座
　平成 26 年度森林ボランティア講座 ( 主催 : 兵庫県 )

が開催されます。森林の恵みや大切さを学び、里山など

の森林を守り育てるための知識と技術を身につけるた

め、経験豊富な講師をお招きして、学科や実地講習を行

います。問い合わせは「兵庫県農政環境部豊かな森づく

り課森づくり普及班」電話 078-362-3613 まで。

　　日　付　　　　参加者　　　司会　　午前の森の手入れ　　午後の森の手入れ　　自然観察　　木工工作　　苗づくり
　4 月 20 日 ( 日 )　　59 名　　小林さん                 6G　　　　　　　　　21 名　　　　　12 名　　　　17 名　　　　3 名
　5 月 10 日 ( 土 )　　73 名　　東郷さん　　　　5G　　　　　　　　　24 名　　　　　16 名　　　　23 名　　　　2 名


