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ゲ、ミヤマカンスゲ、ヒメカンスゲ、ベニカンスゲ、ビロー
ドスゲ、オオタマツリスゲ、カワラスゲ、アゼスゲ、アオ
スゲなどの区別をわかりやすく教えていただきましょう。
ルーペをお忘れなく。帰りは林道を通り武蔵五日市駅まで
歩きます。……………………………………………………………………………………………（担当：松田敬子・岩崎敏子）

期　日　5 月 8 日（日）雨天中止
集　合　五日市線武

むさし

蔵増
ます

戸
こ

駅……改札口…　10 時
講　師　長嶋紘一…氏（本会会員）

5 月（2）第 715 回　野外研究会　

渡良瀬遊水地の植物（2）
絶滅危惧種Ⅱ類（VU）のタチスミレ等を観察してみましょ
う。谷中湖と藤岡駅の間を 100 円でバスが走ります。当
日の天候によって、帰りは谷中湖発 13：38 か 15：30 の
バスに決めます。　　　　　………（担当：岩崎敏子・波多野雅信）

期　日　5 月 28 日（土）雨天中止
集　合　板倉東洋大前駅…　9時 20分

東武日光線　北千住発 8:21 の区間快速に乗車してくださ

い。板倉東洋大前駅 9:10 着。

講　師　子松時尚…氏（本会会員）
コース　板倉東洋大前駅→多自然池→ヨシ原浄化ゾーン→旧

谷中村跡→（バス）→藤岡駅

6 月（1）第 716 回　野外研究会

受粉のための花の工夫
6 月初めには、御苑内には多くの花が観察できます。これ
らの花は、送粉に昆虫を利用するもの、風を利用するもの、
雄蕊がみずから動いて受粉するものなど、個々の花に巧み
な知恵（策略）が見られます。この分野の第一人者である
田中先生に観察の指導と解説をしていただきます。雨天の
場合には、温室で植物の知恵を観察します。

（担当：岡崎惠視・坂本アヤ子）

期　日　6 月 5 日（日）雨天決行
集　合　新宿御苑　新宿門　10時

各自入場券 200 円を購入し、門を入って右側の広場に集

合してください。

講　師　田中　肇…氏（本会顧問）

【参加ご希望の方は必ずお読みください】

１野外研究会は通常午後にわたりますので、弁当や飲料をご持参ください。
２ルーペやカメラ、図鑑類、メモ帳、ものさし、会員バッジ（会員のみ）、くすり、
健康保険証などご用意ください。

３安全性のある観察に適した靴と服装（帽子着用）でご参加ください。必要に応じ、
雨具、レインスパッツ、手袋、長靴などもご準備ください。

４参加費（500 円／非会員 1000 円／学生は一律 200 円）は講師謝礼・資料代・
保険料に関わる費用です。非会員の方の参加費は 2016 年 3月 6日運営会議で改
定されました。

５申込制以外の場合も、できるだけホームページから申込んでください。

4 月（1）第 712 回　野外研究会　

三浦半島神武寺・鷹取山
神武寺駅より逗子中学校を経て渓間の道をシダ植物を観察
し、医王山神武寺（天台宗）に達する。境内のミツバツツ
ジ、キバナアマ（栽）、ホルトノキ、ボダイジュ（Tilia）を
見て鷹取山へ向かう（途中脇道のオオウラジロノキは希望者が
あれば）。鷹取山ではツクバネウツギ、ヒメウツギ、シバヤ
ナギの花を見て船越尾根を辿り京急田浦駅にて解散予定。

（担当：伊勢正明・坂本アヤ子）

期　日　4 月 3 日（日）小雨決行
集　合　京急神武寺駅前　10時

※駅前コンビニは閉店のため、弁当等は前もってご用意ください。

講　師　長谷川義人…氏（本会顧問）
交　通　京急：品川・横浜方面から特急・快特で金沢文庫駅

乗換、エアポート急行逗子行で 3駅目。／横須賀線
逗子駅乗換（徒歩 5分）、京急新逗子駅から 1駅目。

4 月（2）第 713 回　野外研究会

　都市農業公園の桜など
西田尚道講師による桜シリーズ第 10 弾（10 年目）。関山、
一葉、普賢象、松月、白妙、江戸など数多くのサトザクラ
などの名品種をかつて各地に広めた名所「荒川堤」。その
一画に造られたのが都市農業公園です。毎年、五色桜まつ
りや農園芸行事が催されています。先年、日米さくら交流
100 周年を迎えましたが、里帰りのサクラも含め、現在で
もおよそ 50 品種、300 本を身近に見ることができます。
見分けが難しいサトザクラなどの勉強には好適です。

（担当：青羽美津子・磯部和久）

期　日　4 月 12 日（火）小雨決行
集　合　JR赤羽駅……北改札口…　9時 50分（10:08 発バス乗車）
講　師　西田尚道…氏（本会顧問）

5 月（1）第 714 回　野外研究会　

横沢入のスゲなど
丘陵に囲まれた都内でも有数の谷戸です。東京初の里山保
全地域に指定され、自然保護を進めている横沢入でカンス

　　　研究会の予定
（非会員の方の参加費が変わりました） 
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6 月（2）  第 717 回　野外研究会

筑波山（森の観察シリーズ 4）

関東平野に屹立する一等三角点を持つ名峰。多くの植物学
者、植物好きが訪れツクバに因む植物も多い。「森の観察
シリーズ 4」として、常緑樹から落葉樹林への垂直変化と
神社林の役割を観察する。　　……（担当：田中純子・磯部和久）

期　日　6 月 10 日（金）　9時小雨決行
集　合　つくばエクスプレスつくば駅第三出口
　　　　筑波山口シャトルバス乗り場
講　師　谷本𠀋夫 氏（本会会長）

7 月  第 718 回　野外研究会（宿泊）　バス研

軽井沢町植物園と戸隠高原（申込制）

【森の観察シリーズ 5】軽井沢周辺の山の植物を集めてい
る軽井沢町植物園と植物豊富な戸隠高原に参ります。深い
山に入り高山植物の観察を十分楽しめることと考えており
ます。２日目の徒歩時間は３時間半程度で無理のないコー
スを行きます。おいしい空気を吸いに行きませんか。

（担当：坂本アヤ子・松田敬子）

日　程　初日：新宿出発（バス）→軽井沢町植物園（昼食
と観察）11 時 −14 時→温泉宿 16 時 30 分到着／
妙高高原 KKR 白樺荘（妙高市関川 2275 ／電話
0255−86−2113）
翌日：白樺荘８時出発（バス）→奥社入り口→徒歩
→越水ケ原→森林植物園→天命稲荷→鏡池→小島ケ
池→戸隠中社バス出発 14時→新宿 19時頃帰着

期　日　7 月 15–16 日（金・土）
出　発　８時 00分　新宿駅西口スバルビル前
費　用　25,000 円（非会員 27,000 円）（保険・参加費込み）
講　師　谷本𠀋夫 氏（本会会長）・豊田武司…氏（本会副会長）
申込受付　5月 1日 −５月 10日の間　募集人員 24名
申　込　できるだけホームページをご利用ください。電話の

場合…03−3355−3832（坂本）へ。払込は受付後。
払　込　郵便払込番号……00140−4−113477……牧野植物同好会

8 月  第 719 回　野外研究会　

成東の食虫植物（申込限定：先着 20名）

ナガバノイシモチソウ・コモウセンゴケ・ホザキノミミカ
キグサなどを中心に観察します。解説は「成東・東金食虫
植物群落を守る会」会員に依頼しています。

（担当：田中純子・岩崎敏子）

期　日　8 月 19 日（金）
集　合　成東駅前　10時 10分

千葉発９時 16分の銚子行きに乗車して成東 10時 5分着。

成東駅前からタクシー（料金 1000 円割勘）

案　内　子松時尚…氏（本会会員）

申　込　7月 1日から受付。できるだけホームページをご利
用ください。電話の場合…03−6904−2963（岩崎）へ。

9 月  第 720 回　野外研究会

　渡良瀬遊水地の植物（3）

ワタラセツリフネソウとサデクサ・サクラタデ等のタデ科
の植物を中心に観察します。
昨年は台風の為中止になりましたが、今回は実現させたい
ものです。……………………………………………………………………………………（担当：岩崎敏子・波多野雅信）

期　日　9 月 24 日（土）
集　合　板倉東洋大前駅…　9時 20分

東武日光線北千住発 8:21 の区間快速に乗車して板倉東洋

大前駅 9:10 着。帰路は藤岡駅までシャトルバス（100 円）。

講　師　子松時尚…氏（本会会員）

10 月（1）第 721 回　野外研究会　

陣 馬 山
期　日　10 月 7 日（金）
講　師　門田裕一……氏（国立科学博物館名誉研究員）

10 月（2）第 722 回　野外研究会　

多摩森林科学園（キノコの観察）

期　日　10 月 29 日（土）
講　師　根田……仁……氏（森林総合研究所微生物研究領域長）

11 月  第 723 回　野外研究会　

首都大学東京（南大沢）周辺の植物
期　日　11 月 11 日（金）
講　師　加藤僖重 氏（牧野標本館客員研究員・本会顧問）

12 月  第 724 回　野外研究会　

浜 離 宮
期　日　12 月 17 日（土）
講　師　谷本𠀋夫 氏（本会会長）

1 月  第 725 回　研究会　

室 内 会

期　日　2017 年 1 月 22 日（日）
会　場　東京農業大学「食と農」の博物館

【2017 年 10 月以降の予定】

＊昨年 9月の第 702 回野外研究会「渡良瀬遊水地の植物（2）」は雨天で中止となりま
した。／＊昨年 11月の第 706 回野外研究会「奥多摩の紅葉」と本年 1月の第 708 回
野外研究会「新春草木散策」の記録は次号掲載を予定しています。


