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2.  牧野富太郎博士の庭

講師：伊藤千恵 氏（練馬区立牧野記念庭園記念館学芸員・本会会員）

牧野富太郎博士は、1926 年に大泉に引っ越してからなく

なるまでの三十余年、自庭（現在の牧野記念庭園）の植物

の観察・研究を続けてきました。博士が慈しみをもって見

つめていた当時の庭の植物について、ご紹介をします。

　3.  植物の生活形と生育環境

講師：谷本𠀋夫 氏（本会会長）

植物が生育地の環境に適応した形態を生活形と呼んで、生

態学的な群落構造の解析に使われています。休眠芽の位置

を基準としたラウンケルの生活形が有名ですが、その歴史

と生育地の環境との関係について話題提供します。

当日の連絡先　090–8117–8876（磯部）

3 月  （1）  第 777 回　野外研究会

大磯  高麗山のモクレイシ
ここのモクレイシは日本での自生の北限になっていることで有
名です。開花時期は 2 月末から 3 月上旬、雌雄異株で、淡
黄色の小花をつけます。高麗山山頂に多くあり、高来神社へ
の下りにも点在します。高麗山ではそのほかウラジロガシ、カ
ゴノキ、タブノキ、イヌザンショウ、カマツカ、ハコネウツギ、
イヌビワ、またフモトカグマ、ミゾシダ、イノデ、アイアイスカ
イノデ、オオイタチシダなどのシダ類も多く見られます。

             （係：伊勢正明・牧野澄夫）

期　日　3 月 1 日（日）
集　合　大磯駅改札口　10 時（解散 14: 30 頃）

12 月    第 775 回　野外研究会

初冬の北鎌倉から鎌倉大仏コース
北鎌倉駅から鎌倉街道→亀ヶ谷坂切通→化粧坂→源氏山公
園（昼食予定）→銭洗弁財天→大仏に向かいます。大仏拝観
のあと長谷駅に行きますが時間があれば途中の長谷観音に
寄ることもできます。（ハイキングコースは台風の影響で通行
不可）    　　　　　　　　　　 （係：青羽美津子・坂本アヤ子）

期　日　12 月 7 日（土）小雨催行
集　合　横須賀線  北鎌倉駅 円覚寺方面改札出口　10 時
講　師　長谷川 義人 氏（本会顧問）

当日の連絡先　090–3224–8584（坂本）

令和 2 年 1 月    第 776 回　研究会

室内会（総会と講演）
本年の本格的なスタートとなる恒例の室内会を下記の要領
で行います。会のために奮って参加ください。

日　時　1 月 24 日（金）13:15–16:45
会　場　新宿文化センター（4 階  第 1 会議室） （案内図参照）

新宿区新宿 6–14–1 ／ Tel 03–3350–1141
東京メトロ丸ノ内線・副都心線「新宿三丁目」下車（出口

E1）、徒歩 7 分／東京メトロ副都心線・都営大江戸線「東新宿」

下車（出口 A3）、徒歩 5 分／都営新宿線「新宿三丁目」下車（出

口 C7）、徒歩 10 分

総会・講演会参加費　1000 円（学生 200 円）＊非会員も同額

　◆総会　13:15–14:00（出席は会員のみ）

　議事　2019 年度　事業・会計・監査報告

　議事　2020 年度　事業計画・予算案

　議事　2020−2021 年度　役員改選

　

　◆講演会　14:10–16:50予定（非会員の出席も大歓迎）

　1.  新春談話　南方の植物

講師：長谷川義人 氏（本会顧問）

新春に相応しい暖かい地方の植物が紹介されます。氏が長

年探求している南方や西方の植物の内、沖縄諸島、香港、

ロタ、グアムなどの膨大な標本のスライドのほんの一部を

投影し、話されます。珍しい植物、知らなかった植物。お

楽しみに！

　

期　日　6 月 6 日（土）

6 月  （2）  第 782 回　野外研究会

高尾山  日影沢林道のシダ
期　日　6 月 10 日（水）

7 月    第 783 回　野外研究会

調布市  武者小路記念館と周辺
期　日　7 月 11 日（土）

8 月    第 784 回　研究会

室内研修会
期　日　8 月 22 日（土）

9 月    第 785 回　野外研究会

飯盛山
期　日　9 月 13 日（日）

10 月    第 786 回　野外研究会

芦ヶ久保
期　日　10 月 25 日（日）

11 月    第 787 回　野外研究会

学芸大学内  種子散布戦略
期　日　11 月 21 日（土）

12 月    第 788 回　野外研究会

明治神宮
期　日　12 月 11 日（金）
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【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（別途例外を除き 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。別途入園料などが必要な場合もあります。

５会員は、できるだけホームページから申込んでください。

コース　大磯駅…高麗山…浅間山…高来神社…大磯駅
講　師　豊田 武司 氏（本会副会長）

当日の連絡先　080–5055–3239（牧野）

3 月  （2）  第 778 回　野外研究会

都立木場公園内＝都市緑化植物園
木場の木材関連業者は江東区の防災拠点に指定されたため
現在の新木場に移転。後に水と緑の森林公園として整備され
た。今回は緑化植物園を訪れます。このエリアは帰化植物園・
ガーデニング・洋風庭園・和風庭園の４区分にされ、隣接し
て果樹園がある。帰化植物と日本の植物との比較できる良い
機会と思います。　　                      （係：坂本アヤ子・吉野弘子）

期　日　3 月 28 日（土）　小雨催行
集　合　東京メトロ東西線　木場駅改札口　10 時
　　　　※改札口は２か所あり、門前仲町側の改札口
講　師　 渡辺 ヨシノ 氏（帰化植物園を育成した方）

案　内　 加藤 僖重 氏（本会顧問）

当日の連絡先　090–3224–8584（坂本）

4 月    第 779 回　野外研究会

花小金井の遊歩道
「花小金井駅」から「小平駅」まで続く平坦な桜並木の遊歩
道を 3km ほど歩きながら、野草・樹木・竹林・畑の野菜・
栽培の草花など、なじみ深い植物たちの生活をゆっくり観察
します。コース途中「たけのこ公園」「小平ふるさと村」「アジ
サイ公園」などにも立ち寄りますし、産直野菜売り場や腰掛・
トイレなども随所にあり初心者むけの研究会です。

　（係：岡崎惠視・北住拓也）

期　日　4 月 18 日（土）雨天中止
集　合　西武新宿線  花小金井駅南口 　10 時
コース　花小金井駅…アジサイ公園…小平駅
講　師　田中 肇 氏（本会顧問）

当日の連絡先　080–1045–2303（田中）

以下予定（行先・催行日は変更することもあります）

5 月    第 780 回　野外研究会

見沼  田んぼ
期　日　5 月 9 日（土）

6 月  （1）  第 781 回　バス研究会

赤城自然園

　　　研究会の案内
レクリエーション保険について

野外研用に（バス研はそのつど別途加入）、日新火
災海上保険（株）傷害保険に加入しています。
ケガで通院は 1500 円／日、入院は 3000 円／日。
発生後 180 日以内（65 歳以上は 30 日）までが対象。
死亡、後遺症等は 300 万円まで。


