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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。

　　　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。

9 月    第 793 回　野外研究会

小金井公園
小金井公園は広さが約 80ha（日比谷公園の約５倍）もある
広大な公園です。公園内には大木、珍木がありますので今回
は樹木を中心にご案内いたします。できれば東口近辺にある

「ペカン」の大木まで行きたいと思います。
 （係：岡崎惠視・坂本アヤ子）

期　日　9 月 23 日（木、祭日） 　雨天中止
集　合　ＪＲ武蔵小金井駅　中央改札口　10 時
コース　駅北口よりバス→小金井橋下車 / 小金井公園の西口

から入り、園内を観察して東口まで行きます。（園内の
「江戸東京たてもの園」には入りません。）

講　師　大石 征夫 氏（本会会員）

案　内　田中 肇 氏（本会顧問）

当日の連絡先　080–1045–2303（田中）

10 月    第 794 回　野外研究会

谷川岳山麓の紅葉（森の観察シリーズ 10）

谷川岳山麓から中腹のカエデやツツジ、ブナ、ダケカンバな
どの紅葉を、ロープウェイから何種類見られるか観察し、ま
た天神平の秋の植物も観察します。天神平の天候によっては、
一ノ倉沢への道（約 3 キロほどの平坦な道／ロープウェイ駅と
一ノ倉沢の間を電気自動車も往復運行しています）を散策し、
樹林の観察を行います。　　　　　　   （係：豊田武司・森弦一）

期　日　10 月 14 日（木）
集　合　谷川岳ロープウェイ駅前　10 時 30 分（牧野旗目標）
交　通　東京駅発 7:48（上越新幹線とき 305 号）→上毛高

原駅着 8:53 または東京駅発 8:04（上越新幹線たに
がわ 403 号）→上毛高原駅着 9:20 ／上毛高原駅発
9:32 バス→水上 9:57 経由→谷川岳ロープウェイ駅
着 10:17

コース　谷川岳ロープウェイ駅→天神平…天神平周辺散策
（昼食を挟んで 3 時間ほど）→谷川岳ロープウェイ駅、
同駅にて解散。

　　　　※出発時刻は上記よりかなり早いのですが、次の方
法もあります。

　　　　新宿駅 6:14（埼京線）→赤羽発（高崎線）→高崎発（上
越線）→水上 9:30 着。上毛高原からのバスに乗車。

／ほかに上野発、東京発などの在来線で高崎まで行
き上越線に乗換えて水上で下車、バスに乗車する方
法もあり、ロープウェイ駅に集合ください。

講　師　谷本 𠀋夫 氏（本会会長）

旅　費　15,580 円（新幹線利用・バス・ロープウェイ往復）

参加費　1,000 円
参加申込先　090–3224–8584（坂本）またはホームページから

当日の連絡先　090–2462–8872（森）

11 月    第 795 回　野外研究会

高尾山のシダ
１号路で常緑性シダを観察します。イノデ、イノデモドキ、ア
イアスカイノデ、オオイタチシダ、ヤマイタチシダ、ベニシダ
を始め、ハカタシダ、ヘラシダ、リョウトウイタチシダ、サク
ライカグマ、ツルデンダほか四十数種類が観察できます。

　　　　　　　   （係：手塚武博・岩崎敏子）

期　日　11 月 10 日（水）　雨天中止
集　合　京王線 高尾山口  南口駅前　10 時
コース　高尾山口駅から薬王院まで１号路を登り、薬王院で

解散します。
講　師　倉俣 武男 氏（日本シダの会  関東ブロック幹事）

当日の連絡先　080–9215–4495（岩崎）

12 月    第 796 回　野外研究会

百年祭 明治神宮の森  今と昔
明治神宮の境内林は、100 年前に人工的に造られた事はよく
知られています。ここに植えられた樹木は神社を守り、荘厳性、
神秘性を維持するのに相応しい樹種が選ばれています。作る
目的、植物遷移、適地適木を基本に設計されたこの森の樹
木を、過去、現在と比較しながらそれぞれの参道から観察し
ます。　　　　　　　　　　       （係：坂本アヤ子・松田敬子）
期　日　12 月 5 日（日） 　雨天中止
集　合　明治神宮正門前　10 時
コース　原宿口正門広場…大鳥居…御本殿…西神門附近…参

宮橋口…代々木口…原宿口…解散
講　師　谷本 𠀋夫 氏（本会会長）

当日の連絡先　090–3224–8584（坂本）
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1 月    第 797 回　研究会

室  内  会（総会と講演会）

期　日　1 月下旬（詳細は次号で）

研究会の実施について

新型コロナウイルス感染状況によっては実施を見合せるこ
ともあります。ホームページを適宜ご覧ください。あるい
は事務局まで、できるだけ電子メールでお問合せください。
★実施の場合、当面、マスク着用、互いの距離を保ち、必
要以上の会話はお控えください。なお、当日発熱等の症状
が見られた場合は、参加を見合せてください。

牧野植物同好会創立百十周年記念講演会の様子
および参加者記念写真

祝辞を述べる横山譲二会員（牧野博士に直接師事）

講演する石川美枝子会員

撮影者：手塚武博（上 4 点）、森弦一（記念集合写真左）、牧野澄夫（マスクを外して記念集合写真右）

トークセッションのパネリスト：向かって左から
田中純子会員、加藤僖重顧問、石川美枝子会員

講演第一部　2021.6.25.  13:20-15:20
　『牧野日本植物図鑑』について
　　（練馬区立牧野記念庭園記念館学芸員／本会会員  田中 純子 ）
　『牧野植物図鑑原図集』発刊の意味
　　（牧野標本館客員研究員／本会顧問  加藤 僖重）
　『新分類牧野日本植物図鑑』の新図制作
　　（植物画家／本会会員  石川 美枝子）

トークセッション：植物図鑑に関して
　パネリスト：加藤 僖重、田中 純子、石川 美枝子、
　会場参加者／進行役：本会事務局  磯部和久

講演第二部　15:30-16:30
　「尾瀬ヶ原の成り立ちとナガバノモウセンゴケ
　　と牧野富太郎」（本会会長 谷本𠀋夫）

祝辞を述べる長谷川義人本会顧問


