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カワラノギクの分布
い tす。上記のほか戸塚(久内清考， 1 9 1 4 )の記録

もあ Dます。上のリストはカワラノギクの産するメッ

γ ュの 覧を打ち出したものです。

カワラノギクは河原K特有のものですが，砂刺採取

やダ ムの築造 Uてよる 流水の変化などで次第 K減少 して
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偉大な大谷茂先生の足跡をしのぶ

石渡;台一

大谷茂先生がb在 〈在 TVCなってもう 1年 VC左bま

す。いつ も学究第 1，後進を指導し，柔か〈物静か K

ゆっく t，そ して KζやかK話される 先生で した。

織物Kついて だけでな しいろいろの面でど指導を

いただいた数かずのととを思い出しながら ，いささか

先生を しのびたいと思h ます。

槌物会でな話をさ れるときは必ず，生の実物か標本

をもって，比較検討を旨とさ れました。

「さあ， 乙れを順K回してよ〈見てください。どと

Kちがいがあるか， どとを見たらよいかね。JVCζ や

かなを顔，一わかり ま したか~ とまたに ζやかK。

いつどん在 日寺でも決 してむずかしい顔，いかめ しい

顔を在さ れな かった先生でした。

言葉と言葉の区切Dをはっき Dつけ，静か在声で話

されました。立って b話をさ れる時は，何となし K貧

乏ゆナ Pの ようVC(どめんなさい)体を動か し左がら

笑顔で静かK静かK話されたものでした。

後進のため VC，若か bし自の勉学のととをよく会話

K在Dました。

学問というものはね，基健からし っか bやら在いと

いけません。私たちは泊 b込みで勉強したものです。

昼に先生から講義を受け，夜は原容を統みました。わ

かるまで tとζ とん勉強したものです。植物 ・動物 ・鉱

物 ・生理衛生どれも よく勉強しましたよ。

苦は胴乱で な く柳行李を持って山へ行ったものです

よ。山の中を 2日も3日も行李を持ち歩〈のは大変在

ものでした。新聞紙の入手もー苦労で ね，何回も何回

も取 D替えでは天日で乾かして，大事K使ったもので

した。鉱物採集では，行$VCいっばいの重さは大変な

もので， それを里ま で運び出すの Kえらい苦労をした

ものでしたよ 0 ・・ とんな調子で日光から金精峠 ・尾

瀬方面へかけての採集旅行の苦労話をされました。

君達は楽K勉強しているのだからもっとしっか Pゃ

れよ， という含みで卦話さ れたのかな，今Kなってそ

んな気もし ます。以下先生の歩 まれたあとをたどって

みたいと 思います。

生年月日 明治お年 (1900)1月14日

出生地 神奈川県都筑郡都田村池辺中盤3069 その

後，倹浜市 K編入さ れ，償浜市港北区池辺町 3019 と

なD現在は緑区池辺町 3069とな っています。

大正 8年(1919)3月 神奈川県師範学校本科第 1

部卒業，小学校本科正教員免許状受領，第 1607号。

大正 8年 3月 神奈川県橘樹郡第 l稲田尋常小学

校訓導。

大正 8月 7月12日 陸軍歩兵第 I，lli隊で 6週間現役

兵服務。国民軍幹部適任証受領。

大正 8年 9月 繊浜植物会K入会。

大正 9年 (1920) 4月 槌物研究雑誌会員。

大正 9年 -10年(1920-1921)段応義塾大学医学部

生物学教室K台いて岡村周諦時土指導の植物鏡検実習

を受ける。
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正 9年 9月 以降，毎月第 2日曜，慶応義塾大学

医学部生物学教室で植物分類学講義 と各科代表植物の

実習指導を岡村局諦博士 よP受け る。

(T田 t， Heinrich Gustav AdoJch EngJer) 

※当時，虚i応の岡村先生の講習や講義は第 1i級のもの

で，植物学を志す者は一度は先生の講義を受けたいと

ねが ったものです。

大正m年 (1921)8月 日光経由，尾瀬の借物調査，

日光→湯本→金将峠→丸沼→大尻沼→(野営)→白根

湿泉→戸倉→三平除→尾瀬沼→長蔵小屋→湿原→爆岳

3泊 4目。 l行 4名(大谷，江森貫一，渡辺義雄，藤

波健次)夜中 VC3'マが出て大さわぎをしたそうです。

大正11年 (1922)6月 兼任，神奈川県橘樹郡稲田

村立第 1女子実業補習学校助教諭。

大正 12年 (1923)3月 神奈川県摘倒君1l尋常高等鶴

見小学校司11導。

被 ζ の年 9月 1B，関東大震災があ Dましたが，先生

から地震の話を伺った記憶がありません。

大正13年 (1924)3月 神奈川県橘樹郡鶴見尋常小

学校司JI導。

m普は学校が変るたびK給料が増額K立 Pました。先

生は同銀 K比し，群を敏いて高給であ ったろうと推察

されます。

大正 14年 (1925)7月 文部省試験検定(文検)VC 

ょt，師範学校 ・中学校 ・高等女学校教員免許状(縛

物科の内他物)受領。(し第 7016号)

m文検を パスするととは至難な乙とで，明せきな頭脳

と， たいへんな努力の結晶です。後K記すよう K先生

は動物 ・生J:l11衛生 ・鉱物 と'ozつぎK免許を取ら れま し

た。誠K篤典的立 ζ とであると思い ます。

大正 15年 (1926)3月 神奈川県横浜市西前尋常高

等小学校訓11導，1.且，唱歌科勤務。

m ζ の ζ とKつい ては先生から伺 った記憶があ Pませ

ん。昔は音楽科を唱歌科といいましたが，その専科勤

務ですから ， よほどの技術を念持ちであ った ろう ζ と

が推察されます。

大正 15年 3月 兼任，神奈川県立工業学校教諭。

大正 15年 8月 東京大学付属三崎臨海実験所で，谷

津直彦博士指導K よる文部省主催の臨侮笑習を行う。

昭和 2年 (1927)4月 3日 武州北起立都新倉村膝

折付近の傑集 ・東京植物同好会 ・牧野富太郎先生指導。

昭和 2年 4月24日 武州北足立郡土合村田烏がJ京K

サクラ Y ウを見K行〈。江森A一氏案内。

~，~当時 のサ クラ Y ウにつh てはよく島、話さ れました。

昭和 2年 8月 慶応義塾大学医学部生理学教室で，

加藤元一教伎の生埋学実習を受〈。

昭和 2年 10月 以降，毎月第 1木曜(3ヶ年)東京

水産活習所所長， 岡村金太郎博士(目自の世宅で )vて

っき ，海草学の分類 ・笑習の指導を受〈。

淡水産税-E;所は後の水産大学で， 1吋村先生は海草学の

第 1入者。何回も先生の 台宅を尋ねた来VC， ゆるされ

て教を受けるととができたという台話でした。

それ Kつけても先生の向学心 ・熱意 ・努力が並たい

ていのものでなしそれを依みとられた岡村先生が，

C家庭で教えられ る よう Kなったのだと思います。



昭和 3年 (1928)2月 神奈川県立工業学校教諭。

昭和 4年(1929)5月 以降，毎月第 3日曜日の，

午後 6時 -10時，東京都北豊島郡大泉町上土支回 557

牧野富太郎博士の公宅で，単子葉植物の系統的分類学

の指導を受<( 3ヶ年)

※とれもなかなか大変在ととであったろうと思います

が，世界的左分類学者から直接教えを受ける学求の従

の喜びが， しみじみとわか Dます。

昭和 5年(1930)5月26自 分家届出，向日受付，

昭和 5年 5月28日 初代夫人と婚姻届出。

昭和 5年 7月 :IJ日 文部省試験検定(文検)~よ b

師範学校 ・中学校 ・高等女学校教員免許状(博物科の

内動物)受領 し第 10640号。

昭和 7年(1932) 趣味の植物学会“植物趣味の会ぬ

発足K参加，後K東亜植物学会と在 9，特別会員 ・地

区代表と在る。

昭和 7年 7月25臼 文部省試験検定(文検)~ょ b

姉範学校 ・中学校・高等女学校教員免許状(博物科の

内生理及衛生)受領 し第 11936号

※次から次へと文検~r':Ã。脳のできがちがうのでは

なh かとさえ思えますが， たいへんな努力を在さ った

ととが忍ばれます。

昭和 7年 8月 2日-10日 秩父西部(小鹿野 ・二子

山 ほうかい石山 ・坂本 ・入町峠 ・金山 ・中津川 ・栃

木)鉱物採集。

昭和 7年 B月11日-13日 筑波伝正寺K鉱物採集。

※秩父山中で 9日間の採集，その労力はたいへんなも

のだったでしょうが，とって返すよう K筑波へ 3日間

もの採集行。沸ふつわく学問への情熱， たくましい体

力~ ， た吃ただ感嘆せず K は世られません。

昭和 7年 8月 多湖笑輝 (一高の植物助手)氏の紹

介 Vてよ 9，東京第一高等学校教授坪谷幸六博士の岩石

の指導を受〈。

昭和 8年 (1933)8月 東京成渓高等学校で鉱床学

を学ぶ。

昭和 9年 (1934)8月 東京武蔵野高等学校で鉱物

の物理化学的性質の実習を和田八重造教授 よP受ける。

昭和 9年 10月17日 群馬県妙義山植物調査。

昭和 10年 (1935)8月 5日 文部省試験検定(文検)

Kより師範学校 ・中学校 ・高等女学校教員免許状(鉱

物，含一般理科)受領， し第 1367号

※文検，植物 ・動物から生理衛生 ・鉱物 ・一般理科と

息つく暇もない短時日の免許取得。 一科でも並立みな

らぬ努力の結果， ょうやく入手するととのできた難業

でした。現在の大学入試などは到底その比ではない易

いととであろう。先生であれば司法試験でさえも，易

いととであったと思われます。

昭和 10年 8月 東京高師教授藤木治義博士Kっき，

岡山県成羽の中世代化石， llti~ 準平原 を視察。

昭和11年 (1936)6月 神奈川県立工業青年学校指

導員。

昭和 lJ年 8月22也 公立高等女学校教諭 K任す。高

等官七等を以て待遇せらる。

昭和 lJ年 8月22日 横須賀市立実科高等女学校教諭

(昭和12年 K倹須賀市立高等女学校と改称された)
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昭和 12年 (1937)年 9月 9臼-12日 三重県の植物

調査。賢島→御座→浜島→五ク所浦→神前浦→熊野援

~船で~木ノ本(熊野市〕→和歌山県新宮 ・浮島→穂

原村 ・鬼ケ城

昭和13年(1938)6月 15日叙従 7位

昭和 13年 11月 1日 高等官 6等を以て待遇

昭和 13年 11月 15日 叙正 7位

昭和 13年12月 以降横浜植物会で，伊藤洋先生K

よる羊歯植物分類学受講( 5回 )

テキスト :日本しだ類早わか 9，伊藤洋先生の作製

Kよるプリント使用。

※植物全般Kわたって非常 K深い知識を辛子持ちの先生

でしたが， しだ積物Kついては妹の外深い知識と興味

をb持ちでした。

昭和 15年 (1940)8月 1日-15日 北海道大学理学

部緩物学教室で，文部省主催の「細胞学 ・遺伝学1の

講習を受ける。

昭和 15年 10月10日 向居してなられた，初代夫人の

厳父八木下栄蔵氏死去。

昭和 16年(1941)4月 16日 公立笑業学校教諭 K任

す。高等官 5等を以て待遇。(内閣)

同，横浜市立女子高等専修学校教諭 K摘す〔文部省)

昭和 17年 (1942)4月 2B 横浜市臨時教員講習会

講師。(横浜市)

|司，国民学校教員臨時検定試験委員c (神奈川県)

昭和 18年 (1943)4月15日 横浜市臨時教員講習会

講師。(横浜市〕

昭和 19年 (1944)4月 1日 横浜市立第二女子商業

学校教諭 K補す。(文部省)

同，横浜市立第一女子商業学校教授を嘱託(横浜市)

問 4月17日 横浜市臨時教員講習会講師

同 5月15日 願によ b嘱託を解く(第一女子商業)

同，I司 検浜市立第一女子商業学校教諭 K兼補

昭和;お年 (1945)5月m日 横浜空襲十てあい全焼。

※との時，先生が集めもって昔られた標本， 図書， 資

料などの貴重なものを焼失。後年折Kふれて残念がっ

てなられました。

昭和al年 6月 横浜市港北区池辺町の生家K疎開。

昭和m年 lJ月ヨ1日 原 Kより兼任を解<0 

昭和20年 11月初日 横浜市立第一女子商業学校教諭

K補ナ。 (文部省)

昭和20年 11月初日 横浜市立第二女子商業学校教授

を嘱託す。〔横浜市)

昭和21年 (1946)7月24日 願 K より嘱託を解〈。

向，同願KよD本宮を免ず。

昭和21年 8月17日 任横須賀市視学，教育部学務課

学事係長兼務。(横須賀市)

第 2回，文部省主催，視学官ワーク ν ョァプK参加。

(会場栃木県)

※終戦直後占領下の教育制度改変， 教育行政'~たずさ

わ 9，身心とも K大変なととでるったと思います。

昭和21年 8月28日 教職適格者と判定 (女 301号)

※各道府県月IJ~ ， 教職適格審査委員会を設け， 教職員

の戦中の状況をチェ ック，適否の判別を行ない，不適

格と判定された者は教職から追放 されたものです。



昭和22年 (1947)3月11日 公職適格者と判定さる。

(賀73号〕神奈川県知事。

昭和22年7月 14日 教育部学務課指導係長を命ずる。

(横須賀市)

昭和22年 9月初 日 願 KよD職務を免ずる。

昭和22年 9月初 日 地方教宮 K任ずる 三級 K叙す。

(神奈川県〕

同，向 横須賀市立不入斗中学校長 K補する。(神

奈川県)

昭和22年 12月 5日 二級 K陸叙する。(内閣)

昭和23年 (1948)7月 7日 初代夫人死去。

昭和24年(1949)9月 1日

小学校二級普通免許状受領 (3757)神奈川県教委。

中学校二級普通免許状受領(国語 ・社会)県教委。

中学校二級普通免許状受領(理科)県教委。

高等学校二級普通免許状受領(理科 ・数学)県教委。

※免許法の改正Kよ9，講習そのほかの何等かの摘置

Kよれ従来所有した免許状を切り替えなければなら

在くなった。 ζ れも教育制度改革のー述のものです。

昭和24年 9月 1日 三浦半島研究会が結成され。同

時K選ばれて冨IJ会長と在る。

横須賀市郷土文化研究室員と在る。

昭和25年 (1950)4月128 横須賀市不入斗町 3-

79 vc寄留。

昭和 25年 11月 9白 神奈川県の花審査員を委嘱さる。

※昭和お年 1月23日 県の花 ヤマユ リを制定す。

昭和26年 (1951)3月25日 横須賀市佐野町 3-41へ

※広大な数地で，先生が各地から集められた珍らしい

植物 ・貴重な植物がた くさん栽植されています。

昭和26年 5月 18 神奈川県立三崎水産高等学校長

K補す。(県教委)

昭和 26年 4月29日 久校夫人と結婚

昭和 26年 8月11日

神奈川県公立学校教員 K任命する。 二級 K叙す。

神奈川県立横須賀高等学校教諭 K補す。

兼ねて神奈川県教育研究所所員を命ずる。(県教委 )

昭和27年 (1952)2月14日 第 8回教育指導者講習

( IFEL) VCないて，中等学校管湿の課程を修了。

米人諮師 Rober t R. Vance 東京教育大学長。

昭和27年 2月初 日 大学の単位修得証明書を受〈。

「中等学校管理 6単位」 東京教育大学長。

※IFELも戦後教育制度改革K伴うー断面で，地方教育

界の重要人物が選ばれて，受講する ζ とに在ったもの

である。 lPELは先生の心の中 K思い出として生きてい

たようで，時ど童 話の端K もらして告られ まし た。

昭和27年 4月 1日 高座三浦地方教育調査委員委嘱

昭昭 27年 5月 1日

神奈川県公立学校長在任命する。二級 K叙する。

神奈川県三浦都逗子町立逗子中学校長十て補する。

昭和27年 6月 15日 千葉県中部茂原湿地植物調査。

※ζ の時， 耕地の中 VC"ミ カキグサをはじめ， いろい

ろ食虫植物がたくさんあ Dました。天然記念物K指定

されたととろもありました。

昭和28年 (1953) 7月10日 神奈川県教育職員免許

法認定講習，28年度夏季諮座講師を委帰する。県教委

ハUFU
 

昭和28年 10月初 日 中学校一級普通免許状(理科)

同 校長一級普通免許状受領(県教委)

昭和29年 (1954)4月 1日 横須賀市博物館研究員

を委帰する。(横須賀市教委)

昭和29年 4月 15日 市制施行，逗子市立逗子中学校

と改称。

昭和29年 9月118 居住地を 「吐月 山間轡荘」と 命

名，命名者 :鎌倉市山ノ内462白雲庵住職磁谷恵秀姉。

※仲秋明月の夜命名されたとのとと。高台Kあ9，南

の開けた会宅は， たしかK吐月山の趣があ bます。

昭和初年 (1955)11月28日 神奈川県博物館協会 ・

自然科学部会長と在る。

昭和31年 (1956)11月 19日-25日長野県の植物調査。

昭和 31年 11月26日 教科用図書検定調査審議会(教

科用図書検定調査分科審議会)委員乞委嘱 ・文部大臣

昭和 32年 (1957)7月初日 日本 γ ダの会員となる。

昭和32年 7月31日 三重県南部尾鷲周辺の植物調査

.和歌山県那智→新宮→潮の岬→白 浜 .8月 6日まで。

※山問先生(当時多摩高校長)の御親せきで，尾鷲 の

漁業組合長吉ん宅 K泊めていただきました。案内者を

つけていただき ，尾鷲の山を有効K見るととができま

した。 主Kγ タ類を見 ました。尾鷲の公民館長若葉さ

ん方で栽培されている γ ダを見せて h ただき在か い，

尾鷲の植物Kついていろいろ晶、話を伺いました。

丁度 乙の時ハッ カ入1)-タバコが発売K在りました。

当時はヘビー ・1 ニモカー であった大谷先生は， とのと

とをよく御存知で，早速尾鷲で買い求めました。

昭和32年 11月 1臼 教科用図書検定調査審議会委員

を委嘱する，任期は昭和M年 10月31日まで ・文部大臣

昭和33年 8月 14日 宮城県栗駒山(須川面)鳴子峡

.鬼首の他物調査。 20日まて'。

，!; 7日聞の調査行で した。大谷先生のーの関の知人宅

K泊めていただき ，毎日配車してくださつでありがた

かった。その上ウ ナギを十分K賞味 させて もら いま し

た。栗駒山のム ν トリスミレの群落は見事でした。

昭和例年 (1959)3月14日 横須賀植物会発足。会

長と なる。

後同時 K幾つかの会が発)E。合同して述合の会をつ〈

Dましたが，現在まで引続き活動しているのは，槌物

会 だけです。 ζ れは大谷先生というよさ指導者があ っ

たからです。

昭和M年 5月28日 伊豆八幡野来ノ宮神社裏山社是正

他物調査。

昭和M年 7月31日 1等級24号給を給す る。

昭和34年 7月31日 辞職を承認する ・神奈川県教委

必ととで教育現場を離れた 先生は，機須貨市博物館で

植物の研究 K没頭，後輩の指導 K力を入れられた。陣

物館報を通じ多数の論文を発表された。

昭和34年 8月 l日 横須賀市侍物館瞬託(常勤)

横須質市博物館資料の収集展示K関する業務を嘱託，

昭罪r34年 8月11日-13白 伊豆沼ノ川→白川方面の

植物調査。

後営林箸の世話Uてなりました。

昭和34年 8月 16日-21日 宮城県 ・山形県境の鉛形

山の植物調査。



当証前年の栗駒山調査の折c知人宅 K治めてもらいまし

た。車で各所K選んでもらい，時間的Vても案内Kも大

変好都合で した。栗駒山に比べ植物的Kは単調な山で

した。

昭和 34年 11月 3日 教育勤続表彰 (県教委)

昭和弘年11月ぉ日 永年勤務者感謝状 (友松会)

昭和35年 (1960) 4月298 横浜 γ ダの会発足。

倉田悟先生の指導を受<(昭和43年 6月 9日21回まで〕

※γ ダは変化があって大変金も しろいし，調べがいも

あると常ずね話して公られま した。

後年屋久島や南九州方面のシダK大変関心を示して

合られま した。

昭和 35年 5月25日 第 8回全国博物館大会委を委嘱。

県教委教育長 鈴木重信

日本博物館協会会長径UII宗敬

県博物館協会会長村田良策

昭和35年 8月 1日-7日 富山県立山連峰植物調査。

壌はじめて人工衛星の成功した年でした。雷鳥荘で，

人工衛星が流星のようf'(.ゆっくり 一直線に動くのが

よく見えました。大変驚き感激したものです。

立山連峰も今日のよう K楽なものではありませんで

した。

高山植物が豊富で，たいへん楽しい山旅でした。富

山市教委指導主事山田氏方に前後二泊させてもらいま

した。採集許可から山の案内図 まで大変針世話K在P

ました。

昭和 35年 10月 1日 横須賀市教育委員会技術変員と

なる。横須賀市博物館勤務。(横須賀市教委)

昭和36年(1961)3月 15日 文化財保護法施行10周

年 Kあたり功労表彰を受ける。(県教委)

昭和37年 (1962)3月 9臼 博物館法施行規則1Jf'(よ

る学芸員の無試験任定K合格 し，学芸員となる資格を

得る。(証条35号)文昔日生ら

昭和37年 5月 植物ニュ 1 の会，会員となる。

昭和 37年 7月 5日 鹿児島県熊毛郡尾久島植物調査

8月 3白まで30日間。 8月 5日Kは桜島北東の燃島 ・

土地の人は新島 (γyジマ)の植物調査。

(初島 ・大谷 ・井口 ・肥後)の 4名。

昭和37年 B月258 湾玉県羽生市三回ヶ谷宝蔵寺沼

のムジナモ調査。

昭和お年 (1963) 1月 野外植物研究会会員と在る。

同. 1月18日 f7ロラ茨城」終身会員となる。

同 5月28日 第 3回伊豆半島自然観察隊，植生班

の一員と Lて伊豆半島の植生調査( 4日間)

同 6月29日 長野県上伊那郡小野村稔 沢天狗原の

シタレグリ調査。

同 7月21日 栃木県河内郡上三川町磁川湿地植物

調査。※サギ :1?を嘆賞されました。

同 8月 4日 鹿児島市厳島の北東方，燃島(新島〕

植物調査 ・・第 2回目

同 8月 15日-19日 鹿児島県大口市周辺~宮之城

紫尾山 の植物調査。

昭和38年 8月22日-26臼 鹿児島県大隅半島，垂水

.大根占 ・伊座敷 ・大中尾 ・辺塚 ・稲昆岳 ・花瀬 ・田

代方面の植物調査。
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※いつも在がらのととですが， よ〈体が続〈と感心さ

せられる程，精力的f'(活動されています。

昭和:強年12月10日 川崎市高等学校理科研究会f'(.

三浦半島の 自然Kついて講演(高津高校Kて)

昭和3白年 (1964)2月13日 埼玉県羽生市三田ヶ谷

宝蔵寺沼のムジナモの第 2回調査。

昭和39年 4月 14日 横浜市中区本牧三之谷，三渓国

地内植物調査(三渓園の依頼Kよ1>) 

昭和39年 6月 1臼 横須賀市文化財専門審議会委員

を引続き選任される。(頭初よ1>8選)横須賀市教委。

昭和39年 7月羽目 - 8月 5日まで 鹿児島県熊毛郡

種子島南種子地区植物調査。

昭和40年 (1965)8月 7日-13日 鹿児島県熊毛郡

屋久島植物調査。

昭和41年(1966) 5月24日 三渓圏の依頼Kよb地

内の槌物調査(第 2回目)

昭和41年 7月29臼-8月 4日 鹿児島県桜島の植物

調査。 8月 11日K再度絞島へ。

昭和41年 9月10日 県の木制定審査委員となる。

委員会第 1回 9月 14日 第 2回10月24白 決定11月 1

日決定と左る。

昭和42年(1967)2月 15日 市制60周年K当1>..特

別表彰を受横須賀市長)

昭和42年 8月 4日-8日 鹿児島県瓶台山・漆上 ・

宇都方面の植物調査。

昭和42年 9月 10日 植物手帳(草木変改題)会員。

昭和42年 11月 19日 逗子中学校20周年K表彰される。

昭和42年 11月29日 統計教育 15周年Kあた D功労表

彰を受ける。(神奈川県)

昭和43年(1968)2月 B日 英湯河原の植物調査。

昭和43年 2月28日 再度奥湯河原の植物調査。

昭和43年 6月 2日 以降毎月 1四 回伊玖磨夫妻と

三浦半島，県内，県外の植物調査を行う。

昭和43年 7月25日-31日 鹿児島県熊毛郡屋久島の

植物調査。

同 8月 5日，鹿児島県盛摩郡宮之城大又国有林の

植物調査。

|司 8月 7日 鹿児島県指宿市池田湖のナンゴクデ

:/C/:I?調査。

同. 10月2 日 自然科学の部で， 明治100年表彰を

受ける。(神奈川県 )

問 11月17日 逗子市PTAal周年K当 b感謝状を受

< 0 (逗子市PTA連絡協議会)

咲先生が教育機関K御在職中の，格月IJの骨骨骨 bが，

今 Kなって感謝状や表彰状Kなって，次から次へとあ

らわれています。

昭和44年(1969)4月 1日 学芸員を命ず，市教委。

向，鹿児島植物同行会賛助会員となる。

同 4月13日 猿島植物調査(ヤナギイチゴ健在)

同 5月 2臼 薬用植物を訪ねる会の下見 ・三浦。

同 6月30日 辞職を承認する(横須賀市教委の技

術変負の) ・横須賀市教委。

昭和44年 7月 1日 横須賀市博物館f'(:b'ける自然科

学の調査昔よび研究 K関する業務を嘱託(非常勤)

(毎年辞令更新) ・倹須賀市教委。



昭和44年 7月29日- 8月 2日 鹿児島県熊毛郡屋久

島槌物調査。

同 8月 7日-9日 都弁岬植物調査。

同 8月m臼 鹿児島県指宿 ・潟口 ・尾掛無足神社

植物と民俗調査。

昭和45年 (1970)3月 4日 逗子中学校で卒業記念

梢演 ・演題 ・忘れ得ぬ人びと 。

昭和45年 4月 5日 東京都西多摩書~五日市町，秋川

流域の調査。

昭和45年 7月16日-18日 鹿児島県(大隅)綾ケ城

~高度 山植物調査。

同 7月31日- 8月 3日 熊本県五木五家荘(根拠

地 ・二本杉)植物調査。

※毎年九州の植物を調査されました。前Kもふれまし

たが， 特 ~:ν ダ植物~1重点を鐙いて公られました。

先生は飛行機は使われず，いつも往復には特別寝台

車を使って b られま した。 個室でゆっくP勉強が でき

るよと笑 って会られました。

昭和45年 11月 2日 神奈川県立三崎水産高校お周年

式典 K当 D表彰さる。(式典委員会長)

昭和45年 11月 19日 県立教職員の教養講座(三浦保

養所)講師。 (以降 5回講師と在る)

昭和 45年 11月m日 第 5回総沢研究奨励賞受賞

(神奈川県友松会)

昭和46年 (1971)2月 2日 浦賀双葉団地公民館で

婦人会~ r身近な植物J~ついて講演。

昭和46年 3月28白 神奈川県立青少年センター主催

「日間目散歩の会」講師(大楠山 ・衣笠方面)

昭和 46年 3月初 日 博物館で，鎌倉 ・逗子 ・葉山 ・

三浦 ・ 横須賀の婦人会代表~ r自然と生活J~ついて

講演。

昭和 46年 5 月 22 日 八丈島(団伊玖磨夫妻 と共~ ) 

植物調査。

昭和46年 7月 7日 馬堀学区公民館婦人学級で，

Spice と Herb~ ついて講演。

昭和46年 7月 19日-23日 鹿児島県(ガ情 )高峠 ・

高自主渓谷自然休養林積物調査。

昭和46年 7月26日-31日 宮崎県1虐鈴山(児湯郡都

淡町と木城村との境)・鰐塚山(南那珂郡北郷町 ・北

諸県郡三股町 ・宮崎郡田野町の境)植物調査。

昭和46年 11月18日 県教職員三浦保養所で教職員教

養講座，講師。

昭和47年 (1972)7月28日~昭和48年 9月初日まで

の I年余 b入院闘病生活。

※病気回復の後，金元気在台姿を博物館の研究室で辛子

見かけするととができて，誰も).0，非常 K うれし く思い

ました。

昭和49年 (1974) 5月 16日 逗子市福祉会館で 「神

武寺b よび逗子地区の植物」について講演。

昭和49年 7月27日 逗子教委 ・逗子教研共催の研修

会で 「逗子の植物J~ついて講演。

昭和50年 (1975) 3月25日 博物館で婦人団体研究

会で鱗演。演題 ・人間 と自然の交流。

昭和50年 B月15白 衣笠公民館の高令者教室 で「人

生と植物J~ついて講演。
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昭和50年 12月 12日 本市博物館で不入斗中学校家庭

教育学級~ r植物の利用JVていて講演。

昭和51年 (1976)2月初日 文化会館中ホ ーんで，

横須賀愛樹連動推進のつどい K講演， 官主題 ・樹木への

招待ーわたくしたちをと Dま〈樹木。

昭和51年 3月 4日 久木中学校卒業記念講演(私の

歩んだ道)

昭和51年 4月24日 横須賀市博物館で講演，演題 ・

南方の自然一屋久島を中心として。

昭和 51年 7月16日 横須賀市の木 ・市の花選定懇談

会委員。(6月 30日付)

同 7月228 内部打合せ会(候補木 ・花の選定)

問.11月 9日 第 2回選定懇談会(決定)

オオ シマザクラとハマユウの選定。

昭和51年 11月12日 検須賀市愛樹運動推進のつ どい

で講演，演題 ・竹林の美。

昭和 52年 5月 4日 横須賀風物百選，選定懇話会委

員を委帰される 5月 17日 6月228. 7月15日の 3

回の委員会で選定。

昭和52年 6月 8日 横須賀文化をきず く会結成 ・幹

事と在る。

昭和53年 5月 17日 横須賀市田浦緑地利用計画策定

委員会委員となる。 6月12日 ・26日 ・7月 17日 ・8月

2日の 4回の委員会と 6月 19日7月29日K現地祝祭 ・

昭和53年 6月23日 横須賀文化をき ず く会例会。

と ζ まで先生のメ モが整理されて いま した。その都

度克明K記さ れたものと思Lいます。私たちとか 〈記録

的立 ζ とを手許 で担えて公くととをうかつKし， 後 日

Kなってあれやと れや捜し物をしがちですが，非凡な

先生は常づね身辺がきち んと 整理されて;1;-9 .その上

ほとんどの事を記憶されて昔られたのKは， いつ も驚

かさ れて会 b ました。そして最後~ . 付記と し て ， 植

物並K民俗の採集歴は一部分のみ記述した。追て まと

めてみたい， とる Pました。

在台，大谷茂先生の横博での御活動の業績について

は，償須~市博物館資料集第 1 号 . 1 978年 3月~ .

大谷 茂学芸員 業績目録としてまとめられています。

昭和55年 (1980)9月，健康を害され，闘病生活K

入ら れた先生はいつも， 主治医の先生を絶対K信頼さ

れて いるととを， 主?伺いするたびK話さ れま した。

食事もうまくたべら れるし，暖〈在 ったら退院で き

るよと話されていました。

幕の中 K退院してもよろしいと医師から 話があった

が，家を多少な晶、し， ベッドを入れ，それから退院す

る よ。う れ しそう Kな話しさ れました。

年が明け昭和お年 (1981)の 1月24自に退院なされ

て，御家族昔そろいで，退院祝の夕食をとも Kなさ れ，

その上， 品、係さんはじめ皆さんK記念の品を晶、渡しK

な9.散会されて後ま も在〈 急逝さ れると は。

昭和お年 1月24日 せい去.81才。

昭和56年 1月24日 叙従 5位，勲 5等，重要光旭日章。



マイクロコンビュータによる

データの登録と分布図の作成

他物誌調査もかな D進展し， 湘南，横浜北 ・川崎フ

ロ γ クのように既K第 llXのテエ"9リストが完成し

た所もあ Dます。それから見るとつのメッ γ ュ当

Pの種類数は 350-ao位 Kなbそうです。平均的は研10

位として 108メァιノュ ですから， 最終的Kはω，α泊か ら

7Q，(XX)点の標本が集ま 9，分布図を各種どと K作成す

るとすれば 00ρ00から 70ρ00の点を地図上K打たねば

ならぬ ζ とKなるます。 ζ れだけのデータの管還を手

仕事でやると在ると ，入手も大変ですし，間違いの発

生も避けられないでしょう。各々が本来の仕事を持ち，

その余暇を別用しての調査ですから ，省力化を進めて

沿少の労力で間違いの在い結果が速かに得られる よう

考えねばな 9"!ぜん。そとて考えられるのがに 最近プ

ーム 状を呈してきたマイクロコンピュ ー タの利用です。

残念ながら只今は事務局のあ る博物館Kもコンビュー

タは設抵されて台らず， とれを利用できそうな所も見

当 bません。そ ζ で借金をしてマイクロコンピュータ

の最小セットを購入し， まずプログラミングから勉強

して 2ヶ月ほどで在んとか利用可能在プログラムを組

みあげました。素人の駆 け出しですから不充分立点が

多いのですが，差し当 D仮目録と仮分布図の作成まで

はとの ';/Aチムでやってみた h と考えています。次 K

その大体の構成を紹介して公きます。

ハードウェアと称される機器類は NECPC8001と

7ロァピィディス F ユニットそれKプリンタ(エ 7':J 

;/MP82)です。 7ログラ ム言語はベーシッ ク。

データの登録 :一種類の積物について必要在データ

は学名，和名，科名，それKその種類が108の各メッ

シュ Kあるかないかという ζ とK在bます。徐本一枚

どと Kパンチカ ー ドなど で登録すればよいのですが，

パンチをする機器やパ y テカードリーダなどが高価で

合計300万円以上tてもな 9， パンチの労力が非常 K大

変在ので現在のポナ γ トマネ-.y.Aテムでは困難乃至

不可能です。そとでデータの最少ユニ γ トを各メ;!-:/

ュKあるかないかという ζ とKしました。従ってその

データの是正とな った標本の採集地，採集者， 採集年月

日などは様本を見在ければ判らないとと KなDます。

袈する Kチェックリストのコンビュータ処理を 目標 K

いてあ Dます。しかし各メ γν ュどとのデータの種

力つ弓/干輸ワ Aster kantoensis Kitamura 

類は記録できるよう Kしました。それは 1. 今回の

調査期間内K標本で確証古れた もの。 2 今回の調査

期間内に観察記録，写真等Kよってそのメッシ ュ内K

itする ζ とがわかったもの。 3 今回の調査期間以前

K採集された様本が確認された もの。 4 今回の調査

期間以前 K観察記録， 目録等vc:よってそのメッ V ュ内

K産したととが明らかなもの， の 4段階で， それぞれ

略号で 1(5)， 2(m )， 3(h )， 4( 1)で表

現する ζ ととし ま した。

次K一種類ずつラン ダムファイルで記録する ζ とも

考えられますが，記録媒体であるディスナットの利用効

率が悪いとともあって，数種類-20種類位を一括して

表形式で γーク:/'l'ヤル 77イん で扱 うとと K しまし

た。 ζ れは私の本業である植物群落の処理方法を応用

したものです。

受録のユ=ジ トはタテ K数種類-20種類程度，横 K

108の欄をも った， かな D大きな表(マトリァクス)

KなDます。次Kその 1例を挙げて金きます。しかし

とれでは表が大きすぎて不便ですので，各ブロァ クど

とKプリ y トアウトするよう K考えてあ bます。lrIJえ

は湘南 7・ロッ クの例を挙げてなき ますが ，一度登録し

て訟けは表のどの部分を取 b出すのも自由 Kできます。

例えは iつのメッシュだけのデータをプリント 7 ウト

すると ともでき ます。

現在の所まだチェックリストの作成されているブロ

ックが少在いのですが 3月頃までにはほとんどの プ

ロァクのチェア クリス トが出来そうなので， その段階

で全部登録したいと考えて io'9ます。

とのマトリ"? .Aからは当然，学名宇和名の部分だ

けも取 b出せるので， とれを利用 して各メ ァγ ュ{どと

のテエシ クリ 1 ト原本を作 bま した。例えばその例を

示せば表紙のよう K左 bます。

仮目録の段階ではすべての種 Kついてその記録のあ

ったメッシュ 番号を入れてプリ Y 卜する計画ですが，

その-lrIJを挙げると表 4の IうKな9"!ナ。 ζ の よう

Kプリンタはかな b篠々在タイプの印字ができますの

で仮 目録程度はとれで間K合うの ではないでしょうか。

学名，和名， データすべて Uてつい て追加，訂正は自

由Kできます。

地図化作業 ;上記のデータを使って自 動的 K分布図

ができるよう Kプログラムを考え ました。分布図の自

働作図Kついては国立科学博物館の金井弘夫先生が権

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23'24 25 2凸 2728 29 30 31 32 
5 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4日 4950 51 52 53 54 55 56 57 58 5守 6061 62 63 64 
5 555555  5 

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7守自白日182日384 85日687 88 89 90 91 92守394 95 96 

5 ・ 5 -・・・ ・ ・ ・ ・

97守8 991 C~1011021031041 051 06 1071 0日
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威で，私も金井先生の方法を晶、教えいただき ，検討し

たのですが，金井方式を採用する Kは 1000万円与L上の

設備が必要で， 現在の 7'7マンズコンビュータ γ ステ

ムでは高級の花です。そ ζ で簡略化手法を考え出しま

した。その要点は分布図を l枚の表(マトリァ クス)

と考えるものです。例えばタイプライタ ーでタテ80行

償 1aJ行位にわたってベタ一面K点を打ったもの K神奈

川県の地図を重ねあわせま す。すると ，各メァシの中

央附近K一致す る点が必ずあ Pますから， その点の位

置をタテ， ヨコ輸の数値で記録します。すると各メァ

ν ュどと vcxyの値が決 Dますから ， プリ Y タのタプレ

ー ν ョ Y と紙送 PをxyiL読みかえし， 先の登録デー タ

を統み取 Dつつ，記録のあったメ';/./ュ Kはその情報

の程度(先程の 4段階)iL合せて記号をプリン トして

行けばよ いとと Kなり ます。無論 プ リンタ は後戻 Dで

きませんから ，登録データをプリンタの打つ順序 K並

びかえてな〈必要があ Pますが， とれは コンピュ ータ

がプログラム K従って 自動的 K行 ってく れます。

出来上ったものは和名，学名， それiL点があちとち

K打たれた図 1のような ものです。とれを打ち出すの

は l枚が3)秒程度でで きま す。次K透明主 γ ート K神

奈川県の地図Kメッ γ ュ区分を猫 きとんだものを用意

し， ζ れを先のドット図 K重ね合せますと分布図の出

千20913

来上 Dです。ドット図Kは地図K合 ぜるためのトンボ

も打ってお‘きますからとの作業は簡単です。とれを重

ね合せたままコピー すれば表紙の ような分布図が出来

上 bます。透明 γ ー トの地図はまず普通の紙 (トレ-

'//グ用紙でも よい)に描いて企いて，ゼロックス等

のオーバ ヘッドプロジェクタ用の透明用紙 Kコピー

すれば とれも簡単 Kでき ます。

金井方式では地図そのもの もプログラム Kよj)xyプ

ロァタを使って 1枚ずつ描 〈の でか在 P時間がかか b

ますが，今度作成 した方式(F L K方式とでもしまし

ょう)は，地図は最初iL1枚作ればよしコンビュー

タからはドットだけを打つの で時間が速 ししかも地

図 Kはいくらでも手をか けて，高度月IJiL 7 ミをかける

とか色々と 細工が可能です。

FLK方式はまだつくっ てから時間が浅いので問題

点も多いのですが， 更 K改良すれば充分実用化できる

と忠われます。只今， デー タのイ ンプッ トは夜なべ仕

事でやって企 Dますが， 近〈博物館でもコンビュータ

が'J1.えそうなので能率は向上しそうです。また会員で

マイクロコ y ビュータ在公持 ちの方， 特iLPC800 1を

お・持ちの方Kはプログラムをを頒けしますので作業を

手伝っていただければ幸です。 40才をすぎる とコンピ

ュータ在ど無理だともいわれ まし たが割合簡単なよう

です。皆僚もいかがですか。 (大場達之 )
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秦野市馬 場坂の植物

重量野市の菌， 菖蒲の四十八瀬川べ TVCは，甘柿橋と

いうバス停がある。とのパス停から河岸段丘 Kある小

学校までの道路は，車一台がや っとと公れる 〈らいの

せまい急な坂道である。毎日の通勤Kも途中何回か休

ま在ければなら在い。との坂が馬場坂である。と ζ を

先生も生徒も毎日登 D下 Dする。

登 bロは畑の切 b通しKなっている。わずか 300m

ほどの坂ではあるが，途中 Kは小さ在社や雑木林があ

る。また 2.3軒の人家もある。歩けばわずか10分足ら

ずの馬場坂ではあるが通勤 ・通学で皆 K殺しまれた坂

である。との馬場坂の路傍 K四季台 D 主~Þ ちが っ た顔

をみせてくれる植物を少し紹介してみたい。

春も早い 2月末，JS(!.はまだつめたい。子供遥は学校

の行き帰 T， もうつくしゃスミ νを摘みとってくる。

アキノ トウが顔を出しオオ イヌノ 7 グリが背むらさき

の花をつける。春はとの土手の日だ まりからはじまる。

っついて， ハコベ， オラ Y ダ ミミ ナグサがかわいい白

い花をつける。

ー

• 
• 
• 

+ 

-65ー

+ 

+ 

• 
• 

• 
• + 

+ 

+ 

3月末から 4月の僚の時期とも在れば， いろいろな

花が咲き出す。目だまりのタチシホ・スミ ν， ハハコグ

サ， カントウタンポポ， A ズメノエンドウ，カラスノ

エンドウ ， スイバ左どをはじめ，少し目当 Dの惑い湿

ったととろ Kは， カテ/:/ウやセントウ yウ， オドリ

コ:/?， ムラサキケマン， ジロホ， ?ェ y ゴサ:7， ヒメ

ワズ，ヤエムグラが咲き ， 道端は草の緑でお、昔われて

しまう。

雑木林のふちでは， アケビ， ミY パアナピがすで K

紫の花をつけ， ヤマ 7 キが黄色い花弁を散らしている。

ロームのはだけている道沿い斜面の足元Kは， やわら

か在土が落ちて積 T， ウマノア γ ガタ ， キ Y ネノボタ

ン';1)レカノコ Y ウ， タサノオ?，タネ ックパナ 7

タザ Y ズカ ， オオジ νパリも見られる。人家の生垣の

下Kはカキドオ γ ， ホトクノザ，ォドリコ メウが生垣

をふちど ってい る。

さらに， 陽気も大分暖か〈在った 5月ともなれば，

土手Kは γ ロシメクサが咲き ， ヒメジョオ/， ハノレジ

オ/，コ ウゾザナ， ハルノノグシ， キツネアザミ/

7 ザミが茎を{申ばし花をつけはじめる。 ζ の頃 Kなる



と今まで慎重K春を待っていた樹々が花をつけはじめ

る。白いと まかい花をた〈さんつける ミズキ ， 少 し公

〈れて ガマズ Zもとんも bとした白い花を つける。 マ

ルバウ Y ギやノ イバ ラもまけず K咲きさそう。さら K

? -;Jギの花がさきそろう頃， そるそろ悔雨の始11:9， 

子つばめが飛行訓練をはじ める頃で す。ホ ンモンジス

グやナスゲ在どのカヤ Y リグサ科の在かまは， ζ の時

期にもう目 立 たない花を吹き終 9，突 をつけているも

のが多い。常緑樹はど うかとみてみ る と， 新*の色 を

いっそう 増しています。常緑樹 の新芽は遠〈から見て

もその樹 の特徴的 な若葉の色や出かたで見分けがつき

ます。黄緑のスダ ジィ 7 ラヵ ν， ヤ 7・ニ ジクィ ，赤

っぽい色で鮮やか在タ プ， :7::<ノキ在どが，暑さ を感

じる中で棄の量を増していきます。

うっとう しい梅雨もあけ，学校も夏休み K入 る頃 K

在ると，花は春先vc<らべ，あま P目立 た在〈在る よ

うK恩われます。でも畑地のすみや家のゴミ捨て場 な

どK在っているよう在と ζ ろにはハキダメギクが小 さ

い花をたくさんつけ， つ るを伸ばした ヒルガ オがラ γ

パのよう在白い花をみせてくれる。ヤマホタルプクロ

の花 もとの頃，土手Kちらほら姿をみせます。

畑の雑草といわれ るコ ミカ':/;;1/， コニ Y キ :J?， 

スベリヒュ， ザクロ :J?は土Kへば Dついて花をつ け，

エノキグサやクワクサは作物のかげKか 〈れて地味 な

黄緑色の花をつけます。と れら畑の雑草は，春から 夏

Kかけてのみじかい期間 K発芽し， 生長し，花 を つ け

るのです。

17は花が少在い期間では あるが，総類は少左〈ても

暑い夏Kふさわしい花が何種かとの馬場坂を Kぎわせ

て〈れます。代表的在花がヤマユリである。長いオレ

ン γ のやくをつけた大き 在白い花である。 また鮮 やか

在オレンジの花はヤブカ Y ゾウです。とき昔 Pきび し

い残暑がみま う 9月 K入ると ヒガンバナが真紅の花

をいっぽいつけ土手をうめ， ヒオウギズイセンがオレ

y ジの花をい〈つもつけ ます。乙れらは春や互lvては見

られ ない よ うな派手 で大 き在花です。

っきぬけるような青空 VC， そろそろ柿の笑も色づき ，

~の背 さをさら K 青 〈 みせると ろ::<::<キ が穂 をつけ ，

い わゆる秋の七草と 言 われるよう在植物が花をつけは

じめます。馬場坂ではス スキ ， クズ， ハギが見ら れま

す。 坂の登 D口の高い土 手Kはスス キが一回K白い穏

をゆらせます。また， 坂の下のパス待合所付近はクズ

がはびζ93複葉の広い葉が晶、いしげった 間 から 縫い

赤紫のふじの ような花が顔を のぞかせ ます。 またすと

し湿 った日陰Kは小つぶながら真赤在花を並ばせたミ

ズヒキも見ら れます。 ζ の秋たけ在わの頃 K在る と，

草木の実も熟し， あるものは色づいてくる。きれい在

小さな赤い笑 を房状 Vていっばいつけるのは， 春花を楽

しませて〈 れた ガ マズミです。ムラサキ t キ 7 はすば

らしいつやのあ る紫色を禁もと K ちDばめ ます。また

シル植物のノプドウは赤や苛のそれぞれ微妙K違 った

色κ色づき ， 口をあけた 7 ケピの笑もみる ζ とができ

ます。

10月の中匂から下句頃， 学校では秋の越.IEが行在わ

66-

れる時期である。との頃キク科の花が多〈見られるよ

うK在 bます。白い花のリュ ウノギク， νロヨメナ ，

γ ラヤマギク ， またうす紫色をしたヨ メナ， ノコンギ

ク， いわゆ る野菊といわれるキク属の花が咲きほとり

ます。乙れらの花K混じってノハラアザミやコワヤボ

ウキ， アメリカセンダングサ， コセンダング サ，ま た

一見キクの ような感じのするキ Y ホ・ウグ科 のシュ ウメ

イギクもかれんな花をつける。

そして晩秋の紅葉カキ ， ガマズミ ， ミズキ ， :7リ ，

Pヌギなど奥深い山地の美しい紅葉とは比べよう K も

あ Pませんが赤〈色づ〈 カキ，ガマズミ ， 黄色K色っ

くミズキ ， 茶色のクリ ， クヌ ギ。紅葉するのは樹 々の

業だけではあ担 ません。ノアドウやスイカズラの棄も

赤ゃ黄色K色 づ きます。

馬場坂の雑木林 の下を通る子供たちはド Y グリひろ

いや落ち葉 ひろい K学校への行 き帰 Dのーっとしてい

tす。

木々の葉がほとんど枯 れ落ちる頃になるととのせま

い坂の道沿いでは， よい霜柱が見られます。登 D口は

日当 bがよいので，朝早いうちだけしか見られません。

坂が終わろうとするほんのわず か左道沿いは一日中ほ

とんど日が当たら ず， 霜柱が遅〈まで残 ってい ます。

とんな寒々 しい場所 Kも地面Kべった 9<っつい て翁

柱 Kもち上げられない よう VC， また冷たい風Kもで き

るだけるたらないよう Kがんば っている草があ Pます。

ハル γ オン， ヵy トウタンポポ， ヒメ ジョオン ， タピ

ラコ ， キランゾウなどの根生主主です。 それらはやがて

〈る春を首をちぢめて待っているのです。

佐々木 あや子

第 10回神奈川県の植物研究講座

テーマ :類似植物の区見IJ

期 8 2月初 日(臼)

時 間 :午前10時 30分から午後 3時 まで

場所 :博物館前堂

講 師 :神奈川県植物誌調査会森茂弥氏

募集人員 :ω名 (定員を超過した場合は抽選)

申込方法:往復はがき K住所， 氏名， 年令，電話番号

を明記の上， 博物館学芸部 「植物研究講座」

係へおP申込みください。

募集期間 月17日(日)から 2月 17日(水)まで

植物誌調査会名簿の追加

横浜南地区

鎌倉 ・三 浦地区

 




