
- 1 -

NPO法人神奈川県自然保護協会 設立１９６５年１０月１日
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神奈川県自然保護協会 行事案内

第 13回 野生動植物保全フォーラム

豊かな自然の保全と再生 ＝生物多様性と私たちのくらし＝

２０１３年１１月３０日（土）・１２月１日（日） 厚木市文化会館 ４階集会室（展示）小ホール（映画・活動報告）

入場無料

本年度は、厚木市の「生物多様性あつぎ戦略推進事業」に位置づけて頂き、市との共催で行うことになりました。

主催： 厚木市・NPO法人神奈川県自然保護協会 （運営：野生動植物保全フォーラム運営委員会）

後援： 神奈川県・かながわトラストみどり財団

１１月３０日 １３：００～１７：００ 県内で活動する自然保護団体や生物多様性保全活動団体によるポスター等展示と

内容説明（13:00 ～） この時間に各団体間の交流もはかれます。 ポスター展

示 エントリーまだ間に合いますので希望の方・団体はご連絡ください。

１２月 １日 ９：３０～１２：００ ポスター等展示（ポスターだけでなく、

立体物・水槽展示も計画中です）

１２：１５～ 小ホール会場で

映画「流（ながれ）」上映

流（ながれ）について

文部科学省特別選定

第 53回 科学技術映像祭 文部科学大臣賞 第 65回映像技術賞
制作・撮影 能勢広 監督・編集 村上浩康 音楽 芳晴

愛川町 中津川でカワラノギク・自然再生のため活動した 10 年間のドキュ
メンタリーです。上映冒頭制作者 能勢さんの舞台あいさつがあります。

（評）この映画は日本の「木を植えた男」です。 作家 竜門冬二
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活動報告

・ 厚木市の「生物多様性あつぎ戦略」について

・ 「現場からの報告」

山の現場から 秦野市森林組合専務理事 今井栄氏

森で活動する人たちがいて、山の自然が守られている部分があります。秦野市森林組合は、県下で最も活

発な森林組合で、造林の間伐など手入れの方法に斬新な手法を取り入れ、後継者の育成にも成果を上げてい

ます。その他普及活動など知られていない活動の一端を報告して頂きます。

海の現場から 平塚市漁業協同組合 総務主任 伏黒哲司氏

厚木では今、JA 直営の直売所「夢未市」で毎週金曜日午前、朝取の新鮮なさかな販売が人気です。この
魚を持ってくるのは平塚漁協に属する漁師さん達です。農林水産の第 1 次産業の現場では持続的は生産活
動をするために環境保全が重要なことです。平塚漁協は海の自然を豊かにするために山に植林し、植林地か

らもたらさせる間伐材を海に沈めて魚礁にするユニークな活動をしています。

厚木市農業の現場から 神奈川県認定のエコファーマー 鈴木新一氏

神奈川県では、たい肥等による土づくりと化学肥料、化学合成

農薬の使用の低減を一体的に行う生産方式を導入しようとする農

業者を「エコファーマー」として県知事が認定しています。昨年 6
月現在県内には 224 名のエコファーマーの皆さんがいます。鈴木
さんはエコファーマーとしての営農に尽力するかたわら、市民朝

市運営委員長など地産地消にも活動しています。

学校ビオトープの取組 厚木市妻田小学校 花と緑の委員会 小田桐三恵子先

生 委員長鈴木優也（すずきまさや）君

厚木市立妻田小学校は今年、厚木市の「生物多様性あつぎ戦略」

とかながわトラストみどり財団の助成を得て、ビオトープづくり

に取り組みました。丹沢自然再生事業から提供された間伐材を使

い、PTA や地域の人たちの労力奉仕のもと、できたビオトープに
は神奈川県絶滅危惧 2 類のトウキョウダルマガエルがどこからと
もなく来て住み着きました。今は、河原部分にカワラノギクが咲

いています。子どもたちはカエルに名前をつけたりして、毎日こ

のビオトープを見守っています。

展示場所にはこれら「現場からの報告」の関連展示もあります。ご来場をお待

ちしています。 会場案内図

神奈川県内自然保護ニュース
（このページに掲載する情報をお寄せください。）

厚木市（仮）健康こどもの森

事業計画 要望書に対する回答

前号に掲載した要望について厚木市から回答がありまし

たので、掲載します。なお要望提出者で検討した結果、こ

の回答について、再要望の必要があるということになり、

作成中です。

陳情要望受付第 23号
平成 25年 10月 23日

要望提出者様（各氏名が記載されていますが編集上省かせ

て頂きました。）

厚木市長 小林 常良 印

「（仮称）健康こどもの森」事業計画について（回答）

平素、市政の運営に御理解と御協力を賜り厚くお礼申し

上げます。

さて、９月３日付けでいただきました要望書につきまし

て、次のとおり回答申し上げます。

① 計画地域の動植物の生息状況及び生態学的な調査が十

分ではなく、工事やその後の利用計画が及ぼす影響が定か

でないこと。

・聞くところによれば、専門家による調査を月 1 度行っ

ているとのことだが、その期間は本年秋までで、一年を通

した調査にはならないとのこと。

【回答】

動植物調査につきましては、９月から翌年３月までの各月

で鳥類調査を実施するとともに、９月から１１月まで及び２月

と３月の各月で植物調査、９月から１１月までの各月で昆虫

調査を実施するなど、１年を通じて継続的に調査を実施し、

データを蓄積及び分析するとともに、常に最新の状況把握

に努め充実させていく考えでおります。

・調査に当たる専門家は、市外から招聘した方々で一般的

には高い学識をお持ちであるにしても、現地に精通して

いるとは限らない。従って厚木市郷土資料館が蓄積して

いる資料や、地元の自然を縦続的に観察し、多くの情報

を持っている方々を活用すること。

【回答】

地元を活動のフィールドとし、豊富な知識や情報をお持ち

である自然観察団体の皆様の御協力をいただきながら動

植物調査を実施しており、厚木市郷土資料館に蓄積されて

いる動植物の生息、生態に係る資料を参考にしながら、今後

も引き続き、こうした方々やその動植物ごとの生態に精通し

た専門家などの御協力の下、豊富な知識や経験を活用させ

ていただき、動植物調査を実施してまいりたいと考えており

ます。
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・関心の高い市民等の協力を得るためには過去の調査資料

も含め調査結果や、その評価に基づく対応の経過を公表

すること。

【回答】

動植物調査の結果や、評価に基づく工事等への対応経

過等につきましては、広報紙やインターネット等により公表し

てまいりたいと考えております。

② 厚木市は、「（仮杯）里地里山保全促進条例」を策定

するための準備を進めていると聞いているが、同じ市の

事業として当計画もこれとの整合性を図る事が「生物多

様性あつぎ戦略」上当然である。

工事にあたっては、同条例の制定を待つか、或いは策

定中の条例の趣旨を先取りして有識者による検討を行う

ことが、多少完成時期が遅れたとしてもより価値の高い

公園とする事になると考える。

【回答】

生物多様性あつぎ戦略における行動戦略「里地里山の

保全と再生」の具体的施策にも位置付けられております

「（仮称）健康こどもの森整備事業」につきましては、施策の

内容として、豊かな樹林地、丘陵地、谷戸地等の里山環境を

利用し、多様な自然環境を素材とした遊び場や学習の場と

しての活動拠点を整備するものと掲げております。このため、

今後策定される （仮称）里地里山保全促進条例における

趣旨や目的とも整合しているものと認識しております。

なお、今後、市民団体、専門家、工事関係者、行政等を構

成員としたワーキンググループ等を立ち上げる予定であり、

生物多様性に配慮した工事方法や開園後における維持管

理の内容を整理してまいりたいと考えております。

③ 園路 1号の建設に当たって、
・ 敷地の西側の尾根を切り開くことになっているが、里

山風景を損なう景観上の損失があること、及びこれに

より地下水脈が切られる恐れがあり、谷戸の湧水に依

存する生物への悪影響を及ぼすことが考えられること。

【回答】

園路1号につきましては、通常時の来園者のための園路と

して、また、緊急時における緊急用車両や管理用車両の進

入路として整備するものであり、現況の地形を考慮し、里山

の風景に配慮した最適なルートとして計画しております。

また、園路1号につきましては、透水性舗装とし、地下水へ

の雨水の涵養効果に配慮した構造とする計画です。

・大きな法面が造成されることによる植生回復処理が不明

確で、例え在来種の種子の吹きつけを行ったとしても外

来種の大進出は目に見えている。広町公園やぼうさいの

丘公園の法面処理失敗の検証を行い、設計に反映させる

こと。

【回答】

法面処理につきましては、野芝の植生を促すため、植生マ

ットや種子吹き付けを予定しており、在来種による植生に配

慮した設計に努めております。

また、外来種につきましては、発見次第直ちに駆除する予

定ですが、外来種を見極め駆除することも、自然体験プログ

ラムの一つとして有効であると考えております。

④ 中心となる谷戸田の整備に当たって、

・園路 2 号による西側の山との生態的なつながりが分断
される恐れがあること。

【回答】

園路 2 号における形態につきましては、轍の部分の
みを舗装するなど、自然環境への配慮に努めてまいり

ます。

・排水路を谷戸の東側に設置することにより、生物多様性

の高いと思われる西側の水環境がダメージを受ける恐れ

があること。

【回答】

生物多様性が高いと思われる谷戸の西側の土水路はそ

のまま残す計画ですが、工事により希少種への影響が懸念

される場合には、こうした希少種を着手前に一時的に他の

場所へ移動し、整備後の安定した時期に元の場所へ戻すな

ど、生物多様性を尊重した対策を講じてまいります。

・この場所は神奈川県滅危惧 IB 類のサラサヤンマの県内
最大の生息地となっているので、整備にあたっては本種

の生態にくわしい研究者の指導を受けることが生物多様

性保全上必須であること。

【回答】

サラサヤンマなどの希少動植物につきましては、生息環境

の把握を行い、対象となる動植物ごとの専門家から御意見

や御指導をいただきながら、対策を講じてまいりたいと考え

ております。

⑤ 補足

この谷戸は、県内の希少種であるルリボシヤンマや県

絶滅危惧Ⅱ類のヨツボシトンボの生息地でもあり、現在

これら 2 種とも厚木市では当該場所しか生息が知られ
ていない。

また、最近の厚木植物会による調査では、ミズニラ（神

奈川県絶滅危惧 IB 類）やオニスゲ（相模川以西では他
に箱根仙石原のみ）が発見されている。（厚木植物会

NEWS47号：発行準備中）
これらは調査が進むことにより得られる知見のごく一

部と認識される。

【回答】

ボランティアの皆様や学識経験者等の方々の御協力によ

り継続的に動植物調査を実施し、確認された希少動植物に

つきましては、その動植物ごとの専門家から御意見、御指導

をいただきながら、移植や保全に努めてまいりたいと考えて

おります。

事務取扱担当課 河川みどり部公園緑地課

陳情等取扱担当課 政策部広報課

神奈川県環境影響評価条例

及び同施行規則の改正骨子案

このことについて、10 月 21 日神奈川県環境計画課で当
協会役員 5 名で説明を受け、内容に対する質疑を行いま

した。その結果をパブリックコメントとして意見提出する

ことにしました。

アセス期間の短縮については、合理的な理由があり重要

な縦覧・意見提出期間も変更が無いことから、このことに

ついては取り上げないことにします。

工場・事業場及び研究所の建設の面積要件の緩和につい

て、基本的には反対であるものの、実質的に今後の推移を



- 4 -

想定したとき、条件をつけて容認する方向で意見提出事に

します。

条件は、アセス担当部署の担当外でもある事から今後問

題をとらえ、機会あるごとに息長く要望し続けることにな

ります。（実質的には現在の一般的な活動を継続すること

と変わらないと思われます）

パブリックコメント意見（本レター編集時点では未定稿）

環境影響評価条例及び同施行規則の改正骨子案に係る意見

! 面積要件の緩和に関する事項（規則改正）

・工場・事業場及び研究所の建設について、「その他地域」

における面積要件を３ ha 以上から１０ ha 以上に緩和す
ることについて

意見

神奈川県は首都圏にあって、狭小過密・人口密度が高い

地域である。この状況は条例制定時から更に厳しい方向に

推移している。

周辺他都県と比較するときは、千葉県や埼玉県ではなく

面積要件の厳しい東京都と比べるのが妥当と考える。

更に、生物多様性保全の観点から、猛禽類の繁殖、育雛

のために必要な面積、特定の植物に依存する昆虫及び小面

積でも貴重と言われる社寺林の存在などから３ ha 以上が
対象となる現状においても不十分である。

事務効率化により手続き期間の短縮が可能なら、それに

対応して生じる余裕を更に小面積を対象する厳格化も考慮

して頂きたい。

従って、提起されている対象面積の緩和には基本的には

反対である。

しかしながら、やむを得ず条例の改定がされる場合は、

対象の工場・事業場及び研究所の建設では、その敷地の

中に緑地を残すこと可能であることから、本条例の対象か

ら外れるものについて、たとえば、「土地利用調整条例」

やその他、質の高い自然環境の保全・或いは創出に資する

強力な行政指導を行われる事を補完的手段として用意され

る事が条件であるならば、容認も可能である。

工場・事業場及び研究所に類する施設は、良好な自然環

境と共生することにより、快適な労働環境を提供できるこ

と、及び企業イメージの向上につながる利益があることを

事業体が理解すれば、厳しい規制も行政指導も可能となる

と思われる。

※ この件について日本野鳥の会神奈川支部では知事宛次

のような要望書を出しています。（文章のみ）

環境影響評価条例に改正について（要望）

拝啓 日頃からの自然保護行政の推進について感謝いた

します。

さて、神奈川県環境影響評価条例の開発面積緩和に反対の

要望を致します。神奈川県は環境先進県として、他県に先

駆け環境影響評価条例を作成しました。その環境先進県と

してのイメージを覆す、開発面積緩和は今後の神奈川の環

境を考えるにあたり憂慮するべき事態と考えています。

検討している最低面積の５ヘクタールは、オオタカの繁

殖期行動面積の中心域をカバーします。大型鳥類の保護に

とっても現状の３ヘクタールは、維持するべき面積です。

小型哺乳類、両生類、は虫類、昆虫類、植物群落にとって

は、面積緩和は大きな脅威です。環境と開発の両立は、規

模要件を緩和する事では達成出来ません。経済優先の社会

を転換すべく、始まった環境影響評価の意味が開発面積緩

和で崩れ去ります。

現在検討中の環境影響評価条例改正で開発面積緩和は、

撤回して下さい。 以上

他団体、機関の情報

第 10回
知事との“対話の広場”Live神奈川

里地里山の潜在力を考えよう

2013年 11月 13日（水）18:30～ 20:00
神奈川県庁 本庁舎 3階大会議場
定員 100 名 申し込みは電話０４５－２１０－３６７２

100名を超えた場合は抽選 11月 12日までに連絡
生中継と Twitter

生中継視聴とツイッターによる参加は県ホームページから

「対話の広場

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300633/p368964.html
または、 対話の広場 検索 をクリック

農地や雑木林、集落などが一体となった神奈川の「里地

里山の潜在力」をテーマに､豊かな地域資源で人を引きつ

けるために、異な、何ができるかを県民の皆さんと一緒に

考えていきたいと思います。ぜひご参加下さい。

当日は会場の模様をインターネットで中継し、会場にお

越しになれない方でもツイッター（ハッシュタグ：＃

taiwa_kanagawa）でご参加頂けます。

神奈川県生物多様性地域戦略

策定に向けて

神奈川県では 2010 年から 2011 年にかけて有識者によ
る神奈川県生物多様性保全検討委員会を設け、生物多様性

地域戦略策定に向けて検討をしました。

その結果は、

「神奈川県における生物多様性の保全に向けて」（ 提言）

として、2011 年 7 月 委員長亀山章氏から県知事宛提出

されました。

その概要は、

１．統合的な戦略と行動計画

重点的に取り組むべき課題として１０本の柱に整理し

た。

生態系の保全という視点が重要であることから、Ⅰ箱

根・丹沢大山地域等、Ⅱ里地里山地域、Ⅲ都市地域、Ⅳ

淡水･沿岸域での生物多様性の保全。

県土全域で必要な取組としてⅤ希少種保全、Ⅵ外来種
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対策、Ⅶ自然再生の促進

これらの取組を支える基盤的な取組として、Ⅷ調査研

究、Ⅸ情報基盤整備、Ⅹ普及啓発

２．行政施策へ浸透させる仕組み

県の施策や取組もあるが、生物多様性の保全に係わる方

針や対象が明確になっていなかった。

縦割り構造となっている行政施策や組織に横断的に生

物多様性を浸透させ、実効性を高めるためには、組織とし

ての姿勢を明確にする必要がある。

その上で、全庁的に浸透させるための仕組みを検討し、

構築していく必要がある。

ここでは、多様な主体による生物多様性の保全に資する

幅広い取組を科学的に評価し、良い取組事例については情

報発信したり、様々な事業に対して生物多様性保全の観点

から技術的な助言をしたりする委員会を立ち上げる。

生きもの情報源の人材を登録し、生物多様性保全に係わ

る技術的な助言が得られる仕組みとして人材バンクの創設

を提案

３．社会へ浸透させる仕組み

県民参加による自然再生事業などを進めている丹沢大山

の自然再生は神奈川県らしい先進的な取組であり、引き続

き推進していくことが大切である。

他の地域に適応できる自然再生を先進的に推進していく

ために、県が旗振り役となり、多様な主体と連携したリー

ディングプロジェクトの実施を提案

１）生物多様性の保全の取組の柱に対応した重点的･優先

的な取組、

２）神奈川らしく、多くの主体の参画が期待できる先導的

な取組、

３）個々の取組を有機的に連携して進めることにより、対

象地域の生態系の保全や普及啓発が期待できるようなプ

ロジェクトを想定

生物多様性は遺伝子、種、生態系のレベルで整理される

が、もとより種はその種のみならず、その種が生息できる

自然環境や他の多くの種との関わり合いの中で保たれてい

ることから、生物多様性の保全には生態系の保全という視

点が重要である。

生物多様性の保全に向けて

生物多様性の保全は地球温暖化と同様に深刻な課題であ

るにも係わらず課題に取り組む体制が殆ど構築されていな

い。

人員や予算の削減が急速に進んでいる本県にあっても、

既に取り組んでいる緑地保全や外来種対策以上の取組を現

状の体制のままで進めることは無理であり、体制の構築や

強化が必要不可欠である。

人員削減の現状を踏まえると、縦割りの行政組織に囚わ

れず、県内の博物館や研究施設等と生物多様性保全分野で

の調査研究などを実施しながら、得られた科学的知見を保

全戦略として検討・評価・調整する県としての体制が必要

ある。

この全文は下記から見ることができます。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/365439.pdf
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

提言がだされて以降県としての動きが見えなかったが、

このほど、県では「神奈川県生物多様性地域戦略検討委員

会」（仮称）を立ち上げて再び動き出すことが分かった。

現在は準備段階であるが、

１．本県の生物多様性解析（ホットスポット解析）の検証

本協会も現在行っているホットスポット抽出につい

て情報を共有しながら評価すること。

２．本県の課題に対する取組の方向性。

３．その他基本理念など。

・ 長期的な課題であることから、県施策における生物多

様性保全向上、社会への浸透を目的に「第一次戦略」

(2016-2020)を策定する。
・ 神奈川みどり計画の後継計画として広域的な緑地の方

向性を示す。

検討委員は、前回の委員をほぼ踏襲し、一部補充が図られ

ると言うことだ。

神 奈 川 県 自 然 保 護 協 会 か ら の お 知 ら せ

神奈川県自然保護協会 設立の頃 もうすぐ 50周年

本協会設立の頃の事を知っている人がだんだん少なくな

って来ます。今のうちに話を聞いていかなければと思いま

すが、誰に聞いたらよいかわからなくなりつつあります。

会員の方に情報の提供を求めます。何か知っていること、

又は資料がありましたらお教え下さい、

ここでは、会報「かながわの自然」創刊号に掲載された

「神奈川県自然保護協会設立の経過」を再掲します。

昭和４１年３月１５日発行「かながわの自然」創刊号より

神奈川県自然保護協会設立の経過

神奈川県に於て自然保護の問題を取り上げる機運は，

1962年（昭和 37年）の春頃からであった。
それは国土の美化、環境の浄化、観光事業の推進という

ような東京オリンピックにそなえての国民運動の一環の中

に，「自然を護ろう」という叫びが胎動して徐々に自然保

護本来の訴えが浮び上ってきたと，このように思うのであ

る。

一方には平城宮址を破壊から護らなければならないとい

う強烈な国民運動が，政府へ国会へと潮のように押しよせ

た余波もあった。自然を護ることと文化財，史蹟等を護ろ

うという二つの運動が互に絡みあっていたのである。

1964 年東京オリンピックにそなえる道路，観光施設，
その他もろもろの開発，団地、宅造の大規模な開発が当し

く世紀の建設？であったとすれば，自然の破壊、史蹟や文

化遺産への夥しい毀損も黙過し難い世紀の事件であったと

いえよう。自然保護の国民運動がこのような状況の中に芽

を伸してきたことは理由のあることである。

然し乍ら、より自然保護の本質的立場に於いて，日本自

然保護協会を初め大学関係その他同憂の人々がネーチュア

ー・コンサーベーションの理論及び実際の研究をすすめ，

人間と自然の関係を論究し，自然保護の在りかたを明らか
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にしてきたことは，この運動の促進に大きな役割を演じた。

地方府県に自然保護の団体を作り，中央地方相提携して

自然を管理し，よりよき自然を育成しようと着実な運動の

展開を見せてきたことは正しく，自然の数であろう。

神奈川県では既に県博物館協会が 1961 年 8 月，自然保
護研究特輯を発行し，自然保護理論を展開すると共に，神

奈川県における自然保護の問題点を指摘してきた。兎も角

このような過程に在って，神奈川県教育委員会が 1962 年
自然保護協会の設立準備に取りかかったのであった。

神奈川県博物館協会 10 年史の記録によれば 1963 年 7
月 10 日の項に，県社会教育課主催今年第 2 回目の自然保
護の協議会が建設会館に開催された。「会則原案の提出が

あり，一応成案までこぎつけた。役員人事は社会教育課に

一任，この会議は過去 3 回を重ねてきている」云云とあ
る。

勿論この後も年々何回となく準備会は開催されてきたの

であるが，1965年 10月 1日設立総会までの歳月を数えれ
ば実に 5 カ年になるのである。ただここで若干の注釈を
加える必要があろう。5 カ年の間には教育庁首脳にも動き
があったり，課長や係長にも異動があった。協会の組織，

事業に対する考え方，その他にも若干の問題はないわけで

はなかった。

かくして，足立原（現）社会教育課長の就任により，革

新の決意にもえて 1965 年春以来の準備事務を急速に取り
まとめ，菅井教育長，内山知事からの積極的な支援をかち

得て，1965年 9月準備事務万端を了したのであった。
1965 年 10 月 1 日午後 2 時，横浜市商工会議所会議室

に於て関係者 50 余名出席，神奈川県自然保護協会設立総
会が開催された。

議長に原実氏（鎌倉）が推された。足立原社会教育課長は

この総会までの経過を詳細報告した。

会則案が上提され原案通り可決，次いで会長，副会長（2
名）常任理事，理事，監事及参与の選出、名誉会長，顧問

の推戴を決定し滞りなく設立総会を了した。県民多年の要

望はここに結実したのであった。

この間協議に参加した関係団体の役職員，横浜国大の教

職員ら 20 余氏の熱心な協議検討などの協力、県社会教育
課文化財係の周到な事務処理等を銘記すべきであろう。

かくして 10 月 13 日から同 16 日に亘って発会式並記念
行事が盛大に行なわれた。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

この最後の段落に書かれた、「10月 13日から同 16日に
亘って発会式並記念行事が盛大に行なわれた。」というと

ころが、前号の末尾に記載した事につながるのです。

前号ではスペースが少なく、ほとんど見えなかった、演

奏会プログラム表紙を再掲します。

印刷が飛んでいますが、白い○のように見えるところは、

赤い○の中に白いカモメのマークがあります。

発表演奏会と言う文字の下の 4 行は､ 4 日間の演奏会場

と、それぞれの会場、開演時間が書かれています。

最下段の 2行は、
□主催：神奈川県自然保護協会

□後援：神奈川県／神奈川県教育委員会／横須賀、平塚、

小田原各市および教育委員会

と記載されています。

演奏したのは、読売日本交響楽団、指揮は作曲者団伊玖

磨氏自身でした。

当時まだ「神奈川フィルハーモニー管弦楽団」は存在し

ていませんでした。神奈川の題が付けられたこの曲を、是

非神奈フィルには演奏して貰いたいものです。

再度書きますが、現在この

曲は交響曲第４番とされてい

ます。

指揮をする

団伊玖磨氏

ニ ュ ー ス レ タ ー 74号 2013年11月11日発行

特定非営利活動法人 〒243-0816 厚木市 林 ５－１５－１０ 青砥方

神奈川県自然保護協会 ℡&FAX 046-222-2356

http://www.eco-kana.org Ｅメール：nacs-kana-office01@eco-kana.org
郵便振替口座 00230-0-112653 銀行からの振り込みは ゆうちょ銀行(9900) 029（ｾﾞﾛﾆｷｭｳ)店 当座 0112653

http://www.eco-kana.org

