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団体紹介 2021年3月

団体名 森もりクラブ
活動年数 17 年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー 約40 名

活

動

紹

介

活動場所 向原の里（ 通称く じらの森） ・ 向原南、北緑地・ 向原緑地

活動日 毎月第2 土曜日10 時から（ 悪天候の場合、翌週日曜日に延期）

活動を始めた背景

川崎市が向原緑地の保全を決定したことをきっかけに、 2004 年春、地域の住民

が緑地を保全する会「 森もりクラブ」 を結成しました。

活動内容

森もりクラブは出発点となった向原の里特別保全地区（ 約 1,1 ヘクタール） 他、

向原緑地、向原南、北緑地（ 計 1 ヘクタールの保全管理活動を行っていますが、

保全管理にあたっては、雑木林特有の植生を調べ、会員の意見を集約した管理運

営計画書を自分たちで作成しています。2020 年10 月に3 回目の改訂版を発行

しました。

里山管理と同時に各種イベント、地域交流、学習などをとおし、現代における里

山づく りのモデルとなるべく活動をしています。

金程小学校総合学習 ナラ枯れの処理 力を合わせ伐採作業

2020
年度の

トピッ

クス

森もりクラブ管理運営計画書改訂

ナラ枯れの対応

コロナ禍による自粛

課題 コロナ禍の中での運営

参加上

の

案内

地域の住民達が中心になり、楽しく 森の手入れを行っています。どなたも参加大

歓迎です。申込み、お問合せは森もりクラブ事務局までお願い致します。

場所は新百合ヶ丘駅からバスで最寄りのバス停向原2 丁目まで約15 分です。

代表者 海野 芳彦

連絡先
事務局 柳平（ 090－5565－8938) 宇野（ 044－954－5203）

E-mail morinokonoha@gmail.com
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団体紹介 2021年3月

団体名 和光大学・ かわ道楽
活動年数 19 年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー ⑳約 人

活

動

紹

介

活動場所 岡上和光山緑の保全地域とその周辺、鶴見川大正橋付近

活動日 毎月第２日土曜日午後1時~、第4日曜日午前10時~、午後1時~約２時間

活動を始めた背景

“ ”私たち かわ道楽 は、鶴見川源流保全活動がきっかけで始まった、和光大学周

辺の自然環境を保全している学生サークルです。

活動内容

主に雑木林と小川の整備や、希少生物ホトケドジョウの保護・繁殖を行っていま

す。また大学周辺の環境保全をする上で、地域の方々 との交流を不可欠と考え、さ

まざまな地域イベント・ お祭に参加させていただいています。

さらに、私たちの活動は広がり、岡上での植生調査や水質調査に加えて、鶴見川

クリーンアップや、魚類調査、地域の子どもたちを対象とした自然観察会も行って

います。鶴見川流域ネットワーキング、鶴見川源流ネットワーク、あさお流域ネッ

トワークに参加して、源流から河

口まで鶴見川流域の多く の市民

の方 と々連携して活動していま

す。河口から源流まで幅広く活動

しています。

“ ”いやぁ～ 活動後の一杯の幸せ

はやみつきですな！

2020

年度の

トピッ

クス

コロナ感染対策のために、大学はほとんど立ち入りができず、定例活動も休止状

態でした。その中でも絶滅危惧種の調査は行いました。

課題
昨年、１年間、大学で新入生勧誘はできなかったため、次年度の新人が育ってい

ません。次年度、新人勧誘をしっかりやらないとたいへんなことになります。

参加上

の

案内

道楽されたい方はどーぞ！動きやすくて汚れても良いかっこうで。

✓ 体験参加者募集中（ 受入れ態勢あり）
✓ 寄付金などの受付中

興味のある方は下記へご連絡ください。

代表者
名前 辻元佑太 住所〒195-8585 町田市金井町2160 和光大学
電話 044-989-7777内線4311 E‐ mai l u18t095z@wako.ac.jp

連絡先

名前 遠藤一樹 住所〒195-8585 町田市金井町2160 和光大学
電話 044-989-7777内線4311 E‐ mai l  kuronora4197@gmail.com
ホームページなど https: //www. facebook. com/kawadouraku/
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紹介 2021年3月

団体名
和光大学地域連携研究センター

地域・ 流域共生フォーラム

活動年数 12 年3 ヵ月

ﾒﾝﾊ゙ 数ー センター員7 名職員１名

活

動

紹

介

活動場所 和光大学キャンパス、岡上地域、鶴見川流域、その他

活動日 主として平日

活動を始めた背景

本フォーラムは、和光大学の取組である「 流域主義による地域貢献と環境教育」

が2008 年度の文部科学省「 質の高い大学教育プログラム」(教育GP)に選定され

た時に実施・ 推進拠点として和光大学内に設置された地域・ 流域共生センターを

2016 年の和光大学地域連携研究センター設立に伴い改組したものです。

現代社会では、市民の社会参加の重要性が高まっています。本フォーラムでは和

光大学の教育理念を生かして持続可能な社会の「 新しい公共」を支える環境シチズ

ンシップ教育を推進し、日本でここだけの「 流域環境士」 資格を認定しています。

本フォーラムは、学生と住民・ 行政・ NPOを結ぶ拠点・ 窓口となる学内機関で

す。自然環境の保全や生物調査、川の掃除などの学生の自主活動支援を行っていま

す。また、学生向けの環境教育指導者資格認定講習会を年に数回開催し、足もとに

ある自然を見る力を養わせ、地域の学校教育の支援活動に学生が積極的に参加でき

る体制を整備しています。

・「 地域・ 流域プログラム」 による環境教育

・「 地域・ 流域共生フォーラム」 による地域貢献と活動支援

・文部科学省『 人材認証制度のニーズ及びマッチングに関する調査貢献』調査報告

書(2014 年)に、先進事例として紹介された。

2020

年度の

トピッ

クス

コロナ対策でかなり活動は限定されましたが、麻生区と協働で親子対象の体験学

習会を開催しました。

課題
流域環境士、各種資格講習会等の効果的な広報を通じた受講者数の拡大。

有資格者の活躍の場づく り。

参加上

の

案内

年に数回行っている環境教育指導者資格認定講習会は市民の方の受講も可能です。

(テキスト代実費)。ご関心のある方、地域・ 流域共生フォーラムのブログ記事をご

参照下さるか、直接お問い合わせください。

代表者
名前堂前雅史 住所〒195-8585 東京都町田市金井ヶ丘5－1

電話 044-949-0003 FAX 044-949-0003 E‐ mail centr@wako.jp

連絡先

名前齋藤透 住所〒195-8585 東京都町田市金井ヶ丘5-1

電話 044-949-0003  FAX 044-949-0003 E‐ mail centr@wako.jp
ホームページなど http://www.ryuiki-wako.jp/
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紹介 2021年3月

川崎市役所環境局総務部環境調整課

活

動

紹

介

川崎市では、「 生物多様性かわさき戦略～人と生き物つながり

プラン～」 を平成26年3月に策定し、３つの基本方針を定めて

各種取組を進めています。

生物多様性かわさき戦略ホームページ

https: //www. ci ty. kawasaki . j p/300/page/0000056611. html

【 基本方針Ⅲの取組の一つ： かわさき生き物マップ】

インターネット上で市域の生き物情報を募集し、寄せられた生き物情報を季節ご

とに地図情報として公開しています。

かわさき生き物マップホームページ

http: //kawasaki . geocl oud. j p/webgi s/bi odi versi ty. html

連絡先

住所〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地

電話０４４－２００－３７２０ FAX ２００－３９２１

E‐ mai l  30kantyo@ci ty. kawasaki . j p

基本方針Ⅰ
人と生き物をつなげる
（生物多様性の保全にかかわる
環境教育や人材育成の推進）

基本方針Ⅱ
生き物をつなげる
（生き物の生息・生育拠点
の創出、育成）

基本方針Ⅲ
情報をつなげる
（生物多様性に関する様々
な情報の収集と調査・発信）
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4 月初め2019 年度のすべての書類を作成し提出し終わり。そ

してすぐの4 月11 日から麻生市民館は休館となりました。

今年度の事業は新型コロナ感染予防を第一に、事態の推移を注

意深く 見守りながら、生涯学習支援課（ 麻生市民館） と話合い、出

来得る可能性や工夫を探りつつ進めて行こうと少しずつ歩を進め

ました。

6 月の開館を待って万福寺人参の種の調達と配布の準備から始

まりました。自然は待ってはく れないものもあります。

1.  万福寺鮮紅大長人参

6 月12 日（ 金曜）「 種」 と資料の配布。

12 月23 日（ 水曜）は試食会はできなく ても品評会だ

けでもやれないかと検討し、実習室定員の半分以下25

名以内での開催の運びとなりました。例年の 100 名

近い人数を大幅に縮小せざるを得ず栽培者限定となり

ました。人参持参のみで帰る方もいて出品は28 組。

並んだ人参は姿もよく 長く 圧巻でした。

2.  第15回 わたしのまちのホッとする風景写真展

（ 今編・ 昔編）

コロナ禍で遠出が出来ず、足元での散歩者が増えて

いるようだからと予定通り開催することにしました。

今年も市民館のオープンギャラリーいっぱいの展示と

なりました。来館者は意外にいて熱心に見ていました。

募集から展示までの準備ごとには、スタッフを守ら

なければなりませんので声をかけずらい日々がずーと

続いていましたが、数名駆けつけてく れて、 2 月 11

日からの展示をすることが出来ました。写真コンテス

トではありませんが賞を設けています。入賞者は右頁⇒

3.  あさお里山こどもクラブ

春からやろうとしていたのですが、残念でした。ち

らしを各小学校を通して児童に配布をお願いしていた

のですが、感染防止策で手いっぱいの先生方に負担を

かけたく ないと遠慮しました。野外でごく 少人数でと

こちらも大幅に縮小して秋からの開催となりました。

４からむしボランティア研修

苧引き（ からむしから繊維を取り出す作業） に適した

時期があるので、来年度に向けて材料は用意して置こ

うと７月26 日（ 日）、8 月2 日（ 日） に行いました。

2020年度の

里山フォーラム

in麻生

の概要
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５ 里地里山ナチュラリスト養成講座 －足元の自然とかかわって－

ナラ枯れが8 月から大発生しました。そこで 10 月24 日と 2 月27 日に学習会を開催

10 月24 日のレジュメから

1．「ナラ枯れ」の実態、対策、推移を学ぶ

・ 神奈川県森林協会専務理事 西口孝雄 ・

神奈川県横浜川崎地区農政事務所 倉野知子(森林総合管理士

林業普及指導員)

2．それぞれの場所から現況を報告

・ 水辺のある里山を守る会(黒川よこみね緑地) ・ はるひ

野里山学校(黒川谷ツ公園) ・ 柿生の里クラブ(柿生の里特

別緑地保全地区) ・ 町田三輪里山クラブ（ 三輪の森）

・ 森もりクラブ(向原の里特別緑地保全地区、ほか)

・ 早野聖地公園里山ボランティア（ 早野梅ケ谷炭焼き小屋

周辺） ・ 葉積緑地運営管理協議会（ 葉積緑地）

・ 多摩美の森の会（ 麻生区市民健康の森;麻生鳥のさえず

り公園） ・ まちはミュージアム-遊歩道ファンクラブ(主に

おっ越し山ふれあいの森)

３.市の職員の参加と感想

・ 麻生区役所道路公園センター整備課公園整備係

川崎市建設緑政局緑政部から ・ みどりの協働推進課

・ みどりの保全整備課高津区役所道路公園センター

・ 早野霊園事務所

第15回 わたしのまちのホッとする風景 写真展

今編・ 昔編

本写真展はコンテストではありませんが、「 賞」 を設けています。

どの作品も想いがこもっています。 第15回の入賞者の方々です。

麻生区長賞 「 うれしい収穫」 伊藤 幸二

麻生市民館長賞 「 かわいいカップル」 鈴木 孜

里山フォーラム賞 「 ひと休み」 白井 敏彦

ホッと賞 「 いつもの散歩道」 阿部聖二

ホッと賞 「 今年も咲いた」 島田 俊幸

ホッと賞 「 里山の実り」 真下 智彦

ホッと賞 「 メタセコイアと花粉光環」 野中 浩一

特別賞 鈴木 秀雄 「 西生田小学校―昭和39 年」

コメント賞 高橋 靖 「 浄慶寺の羅漢さんから」
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