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紹介2021年3月

名称 岡上分館；岡上郷土誌資料コーナー
活動

年数

14 年

平成18 年開設

紹介 開館日 通年（ 第1、第3月曜と年末年始を除く ）

『 郷土岡上』 を編集発行した岡上郷土誌会（ 会長 宮野薫） の皆さんの「 収集

した全資料は川崎市に寄贈して一般の利用に供したい、岡上の資料は岡上の地

で保存されることを願う」 といった思いを岡上分館が受け止め、分館の図書室

に岡上郷土誌資料コーナーが設置されました。

所蔵ファイル数は優に１００を超え、岡上地区の歴史・ 文化調査には必須の資

料類が集積されています。

収集資料のまとめとして編集発行された冊子『 郷土岡上』 が道案内です。

最近は岡上に親しむ会（ 郷土誌会） の学習の成果もファイルしております。

利用時間は午前9 時から午後4 時50 分です（ お問合せく ださい）。

連絡先
住所 〒215 -00 27 麻生区岡上２８６－１ 岡上分館２階 図書室内

電話 044 ‐ 98 8 ‐ 026 8

団体名 岡上に親しむ会（岡上郷土誌会）
活動年数 9 年

会員数 12 人

活

動

紹

介

活動場所 おもに麻生市民館岡上分館。テーマによっては現地

活動日 定例研究会は第3 金曜日午後1 時30 分から

当会の前身である「 岡上郷土誌会」 は岡上地区の歴史的な史資料を収集して、

テーマ別の100 を超えるファイルを作成しました。それらの資料の数々は岡

上分館の郷土誌資料コーナーに収められ、一般に公開されています。

当会はそれらの資料の数々を活用しつつ「 岡上の歴史と文化、自然に親しむこ

と、また次世代に伝えていく こと」（ 会則より） を目的に発会しました。

おもな活動

（ 1） 岡上関連の資料類を収集・ 整理し、資料コーナーに追加保全する。

（ 2） 学習会や講座などを開催し、その記録集を刊行する

活動にあたっては、岡上分館をはじめ地元町会や学校等との協力・ 協働を大切

にしています。

2020

年度の

活動

第2 回川崎市地域文化財に6 件が決定されたので。地域へのお披露目をしよ

うと、昨年の3 月に予定していましたが、岡上ふれあいまつりも中止となり、

できませんでした。今年度は、地域文化財6 件を紹介するポスターを作成し、

岡上町会、岡上西町会の全部の掲示板に貼っていただきました。

今後も身近にある大切なものを「 地域文化財」 として後世に伝えて行こうと、

地域の皆さんと協力しながら募集や調査を続けています。

定例会の開催にあたっては状況を注意深く 見ながら、臨機応変な対応を心がけ

ています。

代表者 梶 睦子

連絡先
住所 〒215-0027麻生区岡上286‐ 1 岡上分館気付 電話 988‐ 0268
事務局電話 070‐ 6426‐ 6123
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団体紹介2021年2月23日記

団体名

川崎市公園緑地協会緑の活動団体

花だん☆ おかがみ
活動年数 6 年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー ５名

活

動

紹

介

活動場所 麻生区岡上 鶴見川大正橋近く

活動日 毎月2～3 回 不定期

活動を始めた背景や内容

掲示板「 かわせみ通

信」の足元に広がる「 花

☆だん おかがみ」。ここ

は２０１３年、和光大学

生と地元の公民館が協

同企画した「 板で作ろ

う！岡上リアルフェイ

スブック」講座によって

掲示板が建てられたこ

とから、花壇づく りが始

まりました。翌年の「 は

じめての花だんづく り」 講座では、草地だったこの場所に花壇をつく りました。現

在は、川崎市公園緑地協会 ☆緑の活動団体「 花だん おかがみ」として、地域の方の

ご協力を頂きながら活動を継続しています。ここを通る方々 に、ほんの少しの安ら

ぎを感じていただき、花壇と掲示板を中心に交流や会話が生まれる場所になってほ

しいと願っています。

トピッ

クス

など

「 石の庭」 と「 花の庭」 があり、山野草を中心に、和の趣が感じられるような花壇

づく りをしています。掲示板には、鶴見川に棲むカワセミの写真を和光大学の先生

が月替わりで提供して下さり掲示しています。麻生市民館岡上分館の企画や地域情

報も掲載しています。

課題
育てた花苗が根こそぎ持ち去られる事などが多発し、安全対策が必要になりまし

た。活動の一部縮小・ 変更を検討しています。

参加上

の

案内

全体で集まることは控え、個々 での作業を中心にしています。会員募集・ スタッフ

募集は行っていません。

代表者
名前 小林

こばやし

巧
たくみ

E‐ mail takumiponta@gmail.com

連絡先 同上
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紹介 2021年3月

団体名
就労継続支援事業B型事業所

があでん・ららら

活動年数 約2３年

ﾒﾝﾊ゙ー数 約40人

活

動

紹

介

活動場所下記住所地

活動日 があでん・ららら(月～金)喫茶店｢ハーブカフェららら｣(木・金)

（活動を始めた背景）

があでん・らららは、精神障がいのある方が利用する就労継続支援Ｂ型の事業所です。

精神しょうがいのある人が自らの望む暮らしを実現するために、平成８年４月に、市民団

体「ＡＳＡＯ健康井戸端会議」が、園芸農家から温室と家屋を借り、多くの地元ボランテ

ィアの支援を受けてスタートしました。現在は「社

会福祉法人SKYかわさき」が引継いでいます。

（活動内容）

働きたい、就労したいという利用者それぞれの目

的に合わせて、ハーブティー製造、焼き菓子製造、

園芸、クラフト製品づくり、喫茶店業を通して仕事

の提供や訓練をおこなっております。また、イベ

ントや喫茶店「ハーブカフェららら」を通して地域の人々と触れ合いながら、地域に根

差した活動に取り組んでいます。

2020

年度の

トピッ

クス

コロナ禍で様々なイベントが中止となり残念でしたが、自然に囲まれたカフェには例

年以上に多くのお客様に足を運んでいただき、消毒や検温等の感染症対策をおこない

ながらハーブティーや手作りランチ、デザートなどを提供することができました。また、東

柿生小学校の総合学習の授業に取り上げていただき、早野地区の社会資源のひとつと

して、喫茶店、福祉施設、ハーブガーデン等いろいろな側面から多くの子どもたちと交流

することができました。２０２１年は、まだ大きなイベントの開催は難しいそうですがコロ

ナ終息後には開催したいと思いますのでぜひみなさんお越しください。

最新情報はインスタグラムをご覧ください。@herbcafe_lalala

課題

「があでん・ららら」の活動を通して、精神しょうがいのある人が自ら望む暮らしを実現す

るため、人と人がつながりあえるように地域の皆さんと一緒に検討していきたいと考えて

います。

参加上

の

案内

週一回以上定期的にボランティアで参加できる方を大募集。内容はガーデン、畑などの

手入れ、植付などの作業、販売などを利用者と一緒に行ってくださる方を募集します。

■ 寄付金の受付中
興味のある方は下記へご連絡ください。

代表者
名前金森孝之住所〒215-0022川崎市麻生区下麻生３-３２-５

電話(044)989-8323 FAX (044)322-8637

連絡先

名前金森孝之住所〒215-0022川崎市麻生区下麻生３-３２-５

電話(044)989-8323 FAX (044)322-8637

ホームページhttps://www.sky1995.com/shop/cafe.html
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紹介 2021年3月

団体名

活動年数 ３５年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー
10 ,214 名

（ 2020/1２現在）

活

動

紹

介

活動場所 神奈川県内各地域

活動日 定例活動やイベントなど年間を通して活動

活動を始めた背景や内容

神奈川県には丹沢から箱根を中心とした “ ”やまのみどり 、相模

“原台地、多摩丘陵から三浦半島に続く里山・ 樹林地などの まちの

”みどり があります。

かながわトラストみどり財団はかながわのナショナル・トラスト

運動を推進し、大切な働きをもつみどりを次の世代へ引き継いでい

く活動を行っています。

“ ”ナショナル・ トラスト とは１９世紀の産業革命期に英国で始

まった環境保護運動です。自然豊かな英国の田園風景を、今を生き

る人々 及び次の世代への公共的な財産として保全する活動が始ま

りでした。

かながわのナショナル・ トラストも英国の運動を参考にしなが

ら、自然環境の保全活動を行っています。様々 な広報事業を通じて

若い世代への参加を呼び掛ける取り組みや緑地や森林等の市民活

動への支援も行っております。

トピッ

クス

など

自然観察会や研修会等のオンライン開催やネットでの動画配信活動を行っており

ます。通常の自然観察会や森林づく り体験など各種イベントを行っています。

どなたでも参加できます！

課題
会員になると無料の自然観察会や優待施設、会費は寄付金控除の対象となります

ので、ぜひトラスト会員にご登録ください。トラスト会員募集中です！

参加上

の

案内

会費は緑地保全や地域の緑化のほか、財団

の運営に充てられます。

1 年会員 年ごとに会費を納めます

6年会員 5 年分の会費を１回でお払いい

ただく と 6 年間会員になれます。

特典：機関誌4 回、優待施設、イベント等

連絡先
名前 (公財)かながわトラストみどり財団事務局 住所〒220-0073横浜市西区岡野2-12-20

電話045(412)2525 E‐ mai l ： mi dori @ktm. or. j p WEBなど ktm. or. j p facebook、Twi tter 有
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団体紹介 2021年3月

団体名 柿生の里クラブ
活動年数 11 年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー 25 人

活

動

紹

介

活動場所 柿生の里特別緑地保全地区（ 上麻生7 丁目6 番、7 番）

活動日
定例活動日 第2 日曜日・ 第4 水曜日 9： 30 集合～12： 00 頃

お互いに連絡を取り合い随意、随時の活動も多い

【案内】 柿生駅から徒歩10 分ほどの面積１９，０００㎡の緑地です。

2009 年「 柿生の里特別緑地保全地区」が都市計画決定され「 おっ越し山ふれあいの

森」 から連続した多摩丘陵の尾根筋のコアとなる場所が残され、「 柿生の里散歩道」 上

の貴重な場所となりました。2010 年３月ここを「未来へ手渡す豊かな多摩丘陵」と

して保全していこう！と「柿生の里クラブ」が誕生しました。

『地域の自然・歴史・文化を活かした昔ながらの里山の再生・10年計画』に基

づき自然の変化を見ながら、作業や活動をしています。

《昔ながらの植生、谷戸地形を大切にしながら、土地の記憶を紐解く》

その昔ここが大きな農家（ 屋号大谷オオヤト） の屋敷だった頃の佇まいを今に

伝えている風景と、次の所有者の植林木や庭の樹々 を眺めながら、この緑地が

歩んできた土地の記憶を紐解こうとしています。公共緑地としてどのような作

業が適切なのか、次世代にどうつないでいくかを見極めて行くためにも。

《 ‐動植物の復活と多様性を目指して生態系の保全と育み》

柿生の街中の自然ですが、野鳥、昆虫、植物など生き物の賑わいを感ずること

が出来る場所です。動植物の記録を取りながら

アズマネザサ、クマザサなどの下草刈り モウソウチクの除伐、間伐

樹木の間伐 外来雑草の除去 落葉掃き 湿性地の保全 植物の名札付け

庭園木の保全 池(人工)の保全をしています。

《体験学習・環境学習の場として—次世代への継承》
里山フォーラムin 麻生と恊働であさお里山こどもクラブ、里地里山ナチュラ

リスト養成講座を開催しています。「 あさお里山こどもクラブ」 の体験学習用

畑では山から畑への土づく りをしつつ、「 大麦・ 小麦」、「 万福寺人参」、「 サツ

マイモ」 などを栽培。

《定例活動日などには、緑地の見学・自然観察を歓迎しています》

【動機】

【内容】

2020 年

度の

ト ピッ

クスや

課題

＊管理計画の見直しと課題の抽出を始めました。

10 年余を経て自生のヤマユリの丘の復活や貴重種の復活には目をみはるものが

ありました。しかしナラ枯れが発生し、あらためて大径木の多さにも途方にくれ

ています。多摩丘陵のコリドーとして重要な位置を占めているといいますが、

明日の森の変化が心配です。12 のゾーンをさらにきめ細かく見ていく必要を痛

感しています。専門家や行政との協働を切望します。

＊作業計画表を作成し、チームで共有していこうとしています。

＊みんなで決めた4 つのコロナ感染防止策をとって、しばらくは徒歩圏内のメンバー

で作業を継続しました。会としても個人としても判断することは難しい1 年でした。
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2021年3月

〈 12のゾーンを更にきめ細かく しよう！ 〉 【 柿生の里クラブ 活動の様子】

ナラ枯れは全木調査し、 5月までには防止作業をする予定。
ヤマユリの丘観察会を大人と子どもを対象に行いました。

参加上

の案内

自然の中にいるのは気持ちがよく リラックスできます。まずは訪れてみてく ださい。

定例作業日に広場へどうぞ。 ■ 体験ボランティア募集中（ 道具などは用意してます）
■ 会員募集中 ■ 事務局などのスタッフ募集中 ■ 寄付などを受付中
作業日にお声かけく ださるか、下記へご連絡ください。

代表者

副代表

副代表

石井よし子 TEL 070-6426-6123   E-mai l  i shi i yoshi ko. works@gmai l . com

雛倉 正人 TEL 090-1215-0979       E-mai l  GZL12435@ni f ty. com

高橋 靖 TEL 090-4398-5513
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団体紹介 2021年3月

団体名 NPO法人かわさき自然と共生の会
活動年数 17 年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー 約100 人

活

動

紹

介

活動場所 岡上梨子ノ木特別緑地保全地区とその周辺

活動日 毎月第２日曜日午前10時から約２時間

活動を始めた背景

2000 年「 岡上地区緑の保全地域の指定申出書」を川崎市長に提出し、岡上梨子ノ木緑

地を清掃、整備して、2004 年に特別緑地保全地区指定実現させたことに始まります。

活動内容

⑴緑地内遊歩道整備、下草刈り、間伐、枝打ち、植樹、いこいの広場維持、ヤマユリ植栽
普及会の指導のもとヤマユリ再生。 ⑵周辺清掃、不法投棄防止の取組み、処理。 ⑶自
然観察会、コンサート、研究会、感謝祭、親睦会、交流会開催・ 支援。 ⑷市民館岡上分
館、こども文化センター、和光大学、小学校、幼稚園などとの交流・ 支援。 ⑸地域のみ
どりの団体との連携。 ⑹行政との恊働。 ⑺ 「 ともいき圃場」 野菜、花栽培、周辺清

掃。 ⑻総会、理事会の開催。 ⑼ ニュース『 ともいき』 発行。 ⑽その他、環境保全と
周辺美化に関すること。

2020年度

のト ピッ

クス

ランドマークとなっている茅葺き屋根の復活のために、地域の皆さんに岡上ワーク

キャンプを開催していただき、進めています。

課題 行政との協働。地域との協働。世代交代。

参加上

の

案内

会員でない方の参加も心から歓迎しています。会員は入会金 1000 円、年会費

1000 円です（ 作業用具代、年２度の懇親会、ニュース「 ともいき」発行、配布な

どに使用）

✓ 会員募集中 ✓ 体験参加者募集中（ 受入れ態勢あり）
興味のある方は下記へご連絡ください。

代表者
名前 堂前雅史 住所〒195-8585 町田市金井ヶ丘5-1-1 和光大学
電話 044-989-7777内線4311 FAX E‐ mai l  E‐ mail dom@wako.ac.jp

連絡先
名前 堂前雅史 住所〒195-8585 町田市金井ヶ丘5-1-1 和光大学
電話 044-989-7777内線4311 FAX E‐ mai l dom@wako.ac.jp
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紹介 2021年3月

団体名 川崎授産学園
活動年数 ３9 年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー
入所５０名 通所65 名

グループホーム１６名

活

動

紹

介

場所 下記の住所地 川崎授産学園内

○川崎授産学園は、豊かな自然に恵まれた障害者支援施設です。入所施設や通所施設、グループ
ホームなどを利用しながら、豊かな自然や広い敷地を利用した様々 な作業を行っております。

裏山の森の中で栽培しているしいたけや、地域の方々 に支えられながら腐葉土も作っており

ます。腐葉土は地域住民の方からの問い合わせの多い商品となり、ご希望される方には配達も

行っております(平日のみ・配達エリアは麻生区と多摩区。販売期間は例年2月～6月位まで)。

その他、編み物製品、香り袋等の手工芸も多様に揃えております。

○川崎市の委託によって実施している市民交流事業では、地域の皆さんに学園を訪れて頂き、障
害や福祉について知っていただくために各種講座やイベントを下記の通り実施しております。

地域福祉拠点施設としてより多くの皆様に親しんでいただきたいと思っておりますので、是

非ご参加ください。

※ 新型コロナウィルス感染予防の為、感染の流行状況に応じながら対応しております。

2020

年度の

トピッ

クス

✧ 市民交流事業では、地域の方向けに年間を通して講座やイベント等を実施しております。
新型コロナウィルス感染予防の為、イベント等が中止、あるいは急遽中止になる場合がござい

ます。詳細につきましては、その都度ホームページやお電話にてご確認ください。

＜年間＞ ◇天体観望会（ 天体ドームがあります！） 年4 回実施
◇音楽交流サロン奏（ 原則奇数月:第2・ 第4 木曜日、
偶数月:第4 木曜日実施）

＜不定期＞ ◇ コーラス講座 開催（ 全4 回） ※開催時期未定
◇ ボランティア養成講座（ 障害者支援講座）
◇ チャレンジ・ ボランティア（ 川崎市社会福祉協議会等関係機関と共催事業）
◇手話入門講座秋頃開催（ 全7 回）
◇点字入門講座冬頃開催（ 全6 回）
◇福祉講演会 （ 秋～冬頃開催）

◇＜学園全体＞ ふれあい秋祭り ◇交流会 ◇草刈り ◇ クリスマス会など

✧ 『 ログショップゆめ』 『 喫茶処ゆめ』
・ ジャム(季節の果物各380 円)や自家製

お菓子(ルシアンクッキー、シフォンケーキ 各100 円)

・ 地域のとれたて野菜(月・ 木曜日仕入れ)・ 新鮮卵(月曜日仕入)等の販売をしています。

・ 月～金曜日まで毎日『 喫茶処ゆめ』（ 川崎授産学園内）で淹れたてのコーヒーや自家製お菓子、

軽食をお楽しみいただけます。※ 『 喫茶処ゆめ』 新型コロナ流行に伴い、現在、休業中。
営業時間『 ログショップゆめ』 10 時～15 時30 分 『 喫茶処ゆめ』 10 時30 分～15 時

※土・ 日・ 祝日・ 年末年始はお休みとなっております。

課題
・ 敷地内の環境整備 ・ 利用者の高齢化

・ 新型コロナウィルス感染予防の為に、地域の方々 との交流が減少している

参加上

の案内

ホームページやチラシなど。施設見学や活動・ ご利用者付添い等様々 なボランティアを随時

募集しておりますが、新型コロナ流行状況によりますので、必ずお問合わせください。

代表者

社会福祉法人セイワ 川崎授産学園 学園長 横山裕一

住所〒 215-0001 麻生区細山1209 最寄りのバス停「 千代ヶ丘」

Tel044-954-5011 Fax044-954-6463 Email info@seiwa-gakuen.jp

連絡先
担当 佐藤・ 酒井 連絡先同上

HP http://www.seiwa-gakuen.jp
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団体紹介 2021年3月

団体名
かわさきかえるプロジェクト

あさおてんぷら油資源化チーム

活動年数 １1 年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー
8 名（ ボランティ

ア約３０名）

活

動

紹

介

活動場所 麻生区内

活動日 不定期

＜活動を始めた背景＞

きれいな水と空気を未来の子どもたちに残すことを目的に、一般家庭からの廃食油

を回収し、せっけんやBDFにリサイクルする地域内資源循環を実現する。2012年

から菜の花プロジェクトに取り組み、麻生区の農的資源を活かし、資源循環をさら

に進め、区民への普及啓発を図る。

＜活動内容＞

① 家庭から出る廃食油の回収とせっけん使用の推進。
② 菜の花を栽培し、搾油、搾りかすは畑に戻し、油は食用に。残った油は回収し
てせっけんやBDFにリサイクルする菜の花プロジェクトの推進。

③ 2020年秋には鈴木宏平さん（ 古沢）、島貫松江さん（ 東百合丘）、はぐるまの会
（ 早野）、千代ヶ丘子ども文化センターのご協力で、種まきを行った。「 菜の花

ボランティア」 を募り、播種・ 除草・ 刈り取り・ 選別の作業を行う。

④ 地域のパン屋さん「 カンガルー」 と連携し、麻生産菜種油を使用したパンが製
品化され、販売されている。

⑤ より多くの区民に取り組みの意義を伝えるため、各種イベントへ参加。若い世
代に地域資源循環の重要性を伝えるために、小学校への出前授業、親子料理教

室を開催している。

2020 年

度のト

ピッ ク

スなど

コロナの緊急事態宣言下では区役所の対面廃食油回

収は中止とした。飲食を伴う料理教室も実施できな

かった。菜の花プロジェクトは継続したが、2020年

度産菜種は不作で、国産なたね油麻生区産ブレンド

とした。2021産菜種は順調に生育中。

課題
親子料理企画では麻生区の後援を得られたが、コロナ禍で中止とした。

圃場の拡大と麻生産菜種油増産による事業採算が取れる運営が課題となる。

参加上

の

案内

菜の花ボランティアは随時募集。収穫後に活動報告会を兼ねた試食会を実施。

☑ 会員募集中 ☑ 体験参加者募集中（ 受入れ態勢あり）
☑ 事務局などのスタッフ募集中 ☑ 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。

地域資源循環やせっけんについての学習会への講師派遣も行います。

代表者
名前 門平きょう子 住所〒 215-0024 麻生区白鳥1-16-11

電話 988-2282 FAX同左 E‐ mai l kado0207@j com. home. ne. j p

連絡先

名前 林 惠美 住所〒215-0006 麻生区金程1-13-22

電話 299-6460 FAX 299-6460 E‐ mai l ： emi 814@sound. ocn. ne. j p
ホームページ https: //kaeru. kazekusa. j p/

早野圃場
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かわさきかえるプロジェクト 2021年1月

あさおてんぷら油資源化チームです！

川崎市は「 かわさきカーボンゼロチャレンジ

2050」 を昨年11 月に策定し、かわさきかえるプ
ロジェクトも賛同しました。気候危機は喫緊の課

題です。まずは台所から地球温暖化ストップ、気

づいて、行動する人を増やしていきます。

～募集中～

使用済みてんぷら油回収ポイント

皆さんの身近に使用済みてんぷら油の回収ポ

イントはありますか？（ 裏面参照）

より多くの方々 が、使用済みてんぷら油の回収

に参加できるように、回収ポイントを増やしてい

きたいと思います。

回収用ポリタンクを置いて、ご近所の方からの

使用済みてんぷら油を集めていただきます。持参

いただいた時の容器は持ち帰りいただく のが原

則。詳しくは事務局へお問い合わせください。

2020年秋 菜種の播種と生育状況

昨年10月に、古沢の鈴木さん、東百合丘の島貫さん、早野のはぐ
るまの会、千代ヶ丘子ども文化センターに播種しました。昨年の菜

種は残念ながら不作でしたが、今年6月の収穫に向けては、元気よ
く育って！と願いを込めてまきました。

播種後の大雨もなく 、今のところ順調に生育しています。11月末
から 12月にかけて、除草と間引きの作業を行いました。
古沢の圃場は連作障害も考えられることから地主さんにお願いし

て、同じ区画ではありますが、場所を変えて作付けしています。除

草や間引きの作業は大変でしたが、通りかかるおおぜいの方々 に、

「 何を育てているのですか？」 と聞かれ、おしゃべりもしながら、

楽しい作業になりました。

今年、すっかり暖かく なる 4月には満開の菜の花を楽しみたいと
思っています。

かわさきかえるプロジェクト

10月古沢の種まき

かわいい双葉が出てきました。

当プロジェクトの活動にご協力いただいている方に発送しています。

【 問合せ先】 〒215-0006麻生区金程1-13-22 かわさきかえるプロジェクト事務局 林 惠美

Tel/Fax299-6460  emi814@sound.ocn.ne.jp

除草・ 間引き作業（ 左から古沢・ 東百合丘・ 早野）
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団体紹介 2021年3月
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紹介 2021年3月

団体名 川崎市黒川青少年野外活動センター
活動年数 11年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー 10～20人

活

動

紹

介

活動場所 川崎市黒川青少年野外活動センター

活動日
ネイチャーボランティア

： 毎月第1日曜日（ 一部変更あり） 10: 00～15: 30

活動を始めた背景

2009 年度から子ども達が遊べる森・ 地域の方の憩いの森・ 明るく健康的な森を

目指して、毎月地域のボランティアの方と「 NPO法人やまぼうし自然学校」 の森

林インストラクターの方にお越しいただき、森の手入れを行っています。

●活動内容
具体的な作業内容としては、森に光を入れるため

に木の除伐・ 間伐、森の階段・ 柵作り、下草刈り、土留め、などをしています。

ネイチャーボランティアで森を整備することにより、く ろかわ森のようちえんなど

のイベントで、子ども達の遊べる場所が増えました。また、伐採した木材は乾燥さ

せて薪にしてドラム缶ピザ体験などのイベントで活用しています。

当センターで受け入れている近隣大学に通う学生もインターンとして参加をして

おり、10～20 代へも森林整備のスキルが伝承されています。

様々 な世代間交流もあり、楽しみながら活動中です。

2020

年度の

トピッ

クス

新たな活動場所の開拓としてセンター隣の敷地にある「 電車山」の整備をネイチャ

ーボランティアで行いました。近隣の里山を整備することで黒川地区の森林保全に

も繋がっています。

課題
サポーターの高齢化や継続的な活動をしていただける方が少ない。

森の手入れに伴う備品の充実。

参加上

の

案内

18 歳以上の方（ 市内・ 市外問いません）

■ 体験参加者募集中（ 受入れ態勢あり）
興味のある方は下記へご連絡ください。

代表者
名前 野口 透 住所〒215 ‐ 0035 麻生区黒川313-9
電話 986-2511 FAX 986-2522 E‐ mail kurokawa@nots.gr.jp

連絡先 同上

竹の伐採 歩道整備 新しい仲間をいつでも募集中！


