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団体紹介 2021年3月
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グループ「 せっけんの家」 2021年3月
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団体紹介 2021年2月

団体名 黒川里楽塾
活動年数 9年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー 10名

活

動

紹

介

活動場所 麻生区黒川字明坪・ 黒川明坪緑の保全地域

活動日 毎月木曜日(主として第2、第4)

活動を始めた背景と活動内容、その他

１、 緑の保全活動に関わる期待、興味・ 関心があった。

平成23、 24 年度2 年間の農地課主催研修会を修了したことで、実践

的な活動の場が与えられ、またチームワークが出来た。

２、 樹木の伐採、下草の刈払い、竹林間伐、落ち葉を利用し堆肥作り。

及び、無農薬野菜の生産など、四季を通じて農と里山保全に関わる。

３、 新たに梅、柿、ブルベリーなど果樹の栽培に挑戦。

４、 通路、階段の新設と高木伐採により里山エリアの保全。

５、 畑の復元・ 拡大、シイタケ栽培地の移転。

６、 異常台風や豪雨、地震に因る崖崩れ等の自然災害への心構えと対処。

７、 地元農家さんとの交流により多くのものを得ることが出来た。

８、 稼働の減少に対応し新規参加者獲得が急務。それには、メンバーによる

口コミと他団体との連携、活動内容の発信が功奏。

2020年

度の

トピックス

１、 新型コロナの猛威により活動日の大幅な縮小を強いられた。

２、 遂に市最北西の当地にもナラ枯れが波及。全体の2 割の被害。

現在、市担当者と密接な協議中。

課 題

１、 待ったなしの会員の高齢化。後継者確保が活動継続の決め手。

２、 行政の抜本的意識の切り替えが必要。

郷土の里山資源に対するボランティア活動の啓発と支援活動が急務。

３、 各区の地域連携協議会に里山ボランティア団体を加える必要あり。

参加上

の

案内

１、 会員募集中 ２、体験参加歓迎（ 受入れ態勢あり） ３、寄付金受付

興味のある方は下記連絡先へ問い合わせ下さい。

代表者
名前 小川 清住所〒216-0032 川崎市宮前区神木2-15-4

電話 044-866-3342 E‐ mail siboku25@hotmail.com

代表代行

連絡先

名前 小穴 誠住所〒21５-0023 川崎市麻生区片平１-３-25-307

電話 070-5011-6597 E‐ mail oana3ariake@yahoo.ne.jp
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2021里山フォーラムi n麻生資料集

団体・施設の活動紹介

行政機関も含む

その2

-1-
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団体紹介 2021年3月

団体名 木こりの会
活動年数 21

ﾒﾝﾊ゙ 数ー 32

活

動

紹

介

活動場所 王禅寺東エリアの７ヶ所の公園、緑地

活動日 毎週 水曜日、土曜日

活動を始めた背景

・ ゴミが散乱し、雑草が生い茂り、樹木がうっそうとして薄暗く 、子供たちには近

づかないように親が注意する状態にあり、有志で環境整備をしようと発足したボ

ランティア団体

活動内容

・ ７ヶ所の公園・ 緑地の清掃、草刈、剪定、竹林の間伐、高枝下し、遊歩道の階段

補修、落葉溜造り等の作業

・ 昨年は実施できなかったが、春と秋にイベントを開催

・ 隔月で「 木こりの会ニュース」 発行、自治会に回覧

・ 高齢化が進み、加えて入会者が少ないのが大きな課題

2020

年度の

トピッ

クス

・ 樹木が大きく育ち、高枝下しに苦戦。また桜に枯れ木が多くなり、強風で枝の落

下の危険があり、道路公園センターに対応を依頼している

・ コロナ禍の中、作業は継続して行っている。参加者は１３名前後で従来と変わっ

ていない

課題
自治会や道路公園センターに、木こりの会の作業内容を認識頂いており、十分な支

援の下作業ができている

参加上

の

案内

毎週９時から１０時３０分までの作業で、水曜日と土曜日に行っています。作業の

参加は都合のいい時で構いません。籠口の池公園においで頂ければ、一日体験も可

能です

代表者
名前 久保田洋一 住所〒215-0018 麻生区王禅寺東5-14-2

電話 ・ Ｆ ＡＸ 044-987-8621

連絡先 同上
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団体紹介 2021年3月

団体名 多摩美みどりの会
活動年数 40 年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー 17 人

活

動

紹

介

活動場所 多摩美ふれあいの森、日本タンポポ園、野草園、麻生区市民健康の森

活動日 作業日： 毎月第2 日曜日 予備日： 毎月第4 日曜日

【 活動を始めた背景】

1980 年代のはじめから、多摩丘陵の里山の自然を守る運動を続け、川崎市および

地権者の理解・ 協力を得て、多摩美ふれあいの森周辺の保全・ 管理を行っています。

自然を楽しむイベントや山野草の観察会などを開催し、隣接する麻生区市民健康の森

には基本構想段階から積極的に参加しています。

1991 年第7 回多摩地域文化賞受賞。95 年より「 多摩美の自然を知る集い」を開

催し毎年200 人もの参加で世代を超えた交流の場となっていましたが諸事情により

17 回で休止。2003 年川崎市の花と緑の街かどコンクール特別賞を受賞。2013 年

「 多摩美ふれあいの森愛護会」 を設立、清掃用具入れ倉庫を設置。2019 年5 月に

野草園・ タンポポ園に擬木柵を設置・ 更新しました。

【 2020 年度活動内容】

① 日本たんぽぽ園・ 野草園の草刈り、保全管理。多摩美ふれあいの森の保全、清掃。
活動場所への植樹。近年、森を明るく した事により自生のヤマユリが復活。

② 小中学校などの自然観察・ 体験学習などへの協力（ コロナで中止）
③ 秋の七草など季節の様々 な草花の育成、その楽しみの情報提供

④ 里山フォーラムin 麻生に第1 回から出展
⑤ 川崎市公園緑地協会「 交流事業 里山編」 への出展（ コロナで中止）

2020

年度の

トピッ

クス

① コロナ禍の影響で、学校、町会などと共催していた自然観察・ 体験学習、盆踊り大
会（ 地産野菜販売）が、中止となり、長年継続している周辺住民との活動・ 交流を

行えなかった

② ヤマユリを復活させたように、保全をしながら、自然をみんなで楽しめる場作り

課題

① 当地域の自然環境の恒久的な保全。その為の地権者との協力・友好関係の持続。周
辺住民の活動参加と合意づく り。市民健康の森・ こもれびの会との連携

② 会員および活動参加者の拡大。若い家族の継続的参加など
③ 日常の保全作業のなかに、自然をもっと楽しむ活動を取り入れて充実させる

参加上

の

案内

『 楽しく健康に』 をモットーに活動しています。近隣の方のご参加をお待ちします。

☑ 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 菊池一雄 住所〒215-0002 川崎市麻生区多摩美２－２－７

電話／FAX 044-966-3620 E‐ mail kaz.ne74@gmail.com

連絡先
名前 小田桐浩 住所〒215-0003 川崎市麻生区高石3-34-2-212

電話／FAX 044-966-7941 E‐ mail h_odag@yahoo.co.jp
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団体紹介2021年3月

団体名 長沢花みずき会
活動年数 17年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー 56名

活

動

紹

介

活動場所

① 長沢1丁目～西長沢交差点（ バス通り街路花壇）
② 長沢諏訪公園
③ 南生田4丁目公園 （ 各公園の花壇）

④ 東長沢公園
活動日 毎月２回 第１、第3 土曜日 午前9時～11時

◎ 花と緑を豊かにしてうるおいのあるまちにして行きたいと思っています。

（ 写真は昨年度の活動の様子）

2020

年度の

トピッ

クス

11月には115名の長沢小学校3年生の皆さんが、長沢諏訪公園を訪れました。今年度

も花を植えるなどの交流が出来ました。

コロナ禍でも何とか活動を続けられました。

参加の

案内

・ 長沢地区にもぜひお散歩にお出かけください。

・ 花に興味を持たれた方どうぞご参加ください。連絡お待ちしています。

代表者

連絡先

代表者 小松英子 住所 〒214-0036多摩区南生田４—１１-２０
電話＆FAX ０４４-９７６-７５０４
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紹介2021年3月

団体名
社会福祉法人はぐるまの会

はぐるま工房

活動年数 はぐるまの会設立から 37年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー はぐるまの会全体で利用者53名

活

動

紹

介

活動場所

はぐるま工房 宮前区水沢２－１０－２

農作業 宮前区水沢・ 麻生区早野の各農地

※尻手黒川道沿い、宮前区市民健康の森「 水沢の森」 の近くです

活動日 月曜～金曜 ９： ００～１５： ００

はぐるまの会は、4つの作業所（ 農作業、縫製作業、海藻販売、喫茶室の運営） と、9ヶ所の
グループホームを運営しています。各作業の他にも夏には八ヶ岳などでの登山合宿や、冬のマ

ラソン大会などの行事に楽しく取り組んでいます。

はぐるま工房では、年間を通して農作業を行っています。地域の皆様に安心して食べてもら

えるよう、農薬を使わず、協力団体等から提供いただく 「 生ごみたい肥」 や、自家製堆肥など

をできる限り多く使用して、健康で美味しい野菜づく りを実践しています。また、麻生区早野

にある「 はぐるまハーブ園」 では、新たな名産品「 かわさきハーブソーセージ」、「 はーぶこー

でぃある」 用のハーブの大規模な栽培もおこなっています。

＊畑での作業は、「 自然の過酷さ」と「 食べ物の生まれる瞬間を目の当たりにする感動」を同時

に体験できる素晴らしいものです。当初の目的は障害の重い方の為の情緒安定の場（ 園芸療法

として役割） としての位置付けでしたが、障害の重さに関係なく 、力いっぱい働く喜びを体感

することができる農作業は、現在では無くてはならない仲間たちの社会参加の手段、誇れる仕

事となりました。

2020

年度の

トピッ

クス

コロナの影響を受け、地域のバザーなど利用者の方々 が得意としている対面での野菜販売の機会が、少

なくなってしまいました。自分たちが育てた野菜を直接お届けすることは、地域交流の上でこれからも

大切にしていきたいと考えています。収束に向かった折にはまた皆様と交流できることを楽しみにして

います。

課題

まだまた課題が多い農業活動なのですが、農産物直売所の運営(不定期)や野菜とハーブの販売
先の開拓、ハーブソーセージ等の加工品の開発など、農作業に関係したもので工賃が補償でき

るよう努力中です。※セレサモス宮前店にて、かわさきハーブソーセージ絶賛発売中！

連絡先

社会福祉法人はぐるまの会 はぐるま工房

E‐ mail koubou@hagurumano-kai.com ℡ ＆Fax 044-920-9411 責任者 新井

法人本部：（ 社福） はぐるまの会 多摩区菅馬場1-18-17 ℡ ＆fax 044（ 946） 1308

はぐるまの会は、養護学校を卒業した青年・成人期の主に知的に障害

をもつ仲間たち（ 利用者さん）が、力いっぱい働くための作業所と生

まれ育った地域でずっと暮らしていくためのグループホームを運営

している社会福祉法人です。

川崎市立稲田中学校の元教員たちが中心となり設立をしました。

今年で創立36年を迎えます。（ 1983年～）

毎週、月・ 木曜日9： 00～12： 00にお手伝いをいただける農業ボランティアさんを大募集中です！

現在、地権者さんのご厚意により、現在約1400坪の農地を活用させていただきながら、安全・ 安心

な美味しい野菜＆ハーブ栽培を実践中です。是非、はぐるま工房＆早野ハーブ園へお立ち寄りくだ

さい！
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団体紹介 2021年3月

団体名 虹ヶ丘おやじの会
活動年数 ２１年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー １６名

活

動

紹

介

活動場所 虹ヶ丘公園

活動日 毎月第２週、第４週（ 日曜日）

活動を始めた背景

１９９８年に虹ヶ丘コミュニテイルームを開設し地域の男性達が「 飲み会」 を

機会に「 地域でできる事を」 と翌年公園の清掃活動をはじめ、街路樹、花壇作り

や手入れ作等始めた。

活動内容

虹ヶ丘コミュニテイルームの年始の各部屋の大掃除、街路樹下の雑草除去、

公園内の、低木剪定、草刈り、高木の伐採等美化活動、防犯（ 安全、安心で子供

達が遊べる公園） 活動に取り組んでいます。

４月は、毎年桜まつりを主催し、地域の交流を計っています。

その他、各自治会の行事（ 餅つき、夏祭り、琴平神社の祭り手伝い） に積極に

貢献しています。

2020

年度の

トピッ

クス

コロナ禍で、緊急事態以外は注意を払って作業をしている状態です。

勿論、各自治会の行事はすべて中止となりました。

課題 会員の高齢化に伴い、会員募集、活動の継続が課題。

参加上

の

案内

■ 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 佐々 木 昭男 住所〒215-0015 麻生区虹ヶ丘３－１－３－４０６

電話 ９８７-０８９４ E‐ mail :sasagcy@nifty.com

連絡先
名前 児玉 俊臣 住所〒215-0015 麻生区虹ヶ丘１－３－１

電話 ９８７-０８９４ E‐ mail: njoyaji@jcom.home.ne.jp
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年頭のご挨拶 おやじの会会長佐々木昭男
新年明けましておめでとうございます。昨年は、１月末までは地域活動が実施できましたが、それ以降クルー

ズ船から新型コロナウィルス感染症が発生し、全国的に拡大しました。その結果、毎年恒例の「さくらまつり」を

初め地域イベントも中止となりました。とは言え、公園の整備、街路樹の清掃活動はコロナ対策を会員一同注意

しながら、５月から実施してまいりました。今年こそは、コロナが終息して楽しく、公園整備や地域活動ができる

事を一同願っております。

11月に、おやじの会会員が教える形で虹ヶ丘小学校の生徒さんに公園掃除のお手伝いをしていただきまし

たが、その後今野校長や担当の山中先生から「掃除の大切さ、大変さ」を感じてもらい勉強になったと、メール

と「学校だより」などで感謝の言葉をいただきました。子どもたちからは「清掃は大変だったけれど気持ちが良か

った。誰かが喜んでくれると嬉しい。」「自分たちは、大勢で一時間だけでも大変だったけれど、おやじの会の方々は

もっと大変だと思った、毎月掃除をしてくださりありがとうございます。」など感謝の言葉をいただきました。新年の

明るいニュースになりました。うれしいですね！

11月活動報告
11月8日（日）は予定通り公園内の清掃作業を実施しました。

11月22日（日）は、コロナ感染拡大を受け全員での作業は

残念ながら中止になりました。

１２月の活動報告
12月13日（日）も作業予定でしたが、コロナの急速な感染の

拡大を受けて活動を自粛しました。2020年はこれで作業日程

はすべて終了、恒例の納会・忘年会も実施できず、残念ですが

けじめのつかない年になってしまいました。

1月・2月の予定
例年実施してきましたコミュニティルームの清掃作業は

残念ながら中止となります。その他の予定は、コロナ感染

状況によって判断していきたいと思っておりますので、

ご理解のほどよろしく願いいたします。

20２１年１月１０日発行 発行人 佐々 木昭男（ 3 丁目） 編集人 横山 徹（ 1 丁目）

新入会員のご紹介

おやじの会は、いつも会員を募集中です！本会では、新しい入会者を募集しております。
運動不足、地域交流に興味を持っている方などぜひご参加ください。

お問い合わせは右記までお願いします。 ※事務局（児玉電話044－986-9115）

編集人からお願い
みなさま新年おめでとうございます。昨
年はコロナ感染拡大によって活動面で多
岐にわたり支障が出ました。今年は平穏
な一年になるように！記事へのご要望、
ご意見や地域情報をお寄せください。

年末に、虹ヶ丘小学校から感謝の言葉が届きました！

11月から新しく入会されました池田俊一さんです。

本年7月より2丁目に来られ、ご出身は横浜市金沢

区、ご家族は奥様・お子様の3人家族。お子様にとっ

て良い環境が気に入ったそうです。お酒は好きなほ

うとのこと。おやじの会は「虹のかけはし」で知ったそ

うです。お身体が大きく頼もしい池田さん、これから

よろしくお願いしますよ。
お子様が安心して遊べるように

遊具回りの除草を行いました 新会員の池田さん

年
末
に
集
ま
っ
た
お
や
じ
の
会

会
員
の
皆
さ
ん
」
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団体紹介 2021年3月

団体名 花と市民参加の会“ コスモス” 活動年数 26 年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー 18 名

活

動

紹

介

活動場所
川崎市麻生区白山4-6 地先 白山3 号線

（ 白山西緑地脇） （ むじなが池公園北側の一方通行道路沿い）

活動日 定期活動、月1 回（ 第2 火曜日午後） 自主活動随時

400mの一方通行道路で、ケヤキの植え込み、歩道脇緑地を花壇にして草刈り、種まき、

水やり 清掃などをして季節ごとの管理をしています。

この道路は元々 雑草の生い茂る暗い道で、粗大ごみの不法投棄もあり治安上も不安な場所

でした。当団体を結成する10 年前から 5～6 人の有志で活動していましたが、行政と連

携して活動するためのに14 年9 月 ” ”花と市民参加の会 コスモス を結成しました。

400m と長い活動地域なので5 ブロックに分けグループごとにエリアと担当して活動し

ています。

現在、年々 草花が根付いてきて景観が整ってきたことにより、散歩やジョギングのコース

として写真の撮影スポットとして近隣の方々 に親しまれています。

2020

年度の

トピッ

クス

コロナ禍の中、遠方への外出自粛で、コスモスのメンバーの活動は逆に活発になりました。

散歩で一通を歩く人も、例年より明らかに増えました。今年初めて、コスモスの活動現場

を見知った方々 から、花を見て気持ちが癒されたとお褒めの声をたく さんいただき、わた

したちも逆に元気づけられました。また、年末年始には、身近な草花でリースを作り街路

樹に飾り付け通行人の方々 にも大変好評でした！

課題

水道がないので、夏の水やりなどが大変苦労しています。

ケヤキの根元の堅い土壌の改良

参加者の固定化、高齢化

参加上

の

案内

☑ 会員募集中 ☑ 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 小梁純子 住所〒215-0017 川崎市麻生区王禅寺西5-23-1

電話 987-6011

連絡先
名前 川名慶子 住所〒215-0014 麻生区白山4-5-1-404

電話 090-6158-636
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花と市民参加の会“ ”コスモス 2021年3月

みんなで、はいポーズ！

クリスマスリースの飾り付けは大好評でした！
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団体紹介2021年3月

団 体 名 早野聖地公園里山ボランティア
活動年数 22年
ﾒﾝﾊ゙ ー数 67名

活動紹介 活動場所 麻生区早野 早野聖地公園内 炭焼き小屋周辺

活 動 日 毎月第１・第３・第 5土曜日、ただし炭焼き期間（１２月～１月）は毎週土曜日

活動方針

里山を将来にわたり、保全・ 管理し、地域振興と早野の文化を継承していき、人と自然

との共生を図る。

活動内容 （ ＊印＝紹介カード－２に写真あり）

１ . 里山再生＝伐って育てる森（ 里山の若返り） ⇒生物多様性の向上を図る。
＊ ⇒ ⇒ナラ枯れ対策（ 発見 シートで覆い 伐採(12 本)⇒炭焼きに利用）、切り株＝飛散防
止処置、里山の下草刈り・ 篠竹刈り、清掃、林地の樹木伐採、苗木の育成と植樹・ 萌芽更

新等、循環利用（ 炭焼き・ キノコ類栽培・ 腐葉土作り）、里山の若返りを図る。

湿地帯の管理および保全。動植物の保護・育成監視 昆虫類の寝床・繁殖（ 冬眠）地の確

保

2. 炭焼き（ 伐採材の活用） ＝循環利用

原木の切り出し～＊炭焼き（ 竹炭含む）炭を利用しての湿地帯水質浄化、苗圃・ 畑の土

壌改良。炭焼き窯の修理

＊第9回「 スマートライフスタイル大賞」 奨励賞受賞＝川崎市/川崎市温暖化対策推進

会議 ＊麻生区役所・ 市民館のトイレ内に消臭用炭を設置

3. 農業体験

畑・ 花壇の手入れ、＊サツマイモ、ジャガイモ、＊ナノナハ畑、椎茸・ ナメコの栽培、

サツマイモ掘り＝虹ヶ丘小学校

4. 地域とのふれあい

小学校の支援＝＊東柿生小＝体験学習・ 卒業植樹、虹ヶ丘小＝サツマイモ掘り

＊川崎麻生ロータリークラブ＝里山の大切さ講座 東京農業大学ＧＡ講座の支援

里山フォーラムi n麻生 川崎市生涯学習財団＝stage up など

２ ０ ２ ０

年度のト

ピックス

今年度人類は新型コロナ禍における（ 非常事態宣言発出×２回）生活の自粛が余儀なく

されました。里山ではナラ枯れが発生し、対応（ シートでの覆い・ 枝打ち・ 伐採・ 炭焼

き等）に追われる年でした。里山関係者にとっては試練の１年でした。これからも続く

とは思われますがより一層頑張らないといけないと思います。幸いにも当ボランティア

では「 里山の若返り」 を図っているため、ナラ枯れの被害は最小限に留めることができ

ました。

参加上の

案内

会員募集中 入会受付＝活動日に直接現地（ 炭焼き小屋） にお越し下さい。

年 会 費＝1000 円 活動時間＝9； 45～15； 00

服装＝動きやすく汚れてもよい服装 持ち物＝弁当、水筒、手ぬぐい、軍手など

□レ会員募集中 □レ里山体験・ 見学など 募集中

代表者 小泉 清 電話 044－987－0020 FAX 044－987－0020

E‐ mail shiorikobo@jcom.home.ne.jp
連 絡 先

事務局
早野聖地公園里山ボランティア 〒215-0016 麻生区早野732 早野聖地公園霊園事務所
電話 044－987－6120 FAX 044－986－0813



団体名

1.里山再生＝伐って育てる森（里山の若返り）⇒ 生物多様性の向上を図る
  ナラ枯れ対策＝古木の伐採　2020.09.19. 　 　カシナガ飛散防止用シート設置　　　2020.09.22.

2.炭焼き（間伐材の活用）⇒ 循環利用
　　第9回スマートライフスタイル大賞　2020.10.30. 第1回炭焼き＝炭出し　　　　　2020.01.11．
　　   里山ボランティアでは3年連続受賞

　　麻生区役所・市民館内のトイレに消臭用炭を設置しております＝34ヶ所/継続

3.農業体験
ジャガイモ収穫（３種）　   　2020.06.06. 　　ナタネの収穫＝大規模ナノハナ畑用　2020.06.20.

.

4.地域とのふれあい
川崎麻生ロータリークラブ=里山の必要性 　　　東柿生小学校＝里山学習を実施    2020.12.02.
　　・良さ・大切さを解説 2020.02.07.

・東柿生小学校：里山学習・卒業記念植樹
　　（新型コロナ禍のため、3密を避けて各種活動・ご来園を控えて最小限で実施致しました。）

早野聖地公園里山ボランティア
活動紹介写真

2021年3月
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