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団体紹介 2021年2月

団体名 はるひ野里山学校
活動年数 16 年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー 23 名

活

動

紹

介

活動場所 黒川谷ツ公園(川崎市麻生区はるひ野５丁目９) 小田急多摩線はるひ野駅北口すぐ

活動日 月3～4 回（ 9： 30～15： 00)

活動を始めた背景や内容

「 はるひ野、黒川地区の里山環境を保全し次代へ継承したい。」 という思いで活動を初めて

から 16 年になりました。次の活動を行っています。

①川崎市黒川谷ツ公園の保全活動・ 動植物の調査、観察、記録及び紹介
②自然環境に関する相互学習
➂ 社会貢献への取り組み： イベント開催、地域の園児や小学生(総合学習授業)への学習サポート
【 年間計画】
・ 定例活動（ 間伐・ 枝打ち・ 笹刈り等の林床管理、公園内の草刈りと外来種駆除作業、園内点

検やゴミ拾い等の管理） ・ ・ ・ 通年

・ 観察会（ 春・ 夏） ・ 活動報告会（ 秋） ・ 半日ボランティア体験と生き物観察（ 年数回）

・ アメリカザリガニ駆除作業（ 通年） ・ 希少種の保全と調査（ 通年）

・ はるひ野小学校総合学習サポート （ 年数回）

・ 保全活動ノウハウを次世代へ継承する取り組み： 過去の資料(活動報告書や写真等） の共有化

生き物観察会 林床作業

2020

年度の

トピッ

クス

・ 川崎市環境功労者に選出され表彰されました

・ 過去11 年にわたる記録「 黒川谷ツ公園 生き物調査記録」 を発行

・ コロナ禍における活動制限で多くのイベントが中止

・ 急速に拡大するナラ枯れ被害の対応と今後の防止策の取り組みを開始

・ 観察種記録を継続するなかで、哺乳類をはじめ多くの種が公園内で初確認され

ている

課題

※  会員の高齢化に対応する継続可能な活動へ転換していく
過去の活動データを活かし、保全作業の効率化をめざす

※  黒川谷ツ公園の魅力を地域の方々 にお伝えし、リピーター来園者を増やす

※  行政との協働体制を前進させる

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： 原 栄一 住所:〒215-0035 麻生区黒川148-1  ℡ : 0 80-7961-1433

‐E mail: yfd50999@nifty.com

連絡先 同上。 ホームページもご覧ください： https://haruhinosatoyama.jimdo.com/ 
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2021年2月

はるひ野里山学校

川崎市環境功労者として表彰されました！

受賞理由： １５年以上にわたり黒川谷ツ公園で活動

し、地域開放した公園の維持管理や公園に訪れる

方々 への案内を実施し、次世代を担う子供たちとの

交流などを通して自然の大切さを伝え、緑の保全と

緑化の推進に尽力したということを評価して頂きま

した。

当会代表コメント：

「 閉鎖管理をしている黒川谷ツ公園の里山環境を守

る活動と共に、公園を訪れる方々 への動植物の紹介

活動や、地元小学校の授業サポートを通じた交流活

動が認められたものです。」 原 栄一

「 黒川谷ツ公園 生き物調査記録」
11 年間の記録2009 年4 月～2020 年3 月

黒川谷ツ公園は、 小田急線と京王線の間に位

置し、約 3.2ha の面積を有し生態系を保護する

ため、日時を限定している閉鎖公園です。雑木林、

湿地、湧水、田んぼがあり、昔からの自然形態が

残っており、生物多様性の動植物が生息していま

す。調査記録を残すことにより、周辺地域の環境

変化を知ることができます。2009 年から調査を

始め約1300 種類の生き物を確認し、11 年間の

区切りとし発行に至りました。今後も次世代に引

き継ぎ、黒川、はるひ野地域周辺の環境維持に貢

献したいと思います。 編集担当 上田富子

はるひ野小学校総合学習サポート 外来種植物の除草作業 落葉かき作業

～ 公園を彩る花々 ～

ミヤマアカネ カワセミ アズマヒキガエル
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団体紹介 2021年3月

団体名 吹込クローバーの会
活動年数 １０年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー １5 名

活

動

紹

介

活動場所 麻生区上麻生4 丁目 尻手黒川線 吹込交差点花壇と緑地帯（ 274 ㎡）

活動日
第1 月曜日10 時～、第２土曜日2 時～、第3 土曜日2 時～

+ ℡随時メール発信＆ で

【 活動を始めた背景】

吹込花壇は川崎市による「 緑の景観づく り推進事業、王禅寺地域のみどりの軸線づくり」

として 2004 年度に整備され、2009 年から一部の花壇で生ごみ堆肥による実験栽培を

始めました。従来手入れされていたグループが解散しましたので「 木こりの会」女子4 名

が中心となり、2011 年4 月に「 吹込クローバーの会」 を結成しました。

【 活動内容】

生ごみ堆肥を活用し、無農薬、無化学肥料で管理する安心、安全な花壇づく り

2020

年度の

トピッ

クス

・ 川崎市立麻生中学校2 年生から総合的な学習の時間「 麻生の地域学習」 を深め

るためのインタビューを受けました。私たちメン

バーとの交流もできました。

・ 花壇の緑地帯にある枕木が腐食して危険個所が

あったため、麻生区道路公園センターに修理を依

頼。とてもきれいに修復され、小さな子供たちも

安心してお散歩できるようになりました。水仙、

チューリップ、バラ、ヤマユリと見頃が続きます。

課題

・ 花壇に必要な水を分けていただいていたガソリンスタンドが2 年前に閉店

となり、横断歩道を渡って水を運んでいます。最低限の水やりに徹しても大

変な作業です。腰痛を起こすメンバーも！！

参加上

の

案内

☆ 会員募集中 まずは花壇にお立ち寄りください。

雨天を除いて上記の時間に！

代表者
名前 阿部貴紅子 住所〒215-0018 麻生区王禅寺東5-20-6

電話090-9671-1709 E‐ mail abekey@jcom.home.ne.jp

連絡先 同上

吹込交差点

2021 冬花壇

生ごみ堆肥で

土作り

水栓の無い花

壇に柄杓で水
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団体紹介 2021年3月
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万福寺人参友の会 2021年3月
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団体紹介 2021年3月

団体名
−まちはミュージアム

遊歩道ファンクラブ

活動年数 23年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー
45人

(10人)

活

動

紹

介

活動場所 おっ越し山とその周辺および（ 柿生の里特別緑地保全地区）

活動日 定例活動 第１、第３ 水曜日（ 第2日曜日、第4水曜日） ほか随時

《 活動場所の位置》

「 おっ越し山ふれあいの森」 は、「 柿生の里の散歩道」 の丘陵への入口となり、柿生中

学校に隣接、柿生駅徒歩7分である。1995(平成7)年に自然環境保全地域に指定された。

《 活動を始めた背景と基本方針》

1. 麻生区初の遊歩道「 柿生の里の散歩道」 の自然と歴史を次世代に繋ぎたい。

2. 都市開発が進み地形の改変が顕著になり、多摩丘陵としての暮らしの原風景が消え

て行く中で、「 おっ越し山ふれあいの森」 がご寄付で残されたことに感謝したい。

3. 地域に残されたおっ越し山であったが、アズマネザサとヒサカキに覆われ暗い森に

なっていて、子どもたちにも親しまれていない状況を何とかしたい。

4. 麻生地域セミナーで 1990 年代から横浜市の舞岡公園での市民の関わり、多摩市の

桜ヶ丘公園雑木林ファンクラブの活動などを現地で学び、また「 麻生区で子どもが

遊べる公園を考える会」 の長年の活動を経ていた。

5. 川崎市という公共の土地に将来にわたり身の丈で責任が持てる所を考えたい。

などの思いが、仲間の賛同と協働を得て1998(平成10)年9月活動開始。森づく りを含

めた「 緑のボランティア活動」が川崎市域では初めてでもあったのか、折にふれ当時の

環境局緑政部の職員、北部公園事務所の技術職の職員が協力してくれた。

2001(平成13)年3月「 おっ越し山の森づく り保全管理計画書」 が策定され、基本理念

①【 もともとあった里山に近づける ② 緑のネットワーク ➂ 循環利用 ④歴史性を再
現する】 と保全目標、ゾーン別管理計画などができた。※次ページの課題参照
《 活動内容》

＊森づくり： ヒサカキの間伐、アズマネザサの草刈りを継続している。

＊場づくり： 小さな広場が4か所あるが、ベンチのなかった2ヶ所に柿生

の里の孟宗竹でベンチを作ったところ、みんながホッと休憩する場所とな

った。人の手が入っているという安心感も醸成されたようで、ごみが減少

し、いたずらも減った。私たちには通りすがりではない「 まちの当事者」

としての意識が高まった。 わたしのまちのホッとする風景写真展から 平子↑
＊花壇づくり：瓦礫の埋められていた入口部分に落葉の堆肥を入れながら四季の花が咲

く花壇にし、大変喜ばれている。道行く人との会話も増えた。カラムシ、ジュズダマも

保全し、環境学習に役立てている。

＊自然の復活：適度なお世話をすると自然からの贈り物があることを実感。近年は自

生のヤマユリが多く復活している。キンラン、キバナアキギリ、オカトラノオなど。

＊活動資金を得たことで： 2001年都市緑化基金に応募し「 第1回花王みんなの森づく

り活動助成団体」 に選定された。活動をしていく上での基本的な道具や倉庫の購入が

出来、看板を作って地域への広報が可能になった。また里山フォーラムi n麻生を立上

げてみようという力になり、麻生市民館に提案し現在に至っている。

●里山フォーラムi n麻生の仲間と協働で講座・ イベントの企画運営を行っている。
＊励みとなった賞： ・ 川崎市環境功労者賞 ・ 麻生区花と緑のコンクール奨励賞

・ 神奈川県自然保護功労者賞(2011年）・ みどりの愛護功労者国土交通大臣賞(2014年）
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まちはミュージアム-遊歩道ファンクラブ 2021年3月

~柿生の里散歩道へようこそ~

都市の緑は貴重な宝物です。

みんなで守って次世代へ繋いで行きましょう。

市街化区域に残された柿生の里はみどりの小舟

2020

年度の

こと、

そして

課題

・ おっ越し山では3月4月5月は会として中止、ルールを決めて自主判断でとなる。

・ あさお里山こどもクラブでは7月のヤマユリの観察と 11月の秋の発見を行った。

・ ナラ枯れが発生したことで、あらためて樹 を々見つめ直している。基本計画策定時

から既に問題となっていた大径木と山の乾燥化が顕著となっている。危険木対応だけ

では山の若返りは到底無理なので伐採をお願いしていく 。小さなお山であるがかけが

えのないコモンスペースとして、また地域の自然と歴史へのいざないの扉として次世

代に継承していく方策を多様な人々 と共に編み出していくのが急務となっている。

・ おっ越し山では散歩者が増え、体験ボランティアの方々 も登場したが、「 まち」 そ

“ ”のものを生きている ミュージアム として把握し、その中でもまちの「 自然や歴史」

「 人 の々関わりやつながり」「 地域のこころざし」 を大切にしている踏査部門では高

齢者が多いということもあり見合わせざるを得ないでいる。

参加上

の案内

■会員募集中 ■体験ボランティア募集中（ 道具などは貸し出します）
■事務局（ 記録や写真撮影やできるところで） ■寄付などを歓迎します
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

チーフ

幹事

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

瀧孔一郎 TEL 090-9235-1214 上條正雄 TEL＆FAX 044-989-8751

宮河悦子 TEL 090-3593-0387    高部由美子 TEL 080-5388-0736

柿生中学校

おっ越し山ふれあいの森

王禅寺源内谷緑地

柿生の里散歩道—尾根道

王禅寺源内谷南公園

上麻生第六天緑地

柿生の里特別緑地保全地区

浄慶寺緑の保全地域

上麻生仲村東

特別緑地保全地区

上麻生仲村

特別緑地保全地区

尾根道は中世の山城を結ぶ道

畑へ通う道

通勤、通学、生活道路

歴史をたどる道

みどりをつなぐ道

散歩道

自然が豊かで健康であれば、

なお一層森は人々に安らぎと

健やかさをもたらしてくれる。

青空広場として人々 が集い、交

流し学ぶ場にもなる。

森づく りは自然と共に生きる

ことへのエクササイズ。

共に力を合わせましょう。
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団体紹介 2021年3月

団体名 万福寺人参友の会
活動年数 21.5 年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー 20 人

活

動

紹

介

活動場所 平素は各会員の栽培地。種の配布と「 品評会・ 試食会」 は麻生市民館

活動日 種の配布は６月。「 品評会・ 試食会」 は12 月下旬

《 活動趣旨》

万福寺鮮紅大長人参（ 通称： 万福寺人参）は、現在の麻生区万福寺とその周辺地区

のかつての特産品で、全国野菜品評会において昭和２９年から５年連続で日本一に

なりました。会ではこの人参の栽培と普及の活動を通して、人参を生み出した人々 の

歩みや風土を深く理解し、次の世代にも伝えていきたいと考えて活動しています。

《 品評会… 試食会は中止》
品評会は、例年試食会と併せて「 里山フォーラムin 麻生・ 幹事会」 のご支援のも

とに開催してきました。今年度の第21 回目はコロナ禍のなかで、初めて試食会抜き

で開催しました。開会に当たっての｢友の会｣の挨拶の中で、「 友の会」 発会以来会長

を務めて来られた高橋清行さん逝去の報告があり、参会者一同黙祷を捧げました。

地域伝統野菜としての万福寺人参の栽培普及活動が地域社会の中で果たしている

役割を語る上で大事な点は、地元の各小学校での栽培です。地域を学ぶための教材に

相応しい要素を備えている人参であるとは言え、栽培難易度の高さを思ったら、腰が

引けてもおかしくないこの人参です。まして、学校菜園には地中深く伸びる大長人参

を育てるための土壌条件は先ずないことを考え合わせる時、各小学校の勇気ある教

材選定と言うべきでしょう。

さらに、自分も栽培しつつ小学校の栽培への助力もする地域人の存在が大切です。

“ ”この両者がうまく絡み合ってはじめて、学校を含んだ 人参コミュニティ の形成（ ＝

若い世代へ継承し共に歩むコミュニティの形成）に肉薄出来ます。故高橋清行会長の

“功績に小学校の地域学習支援への傾注がありますが、学校を含んだ 人参コミュニテ

”ィ 形成の道を開く先駆者でもありました。

品評会の出品者数が大幅減になるのではと懸念されたところ、前年に近い３０の

個人・ グループからの出品があり、コロナ感染収束後への期待を繋いでくれました。

品評会では厳正な審査のもと次の受賞者が決まりました(審査委員長:長瀬和徳氏)。

最優秀賞-タイガーファーム・ 深沢裕二

Ｂ、香り賞-マッシュファーム・ 脇愛子、

姿賞-鈴木章夫、ユニーク賞-岡上アグリ・

リゾート山田貢、特別賞-千代ヶ丘小５年

Ｂ、努力賞-金程小２年＆多摩美の森の

会・ 豊田雅章 ※味覚賞は審査困難のた
め設けず

種の

配布
栽培を希望する人への種の斡旋・ 配布(有料)を６月後半におこなっています

課題等
①麻生区内の学校で取り上げてくれることを重視しています。
② この人参の遺伝性質と風土性を維持継承するため、地元採種の経験を蓄積したい。

参加

案内
■初めて栽培する人歓迎 ■事務局スタッフ募集中 ■ 寄付などの受付

連絡先
名前 岡本剛介

電話 090-9158-0451 Ｅメール go-okamoto＠ymobile.ne.jp
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団体紹介 2021年3月

団体名 水辺のある里山を守る会
活動年数 １２年

ﾒﾝﾊ゙ 数ー ４５家族

活

動

紹

介

活動場所 黒川よこみね緑地 （ 麻生区はるひ野）

活動日 第２/第４土曜日 ９時半～１２時 （ 木曜日も活動しています）

活動を始めた背景

私たちが活動している黒川よこみね緑地は、麻生区はるひ野の住宅地に

隣接する緑地です。湧き水が出る水路や池、それらを取り囲む樹林・ 竹林

の斜面地と草地からなる豊かな自然に恵まれた里山です。

水辺があることにより多くの昆虫、魚、カエルなどの生き物や山野草が

生息し、アオサギ、カルガモ、カワセミなどの野鳥も飛来します。

これ等の豊かな里山と生き物を守り、多くの人たちに自然に親しんで

貰えるよう活動を始めました。

活動内容

１．湧き水のある水源や池、水路の保全

２．樹林の間伐と植樹、下草刈り

３．草地、畔の草刈り、広場や通路の整備

４．生き物の観察とその生息環境の保全及びモニタリング

５．アメリカザリガニ等外来種の駆除と希少種の保護

２０１８年より、地域の小学生を対象に、こども自然教室を開き、自然や

生き物についての講座、観察、山野草を育てるなどの活動をしています。

2020

年度の

トピッ

クス

１．ナラ枯れの被害について調査を行い、川崎市に提出、説明をしました。

被害木のうち、会員で伐採可能な中径木を５本伐採しました。

伐採した付近には、若木を植樹する予定です。

２．コロナ禍の中、こども自然教室は緊急事態宣言中は休講にしましたが、

それ以外の期間は、屋外を中心に活動しました。

課題
１．ナラ枯れ被害の大径木については、市で早急に伐採等に処理をお願いしたい。

２．会員の高齢化もあって活動の継続に懸念があり、会員を増やすことが課題

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 織野 章 住所〒215-0036 麻生区はるひ野３－１４－１

電話 ０９０－７１８１－３０９０ E‐ mail ao150590@gmail.com

連絡先
ホームページ:

Kawasaki.genki365 から検索 → 水辺のある里山を守る会
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水辺のある里山を守る会 活動状況

こども自然教室の開講風景

アメリカザリガニ捕獲

川崎市主催のウォーキングラリー

地域のこども ―達とクリスマスリ ス作り


