
戸塚区 名瀬アメニティクラブ

結成年月 平成９年１１月

会員数 320人

活動場所 名瀬町小川アメニティ、西蓮寺先～栄橋

活動日・人数 毎月第一日曜日（雨天時は第二日曜日）
130～140名

会の紹介 名瀬アメニティクラブ(名瀬第４町内会)は戸塚区名瀬
町最北部に位置している。戸塚カントリークラブを源
流とする２本の川、小川アメニティと名瀬川に挟まれ
た小さな田舎町です。平成２年に小川アメニティが整
備されたことを受け、その環境を守ろうと町内会を挙
げて活動しています。現在、３２０世帯/会員(２０企
業・団体の特別会員と名瀬川上水辺愛護会会員を含む)
家族が活動している。月１回の清掃は、その地区に住
む人の義務ととらえていただき、毎月１３０～１４０
名の会員が参加しています。

７月の河川愛護月間は、上述の川の中まで入り本格
的な清掃を行っています。清掃に併せて川沿いに位置
する、３か所の広場・フラワーロード・花壇・プラン
ターなどの花・木の手入れなども行っています。この
ように町内清掃に参加することにより、地域の絆を醸
成する機会となり、世代を超えた交流の場になってい
ます。清掃活動中や散歩の途中に鯉や亀を含む水辺の
小動物に出会い、心を和ませてくれます。また蛍が飛
び交う時期季には町外からも鑑賞にくる人がおり、話
に花が咲いています。毎年１２月には一年間の活動の
感謝を込めて、「芋煮・餅つき」大会を行っています。



戸塚区 えんげい塾

結成年月 平成１０年１２月

会員数 16人

活動場所 舞岡町1550番地先～道岐橋(地下鉄舞岡駅)

活動日・人数 毎月第一水曜日 16人

会の紹介 市営地下鉄の舞岡駅より舞岡公園へ1.8㎞の
小川があります。小川の左右には田んぼ、畑、
竹林と里山の風景が広がってハイキングにはと
ても良いところです。私たちはその小川を月一
回、清掃と除草を行い、歩道脇にお花を植え、
花がら摘みと草取りを行っています。



戸塚区 坂本水辺愛護会

結成年月 平成11年３月

会員数 24人

活動場所 上矢部ふれあいの樹林北

活動日・人数 月2回（日曜日）10人～20人

会の紹介 坂本水辺愛護会は現在24名の会員で作業を
行っています。会の特徴としては全員が隣接す
る上矢部ふれあいの樹林の会員と兼務している
ことです。水辺と言っても小川で、雨が降ると
すぐに増水してしまいます。従って主な作業は
雨後のトンネル出入口の柵に引っかかるゴミ取
りと遊歩道の清掃、除草が主体です。また水際
に植えられている樹木の剪定作業もあって、ふ
れあい樹林の一部みたいな場所です。春先には
梅や桃の花などが咲いてとてもきれいです。



戸塚区 名瀬川とあそび隊

結成年月 平成13年4月

会員数 25人

活動場所 昭和橋～阿久和川合流点

活動日・人数 毎月第四日曜日 23人
除草機による草刈り月に1回～2回（4～5人）

会の紹介 私たちの「名瀬川とあそび隊」は設立してか
ら今年で20年を迎えました。当初35名程度で
発足しました。現在85歳の高齢の方も参加し
ています。当初と比べ名瀬川も格段ときれいに
なり「カワセミ、カモ、シロサギ」の鳥も生息
し、今年は下流の魚道整備で「アユ」も多く
登ってきています。川幅は狭いですが、多雨時
の水量で歩けないところや草の背丈が人より高
くなって除草出来ないため、片側のみ歩けるよ
うにするのが精一杯です。隊員のほとんどが
60歳以上ですが、皆さんの川に対する愛情で
続けることが出来ています。



戸塚区 名瀬第一町内会ふれあいの歌舞岐水辺愛護会

結成年月 平成13年8月

会員数 200人

活動場所 阿久和川（東洋橋～平戸永谷川合流点）

活動日・人数 毎月1回 20人～30人

会の紹介 阿久和川にて実施しています。歌舞岐とは谷
戸名で、昔から谷戸が多くあり、名瀬の九十九
谷戸と呼ばれていました。活動場所には東洋橋、
藤井橋、富士橋、矢名瀬橋の橋がありますが、
どの橋も由緒あるものです。

毎年7月には横浜市立秋葉小学校・中学校か
ら200人以上の学生が参加して清掃などを行っ
ています。



戸塚区 AQUAかるがも隊

結成年月 平成14年月

会員数 130人

活動場所 阿久和川（五軒橋～東洋橋）

活動日・人数 毎月第四日曜日 9時から10時 約130名

会の紹介 戸塚区上矢部町の阿久和川、延長約1000ｍ
の範囲を毎月1回清掃しています。
元々、子供たちが自主的に始めた清掃活動が、
地域の「上矢部まちづくりの会」を巻き込んで
広がり、現在まで15年以上続いています。

活動は毎月第四日曜日の9時から10時まで。
上矢部小学校の4年生が実行委員となり、先
生・親・地域企業の方々に参加を呼び掛けてい
るので、毎回100人以上の参加があります。
人数が多いので、活動は1時間弱で終了します。
ご褒美のジュースなどを飲みながら楽しそうに
活動しています。

毎年7月には、環境科学研究所にお願いし、
「生き物調査」を実施したり、ボート遊びをし
たりします。9月には、一大イベントである
「ＡＱＵＡフェスタ」を開催、また1月にはお
汁粉を振る舞ったりして楽しんでいます。



戸塚区 宝来橋水辺愛護会

結成年月 平成14年4月

会員数 20人

活動場所 名瀬川（宝来橋上流100ｍ）

活動日・人数 毎月第二日曜日午前８時～ 活動人数：20人

会の紹介 宝来橋がかかる名瀬川のほとりは、１年中子
どもたちや家族が立ち寄る水辺となっておりま
す。近隣の名瀬第二町内会、市営名瀬住宅自治
会、市営名瀬第二住宅自治会、東戸塚ネオポリ
ス自治会で毎月第二日曜日(１月は無し)午前８
時から清掃活動を実施しています。

川魚はもちろん、サワガニ、バッタ、カモ、
サギ、カワセミなど出会える生き物も豊富です。
コロナ禍の昨年は、感染対策しつつも、シロツ
メクサで王冠を作ったり、昆虫探しに時間をか
けたりする親子、子どもたちをいつも以上に見
かけました。花が咲いた木陰でお弁当を広げる
親子も見かけました。この活動も令和３年４月
で２０年目に入り、身近な水辺がこれからも安
全安心な憩いの場となるよう地域で取り組んで
いきたいと思っています。



戸塚区 平戸川水辺愛護会

結成年月 平成14年12月

会員数 33人

活動場所 平戸川（山谷交差点南部～平戸町379番地先）

活動日・人数 毎月第1土曜日 30名前後

会の紹介 平戸台小学校の自然観察園「ほたるの里」開設
に伴い周辺の環境づくり、地域環境の原点でもあ
る水辺環境を良好に保ち、地域交流の場とするた
め、三枝木林治会長のもと、平成14年12月1日
に登録されました。
普通河川である平戸川は国道1号線にほぼ沿い、
平戸立体南付近で永谷川と合流しています。近く
には、平戸の珍種様である白旗神社、富士山の眺
望絶佳な川上公園があります。
（主な活動）
・平戸川周辺(平戸町379番地～山谷交差点間約
1100m)の清掃および除草
・環境美化看板の掲示(平戸台小学校児童により
毎年数枚作成)
・自然観察園のほたる池に、平戸台小学校と連携
し、蛍が自生できる環境整備



戸塚区 下永谷水辺愛護会 緑と花のグループ

結成年月 平成18年３月

会員数 13人

活動場所 平戸永谷川（下永谷１号橋～外郷橋）

活動日・人数 毎月第一、第三日曜日
清掃及び除草活動10人

会の紹介 下永谷水辺愛護会緑と花のグループは小規模
な団体ですが、会の名称の様に緑と花に囲まれ
るように四季折々の花を植え替え道行く人たち
にも大変喜んでいただき励ましの言葉、有難う
の言葉に元気づけられ皆で草むしりや花壇前清
掃などを行っています。



戸塚区 名瀬川（栄橋～月見橋）水辺愛護会

結成年月 平成25年3月

会員数 12人

活動場所 名瀬川（栄橋～月見橋手前）

活動日・人数 毎月第二日曜日 12人

会の紹介 毎月第二日曜日に水辺の清掃と草むしり、花
壇の整備を中心に活動しています。会員数は
12人と少ないのですが会員の家族、近隣の有
志も加わるときは20人位と多数の参加もあり、
楽しく活動しています。

遊歩道周りの花壇もパンジー、百日道、水仙
等綺麗に咲いたころには評判も良く、会員一同
モチベーションも上がっています。

個人ででも手入れ、草むしりして頂いている
会員さんも増えてゴミの不法投棄が激減してい
ます。これからも継続していきたいと思います。



戸塚区 名瀬川上水辺愛護会

結成年月 平成25年3月

会員数 20人前後

活動場所 名瀬川（山越橋～栄橋）

活動日・人数 毎月第一日曜日
および必要に応じて
活動している。
20名前後。

会の紹介 当水辺愛護会は名瀬川上流の栄橋から山越橋
までの両岸600ｍと名瀬川上遊水地周辺の水辺
の環境を良好に保ち、快適に水辺と触れ合い親
しむことのできるように山桜広場とヒメシャラ
広場を中心に水辺愛護精神の高揚を図っており
ます。とくに二つの広場は散歩道の休憩所とし
て利用する方が多く、また犬の散歩時の糞の持
ち帰りのできない方がときどきいるので若干
困っています。



戸塚区 舞岡川親水広場水辺愛護会

結成年月 平成29年４月

会員数 15人

活動場所 舞岡川親水広場（半屋敷橋～常玄寺）

活動日・人数 月1回 3人～8人
会長必要時に巡回 除草を実施
9月舞小「さわやか清掃」と合流

会の紹介 私たちが取り組む水辺愛護会には二つの独特
な立地環境があります。
その一つは舞岡小学校校庭に繋がる親水広場を
構成している点です。水生小動物を観察し、ま
たは生育を見届ける子供たちの学習環境を応援
し、特にハグロトンボの生育環境整備を意識し
た除草活動を実施しています。もう一つは立地
環境にあります。舞岡小学校の周りには、舞岡
川遊水地公園・ハマロードサポーターが隣接し
ており、私たちは親水広場と併せて三団体を一
体化し、このエリアを舞岡小学校文教地区とい
う意識で、トータルで環境美化活動を展開して
おります。住民が楽しんで寛げる「花と緑と水
の回廊」環境づくりとその現実が私たちの夢で
あり願いです。



戸塚区 俣野ネオポリス自治会宇田川、谷戸川水辺愛護会

結成年月 平成30年１月

会員数 200人

活動場所 宇田川、谷戸川（宇田川橋～韮橋間）

活動日・人数 年6回 50人～200人程度

会の紹介 平成30年に自治会主導で立ち上げた愛護会で
す。年6回の草刈りと清掃を自治会ボランティア
活動で実践中です。みんなで仲良く大人からよち
よち歩きの子供さんまで自主参加して楽しいコ
ミュニティづくりをモットーにしています。
常にきれいな宇田川・谷戸川をみんなで守る、又、
そのことを誇りに愛する故郷づくりになればと思
います。土木事務所の指導・助言をいただきなが
ら頑張ります。



戸塚区 桜華クラブ水辺いきいき会

結成年月 令和2年11月

会員数 8人

活動場所 平戸永谷川渡戸橋下流左岸側 広場

活動日・人数 月１回 5～８人程度で活動

会の紹介 中高年有志により結成されました。
地域の方々が気持ちよく、安全に水辺にふれあ
い親しんでいただけるように、清掃・除草・花
壇造りを無理せず楽しくを心掛けて活動してい
ます。
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