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「森に遊びに来ませんか？」

ウェルカムセンター紹介⑤

　市内５カ所にあるウェルカムセンターでは、森の
生き物情報発信や自然体験行事、環境学習の機会の
提供などを実施し、森に関わるきっかけづくりを
行っています。

　戸塚区舞岡周辺は、舞岡ふるさと村として農地や樹林地が保
全・整備され、田園景観を見ながら、市民の森では四季折々の植
物や鳥、虫などの観察や散策が楽しめます。
　地下鉄舞岡駅から徒歩5分のところにある舞岡ふるさと村
総合案内所『虹の家』では、舞岡の農業や歴史、里山の自然や文
化などをパネルや農業資料などで展示し、市民の森の散策情報
なども紹介しています。また、年間を通して教室や自然・植物・
昆虫観察会等を開催し、ガイドマップ等も配布していますの
で、散策・ウォーキングの途中に是非お立ち寄りください。

舞岡ふるさと村虹の家舞岡ふるさと村虹の家

　本研修は、春の植物を観察し、その特徴を知り、森づくりの環境と植物のつ
ながりを学ぶことを目的に実施しました。講師の北川先生に植物の生育する
環境や植物観察のポイント、花の構造などについて講義をしていただいた
後、外に出て観察会を行いました。春の植物を観察しながらそれぞれの植物
の解説をしていただき、どのような環境に生育しているかの確認も行いまし
た。振り返りでは、今日見られた植物と環境のかかわりを確認するため環境
図を作成したり、北川先生から１種ずつのおさらいをしていただきました。

実施報告「これも覚えよう！30種」 春の植物「これも覚えよう！30種」 春の植物「これも覚えよう！30種」 春の植物

◆ 平成28年4月12日（火）、14日（木）  10：00～15：30
◆ 新治里山公園(新治市民の森)
◆ 北川淑子氏
◆ 両日の合計26名（14名＋12名）

日　　時
場　　所
講　　師
参加人数

野外での観察

室内での講義
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本を見るだけでは理解できないが、実物を見ながらの説明だったので、良く分かった。
森に対するスタンスが変わった。多く学ばねばならないことがある事を理解できた。
植物を見ると環境を見ることができ、さらにどの程度作業をしていくべきか考えるこ
とができるとわかった。
森の保全活動において草花の育成を考慮することの必要性を痛感した。
自分の活動場所の花の一覧を作るのに役立つと思う。

横浜市　森づくりボランティア
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kyoudou/morivolunteer

　「森づくりボランティア」のWEB ページでは、これまで、１．支援の仕組み
と手続き／２．よこはまの森ニュースレター／３．研修のご案内 について情
報提供を行ってきましたが、「森づくり活動を行っている団体の情報も知りた
い」といった要望を数多く受けていました。このたび、森づくり活動団体の紹
介記事を掲載しているニュースレターの掲載号に手軽にアクセスできるよ
う、新たなページを設けましたので、ご利用ください。
（主な活動場所の区ごとに団体名を掲載し、ニュースレターの掲載号にリンク
を貼っています。）

　横浜市では、森づくりのボランティア活動に興味のある方に「森づくりボラ
ンティア」としてご登録いただき、研修等の支援や団体との橋渡しを行う取り
組みを実施しています。詳しくはホームページをご覧ください。

「森づくりボランティア」
WEBページのご紹介

■ 新たに、活動団体の掲載記事を検索できるようになりました

■ 森づくりボランティア受付中！
現在116名の方に

ご登録いただいています

ボランティアの制度について
（森づくりボランティアひぜひご登録ください！）

情報誌の発行

森づくりボランティアに関する研修等の紹介

市内の樹林地で活動する森づくり団体の紹介

「支援の仕組みと手続き」

「よこはまの森ニュースレター」

「研修のご案内」

「森づくり活動団体の紹介」
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NEW

〒244-0813
横浜市戸塚区舞岡町2832

045-826-0700

045-826-0749

9時～17時
（入館は16時30分まで）

火曜日（火曜祝日のときは翌日）

住　　所

電　　話

F  A  X

開　　館

休  館  日

◇次号の発行予定◇NO.91は平成28年9月末頃の発行予定です。

月　日 曜日 時　間 募集人員 募集期間 参加料 申込方法

7/9

9/17
土 9：30～ 11：30 各回先着 20人 当日 無料 当日虹の家へ

舞岡ふるさとの森を散策しよう ※雨天中止

月　日 曜日 時　間 募集人員 募集期間 参加料 申込方法

7/30

8/6
土 18：00～20：30頃 各回先着 15人 7/16 ～ 無料 電話で虹の家へ

夜の舞岡ふるさとの森を観察しよう ※雨天中止、子供のみの参加はできません

月　日 曜日 時　間 募集人員 募集期間 参加料 申込方法

①8/13

②9/10

7/16 ～

8/11 ～
土 9：00～ 12：00 各回先着 15人 無料 電話で虹の家へ

①夏の虫観察会　②トンボの観察会 ※雨天中止、子供のみの参加はできません

月　日 曜日 時　間 募集人員 募集期間 参加料 申込方法

8/27 7/16 ～土 9：00～ 11：00 先着 20人 無料 電話で虹の家へ

※雨天中止、子供のみの参加はできません

月　日 曜日 時　間 募集人員 募集期間 参加料 申込方法

9/19 8/11 ～月祝 9：30～ 11：30 先着 20人 無料 電話で虹の家へ

※雨天中止、子供のみの参加はできません

☆行事の詳細は虹の家ホームページ参照　（http://www.maioka-nijinoie.jp/）イベント紹介

春の植物30種　参加者の感想

ふるさとの森をたずねて自然とふれあおう

夜の森たんけん（自然観察会）

昆虫観察会

夏の植物観察会

秋の花をもとめて

ご あ ん な い

平成 28年 6月発行平成 28年 6月発行
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樹林地管理団体活動助成事業
道具の貸出し

アドバイザー派遣

森づくりに関する研修

団体向け＜市民の森等＞ 団体向け＜都市公園＞ 個人向け

環境活動支援センター　TEL：711-0635

環境活動支援センター
TEL：711-0635

公園緑地維持課
TEL：671-2650

みどりアップ推進課　TEL：671-2624

森を育む人材の育成事業の窓口森を育む人材の育成事業の窓口森を育む人材の育成事業の窓口

◎ 計画的な森づくりを推進する活動
◎ 森づくり活動を担う人材の育成に関する活動
◎ 樹林地の利活用を促進する活動

◆市民の森愛護会 ◆ふれあいの樹林愛護会 ◆森づくり活動団体

平成28年5月16日～平成29年1月31日（必着）

※事業を行う２か月前までにご相談いただき、１か月前までに申請してください。
※申請書が必要な方は、環境活動支援センターまでご連絡ください。

※貸出道具一覧表から必要な道具を選び締切までにお申し込みください。
※貸出道具一覧表が必要な方は、環境活動支援センターまでご連絡ください。

※募集件数に限りがありますので、まずは下記の窓口までご連絡ください。

づくり支援もり

その1

森づくりに関する

研修をします

づくり支援もり

その2

森づくり団体に必要な

費用を助成します

森づくり団体に必要な

費用を助成します

づくり支援もり

その3

森づくり団体に必要な

道具を貸し出します

森づくり団体に必要な

道具を貸し出します

づくり支援もり

その4

森づくりの課題解決のため

アドバイザーを派遣します

森づくりの課題解決のため

アドバイザーを派遣します

　平成28年度も引き続き、横浜市から承
認を受けた「森づくり活動団体」の方や
「森づくりボランティア」の登録者等を対
象に、森づくりの活動スキルなどを学ぶ
研修を開催します。
　これらの研修を通して、「森づくり活動
団体」と「森づくりボランティア」相互の
情報交換や橋渡しを行います。

森づくりに関係する下記の◎項目に当てはまるものは、必要な費用の
８割を助成します。1団体1年度あたりの助成上限額は10万円です。

　森づくりに必要な広報用、安全対策用、作業用等の道具の貸出しを
行います。
貸出可能な道具：ヘルメット、カマ、皮手袋、ポイズンリムーバーなど。

　森づくり活動を行ううえで課題となっている課題解決に向け、専門
家（アドバイザー）を派遣します。その森の特徴や団体の状況に応じ
て、研修や支援の方法を工夫して行います。

作業の発生材（間伐材）を活用して何かできないか？／作業の安全性を高めるための
ポイントを会員皆で共有したい／動植物を観察、調査することで、日頃の管理作業に
新たな視点を盛り込みたい／新規会員を開拓したい、etc

対象者

募集期間

◆市民の森愛護会 ◆ふれあいの樹林愛護会 ◆森づくり活動団体

平成28年7月11日（月）

対象者

申請〆切

◆市民の森愛護会 ◆ふれあいの樹林愛護会 ◆森づくり活動団体対象者

相談の具体例

３

森づくりボランティア

一般の方

団体の方

注意 ： 研修名、テーマは今後変更になる場合が
　　　ありますのでご了承ください。

受講対象者

団

ボ

般

森づくりに関する

研修をします

づくりもり

平成28年度

活動支援のご案内

　横浜市では、「横浜みどりアップ計画」（計画期間：平成26－30 年度）として、「みんなで
育む みどり豊かな美しい街 横浜」を理念に、市民や事業者の皆様と連携しながら「市民とと
もに次世代につなぐ森を育む」取り組みを行います。
　森づくり活動の支援として、森づくりに関する研修、活動に対する助成、道具の貸し出し、
専門家の派遣などを行います。

身近な危険生物を知り、生きものとの付き合い方を学ぶ（仮）

「森づくりリーダー養成講座」

時期 :１月実施予定

時期 :１0月29日、11月6日、11月23日(予備日26日)実施予定

森づくりの魅力や基本的な事項を学ぶ
森の管理作業の基本（道具の使い方、KY、役割等）を体験する

「森づくりボランティア入門講座」

時期 :12月実施予定

生物多様性を意識した作業と、道具の安全で正しい使い方を学ぶ

「作業実習」

団

ボ

時期 :１0月7日、10月16日実施予定

森づくり活動に必要な安全管理について学ぶ

「森づくり活動団体必須基礎研修」団

時期 :12月頃実施予定

間伐材の利活用の方法を学ぶ

「間伐材マネジメント研修」団

時期 :2月頃実施予定

内容未定

これも覚えよう！30種シリーズ
「冬の３０種」般団 ボ

般般 ボ

市では、「緑豊かな横浜を次世代に」継承
するため、横浜みどり税を財源の一部に
活用し、取組を進めています。


