「森に遊びに来ませんか？」
ウェルカムセンター紹介④

市内５か所にあるウェルカムセンターでは、
５館それぞれの特徴を
生かしながら森の生き物情報発信や自然体験行事、
環境学習などを実
施し、
森に関わるきっかけづくりを行っています。
平成 28 年 3 月発行

新治里山公園
にいはる里山交流センター
緑区新治町には、６７ｈａもの面積を誇る新治市民の森
や、
旧奥津邸等の施設がある新治里山公園があります。
公園
内の
「にいはる里山交流センター」
では新治の自然や里山文
化のパネル展示、
観察会や里山体験教室等を行っています。
また団体で利用する時の相談や解説なども行っています。
にいはる里山交流センターでは季節ごとのいろいろな行事・展示を行っていますので詳細について
はホームページまたはにいはる里山交流センターまでお問い合わせください。
住

所

〒226-0017

電

話

045-931-4947

開

館

9時〜17時（入園は16時30分まで）

アクセス

活 動団 体 森 づくりボランティアの橋渡し 取 組 紹 介
と
横浜市では、
森づくり活動を実践している団体と、
活動する場所や機会を求めて個人登録していただいている
「森づ
くりボランティア」
をつなぐ、
橋渡しの取組を行っています。
氷取沢市民の森で活動を行っている団体「ガールスカウト横浜地区

スカウトの森」より、
「2月14日の作業を手

伝ってくれる方を紹介してほしい」
という相談を受け、
市内の南部方面にお住いの森づくりボランティアの方に、
活動
体験の参加募集を行いました。

ご あ ん な い

休 館 日

89

No.

横浜市緑区新治町887
FAX：045-937-0898

第4月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日の火曜日）、年末年始

当日はあいにくの雨天でのスタートとなりましたが、
団体の方19名
（子供3名含む）
と個人ボランティアの参加者3
名の計22名の方にご参加いただきました。
単なる作業のお手伝いではなく、
作業技術を習得しながら、
動植物や資源循
環等にも配慮した管理作業について、
団体と個人ボランティアが一緒に学べるよう、
森づくりの専門家
（アドバイザー）
を招いて、
研修形式で活動体験を行いました。

団体参加者の声

JR十日市場駅南口から徒歩15分 または 青葉台駅か
十日市場駅より横浜市営バス２３系統「三保中央」行
「杉沢」バス停下車徒歩6分（1時間に1本）
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

日頃自分たちで手入れをしている
森に対する見方が深まった

個人ボランティア参加者の声

http://www.niiharu.jp/

ホームページアドレス

都合が合えば、
この場所での
今後の日常活動にも参加したい

ウェルカムセンター5館回遊スタンプラリー
遊
５館回

ラリー
スタンプ

実施！

市内に5館ある各ウェルカムセンターのスタンプを3つ以上集めれば
オリジナルクリアファイルをプレゼントします。
開催期間

平成28年3月19日〜5月31日

（青葉区寺家町）
台紙配布場所 ・寺家ふるさと村四季の家
・新治里山公園にいはる里山交流センター
（緑区新治町）
・環境活動支援センター交流スペース
（保土ケ谷区狩場町）
・舞岡ふるさと村虹の家
（戸塚区舞岡町）
・横浜自然観察の森自然観察センター
（栄区上郷町）
※各ウェルカムセンターへの行き方はパンフレットまたはホームページ
（http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/midoriup/jigyo/mori/welcomecenter.html）を
参照してください。

団体の方と個人ボランティアの方が一緒になって、
落ち葉かきの作業やロープワーク
の習得
（学びあい）
を行いました。

今後は、
団体から直接応援を
お願いするような関係作りも
できました。

皆様のフィールドで、
森づくりボランティアの方と一緒に作業を実施

森づくり活動団体の皆様へ してみませんか？みどりアップ推進課まで、お気軽にご相談ください。
森づくり活動による

環境整備の実践事例

カブトムシを食べに
フクロウがやってくる

落ち葉がなくなり、
スミレなどの野草が増える
落ち葉かき

森づくりボランティア
登録受付中！
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
行う取組を実施しています。詳しくはホームページをご覧ください。

■問合せ■ 環境創造局みどりアップ推進課
TEL：045-671-2624

4

FAX：045-224-6627

森づくり担当

ks-jurinchi@city.yokohama.jp

カブトムシが産卵

枝・葉
幹

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

常緑樹がなくなり、
明るく見通しのよい環境に

落ち葉

伐採

131名 の 方 に

現在

ご登録いただいています

上記の取組では、
木を枯らさないための剪定時期や方法、
ロープワークを用いて安全に樹木を伐採する方法等を学ぶ
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。

◇次号の発行予定◇NO.90は平成28年6月末頃の発行予定です。

とともに、
落ち葉かきによる、
スミレ等の草花が咲く草地環境づくりや、
落ち葉を利用した、
カブトムシやフクロウが生
息する環境づくりなど、
動植物や資源循環に配慮した森づくり活動を実践しました。
１

研修報告 [ 作業研修 ]

日時：平成27年12月1日（火） 10：00〜 16：00

団体を対象にした作業実習を行いました

場所：環境活動支援センター・児童遊園地
講師：神保賢一路氏（かのこ環境プロデュース 株 式 会 社 ）

森づくり活動団体の紹介

の受講生
ボランティア塾
募集中です！

瀬上さとやまもりの会

◆ 活動場所 瀬上市民の森(栄区上郷町)
◆ アクセス 港南台駅から市営バス上大岡行（111）、洋光台行（45）、
みどりが丘行（港93）で、港南環境センター下車徒歩15分

本研修は、
作業前の準備や安全への配慮及び道具
（ロープも
含む）
の正しい使い方を理解し、
作業実習を通じて森づくり活
動における安全な作業を学ぶことを目的として実施しまし
た。
午前は、
横浜市の森の管理の考え方や森づくり作業で考え

◆ 代表者

会長

◆ 会員数

５１名

◆ 連絡先

事務局長

材を束ねる際の男結びの練習を行いました。
午後の実習では、
て行いました。
実習は、
投げ縄結びや南京結びの練習を行った
後に、
各班に分かれてロープを使って安全な場所へ竹を伐倒

会の紹介

活動日・
活動場所

各部会によって、内容、活動日、活動場所が異なります。事務局にお問い合わせください。

し、
男結びで発生材を束ねる作業を行いました。
ロープワークをもっと練習して確実に迅速に行えるようにしたい。
● 普段道具を粗雑に扱っていたなと感じた。
勉強になった。
● 安全への配慮を再認識した。
●「良い森」
とは人や生きもの等立場によって違うことが大変勉強になった。
●

ロープワークの紹介
ロープワークは安全に作業を進めるために欠かせない技術の一つです。いつどのような場面でどのようなロープ

原因にもつながるため、
時間がかかっても繰り返し練習を続け、
技術を習得しましょう。

特徴

男結び

結び目で隙間なく固定
される結び方。

投げ縄結び

使用場面

・刈ったササや枝葉などを束ねる時
に使う

・そだ垣を作る際、杭や横木、編み込

んだ枝を固定するときに使う
・四ツ目垣を作る際、胴縁や立子を固
定するときに使う。

結び目が動いて締まる ・倒す木の上方にロープを固定する
結び方。下で投げ縄結び 際に使う。伐採する木の重心を変
をして引っ張ることで、 えるときなどに使える結び方であ
る。
木に登らなくても木の
上部でロープを固定す
ることができる。

・伐倒時、徐々にロープにテンション
南京結び

２

ロープにテンションを
かけて、もとに戻さず固
定する結び方。

完成形

できます！
加
参
も
で
た
な
ど

鯛ケ崎公園森のボランティア会

◆ 活動場所 鯛ケ崎公園(港北区日吉本町五丁目)
◆ アクセス [電車] 東急東横線日吉駅より徒歩25分
地下鉄グリーンライン日吉本町駅より徒歩5分
[バス] 日吉駅発4番のりば「日51」
「日52」乗車
→アリュール日吉本町下車徒歩3分
◆ 代表者
漆原 明
◆ 会員数

５名

◆ 連絡先

漆原

会の紹介

活動日・
活動場所

をかける際に使う。

・トラックの荷台に、引き締めながら
固定する結び方なので、日常生活に
も使える。

毎年、環境保全ボランテイア養成講座「谷戸のボランティア塾」
（横浜市後援）を行っており、２０１６年度
受講生を募集しています。年間１０数回の講座でいろいろなボランティア活動を体験し、受講後、関心ある
活動に取り組んでいただきます。１８歳以上。受講料３０００円／年。

ＰＲ

ワークを使うのかを知り、
用途に合わせて使用することで、
作業を安全に、
効率的に行うことができます。
間違った結び方や、
古いロープを使用していると、
作業中にロープがほどけるなど、
命に関わるような事故が起きる

谷戸のボランティア塾の受講風景
（樹林地での活動体験）

瀬上市民の森の森づくり活動団体です。樹林地整備の樹林地部会、湿地や谷戸田の水辺部会、生きものの
調査と保護の生きもの部会の３部会で構成されており、市と市民の森愛護会と当会による保全管理計画に
基づいて活動しています。瀬上市民の森は横浜つながりの森（円海山緑地）の一部でもある深い谷戸です。
ＪＲ港南台駅から徒歩圏にありながら、市内とは思えない自然の中に樹林地、ため池、湿地、小川などがよ
く残されており、生きもののにぎわいが見られます。

児童遊園地内の竹林において、
竹の伐倒作業をロープを用い

種類

中塚隆雄

segami.satoyama@gmail.com
http://segami-satoyama.sakura.ne.jp/index.html

ること、
安全な作業をするための準備等についての講義、
発生

作業研修
参加者の感想

山上東平

ＰＲ

明

070-6526-9246

竹林ゾーンの様子

公園オープン直後の１９９３年頃からプレーパークと共に活動してきました。少人数で細々とやってい
ます。プレーパークに親子で訪れたメンバー以外の方も時々参加していただいています。公園全体で約
1.4haその内の約１／３程度の竹林と雑木林を管理しています。子供が自然と触れ合える場所を提供する
のが、主な活動目的です。タケノコ掘りや竹を使った楽器や玩具造りなどのイベントもやっています。
定例活動日は原則として、毎月第２日曜日の午前１０：００〜１２：００です。
（基本的にはプレーパークの開催日となっています）＊メンバーの都合により、日時が変わることがあります。
鯛ケ崎公園プレーパークエリア（広場）の上方斜面の竹林と雑木林です。
どなたでも参加できます。親子（孫）で参加していただいてもOKですが、お子様のお世話は保護者の方で
お願いします。道具は貸し出ししますが、使い慣れた道具がよければご持参して下さい。のこぎり等を使用
しての作業が中心ですので、怪我等は自己責任でお願いします。参加ご希望の方は（作業日時の変更や道具
等の準備もありますので）事前に連絡をいただけると幸いですが、当日現場で声をかけてからのご参加でも
歓迎します。
３

