市内５カ所にあるウェルカムセンターでは、
森に関わるきっかけづくりを行っています。

ご あ ん な い

環境活動支援センター内にある交流スペースは、
横浜市内の森に
関心を持つきっかけづくりの場になる情報拠点です。
館内では横浜
の森林や樹木のパネル、周辺緑地の花や生き物情報、昆虫の標本等
を展示し市内の森の散策情報も紹介しています。また、小学生から
大人までを対象とした観察会や、
自然素材を活用
したクラフト教室等を開催しています。

住

所

横浜市保土ケ谷区狩場町213

開

館

9時〜17時

交流スペース館内

休 館 日

年中無休(年末年始を除く)

問い合わせ

045-713-6350

東戸塚駅東口行（横１７系統）または戸
塚駅東口行（戸３８系統）または芹が谷
行（77系統）で「児童遊園地入口」下車
徒歩８分
・ 京浜急行井土ケ谷駅から横浜市営バス
７９系統平和台行「児童遊園地前」下車
徒歩８分

インタープリター養成講座関連のお知らせ

！

定
出展決
場 所
日 時

87

No.

柏町市民の森 ( 旭区 ) が
開園しました

平成27年
9月1日
開園

9月1日に相鉄いずみ野線南万騎が原駅徒歩3分ほど
のところに柏町市民の森が開園しました。柏町市民の森
は、
市街地に残された貴重な緑を守るため、
横浜みどり税
を活用し、
横浜みどりアップ計画で保全されたものです。
約１．
９ha の緩やかな斜面の樹林地は、
主にコナラ、
ク
ヌギ、エゴノキ等の落葉広葉樹林とスギ・ ヒノキ等の針
葉樹林で構成されており、かつて横浜市内でよく見られ
た樹林を見ることができ、動植物の豊かな自然環境が守
られています。
園内は、林の雰囲気を楽しんでいただく散策エリアと
多様なシダ類など動植物の保全を図る自然保護エリアに
分かれています。散策エリアでは、憩いの場となるよう、
現在の地形を活かし散策路と休憩スペースを設けまし
た。
ぜひ、
気軽に自然と触れ合える柏町市民の森へ歩きに
おいでください。

FAX：045-721-6356

アクセス ・ JR保土ケ谷駅から神奈川中央交通バス
アクセス

平成 27 年 9 月発行

環境活動支援センター、横浜市児童遊園地、こども植物園
平成27年11月３日（火・祝）10：00〜14：00
（※こども植物園は15:00まで）

9月11日に柏町市民の森愛護会主催により開園式を行いま
した。広場や散策路の巡回等の日常管理は、市民の森愛護会
が行っています。

横浜市では、
身近な自然環境に目を向け、
自然を楽しみながら、
人々の関心を引き出し、
自然と人の
関わり方や自然の大切さを伝える役割を担う人材
（インタープリター）
の養成講座を開催しています。
昨年度のインタープリター養成講座修了生が、
「農と緑のふれあい祭り」
にブース出展いたします。
大人から子どもまで楽しめる自然の面白さを紹介するプログラムを実施する予定です。自然の大
切さと楽しさを体験していただけるイベントですので、
是非、
ご家族やご友人をお誘い合わせのうえ、
「農と緑のふれあい祭り」
にお越しください！

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

森づくり担当

TEL：045-671-2624 FAX：045-224-6627 ks-jurinchi@city.yokohama.jp
横浜市 森づくりボランティア

注意
市内の公園や市民の森等の樹林地でハチの発生情報が寄せられて
います。公園や市民の森等を利用される際は十分ご注意ください。ハチを
見つけた際は、刺激したり、振り払ったりせずに、姿勢を低く、その場から
静かに離れましょう！

119名の方に

現在

ご登録いただいています

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kyoudou/morivolunteer
4

ゆるキャラ®
グランプリにも
エントリーしています！
応援よろしくね

◇次号の発行予定◇NO.88は平成27年12月末頃の発行予定です。

横浜市では、緑豊かなまち横浜を次世代に継承するた
め、横浜みどり税を一部財源として活用しながら、横浜み
どりアップ計画を推進しています。今年、横浜みどりアッ
プのマスコットキャラクターとして、
「横浜みどりアップ
葉っぴー」
が誕生しました。
今後、
皆様の活動されている地
域にも登場することがあるかもしれません。また、緑や森
に関係したイベントに呼ぶこともできます。
どうぞよろし
くお願いいたします。

ゆるキャラ®グランプリ

6月27日には環境行動
フェスタでお披露目を
しました。
横浜のみどりアップをみんなに知ってもらうために生まれた
「横浜みどりアップ葉っぴー」。
横浜の森で目覚めた森の妖精で、とっても明るい性格。
１

上郷市民の森
フォローアップ研修 ※

ポットに入れて
育てます。

自生している
コナラなどの
苗を掘り上げます。

子供達と雑木林を復元するための苗を作りました
上郷市民の森（栄区上郷町）の保全管理計画※※（平成27年３月策定）では、山頂
に広がる草地広場の一部に、
雑木林の復元を目標としている場所があります。
そこで、
森の中にあるコナラなどの芽生えを
掘り取り、
苗を育てて、
植樹することにしました。
森を芽生えから育成するので、
将来にわたり長くお世話することになり
ます。
上郷の森づくりを次世代につないでいくためにも、
市民の森の広場を中心に活動しているボーイスカウト横浜第99
団の子供達に活躍してもらいました。
子供達は講師の神保賢一路さんの指導のもと、
愛護会や上郷森の会のみなさんにも
手伝ってもらい森の中からコナラなどの苗を掘り取り、
苗を乾燥させないよう注意しながら一株一株丁寧にポットに植え
ました。
ポット苗の多くは愛護会会長にお願いしてお庭に置かせてもらい、
一部は子供達の家で育ててもらうことにしま
した。
持ち帰る子供達は、
ポットは涼しい場所に置く、
水をやりすぎないなどの注意を熱心に聞いていました。
苗は一年間
育てて来年森に植える予定です。
※フォローアップ研修 保全管理計画を作成した樹林地を対象として行う研修。
保全管理計画に沿った作業を、
森づくり団体と行政が協力し
て行うため、
管理作業の成果や今後の作業方針について、
講師を招いて確認をする。
※※保全管理計画
樹林地の特性に応じた具体的な管理計画。市内20か所の市民の森等において、森づくりガイドラインを活用し、愛護
会などとの地域との協働により策定しています。

これも覚えよう！30種

｢夏の虫｣

日

時

平成27年7月14日(火)、15日（水）
10：00〜15：00

実施報告
草丈の違いや環境の違いで見られる昆虫を比較し、
森づく
りや管理に役立つ研修を行いました。
参加者は実際に補虫網
の扱い方を学び、
昆虫採集を行い、
昆虫の構造を間近で観察し
ました。
振り返りでは、
グループごとに、
今日見られた昆虫と
環境のかかわりで気づいたことなどを発表したり、
講師の方
から、
１種ずつのおさらいや、
ガイドラインとの関係
（指標種）
のお話もしていただいたりと、
盛りだくさんな内容の研修に
なりました。

場

所

新治里山公園(新治市民の森)

講

師

伊藤晴康氏（有限会社ゼフィルス）
夏の虫30種 参加者の感想

● 虫についての研修は初めてであり、
大変有意義であった。
こ

れからの森づくりに活かしていきたい。

● 思ったより多くの昆虫が生息していた。
水辺、
草地、
林縁、
多

様な重点環境があってのことだと理解できた。

● 環境が違うと、
そこにすむ昆虫も異なること、
昆虫が環境の

指標になることがわかった。

● 実際に現場に行き、
説明していただいたことが大変よかった。

今後の研修予定（９月〜 12 月実施分）
研修名

対 象

時 期

概 要

森づくりリーダー養成講座

森づくり活動団体

１１月頃実施予定

会員募集チラシの作成方法を学ぶ

作業実習

森づくり活動団体

１２月1日
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

森づくり活動団体必須基礎研修

森づくり活動団体

９月27日
10月6日

森づくり活動に必要な安全管理につい
て学ぶ

森づくりボランティア入門講座

10月17日
一般市民
（市内在住、
在勤、
在学）
11月14日
森づくりボランティア
（個人登録）
11月23日

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

間伐材マネジメント研修

森づくり活動団体

間伐材の利活用の方法を学ぶ

２

11月頃実施予定

公園の森づくり活動紹介

〜茅ケ崎公園愛護会(都筑区)〜
―アドバイザーの助言をこれからの活動に生かす―
茅ケ崎公園愛護会は、
毎月第3日曜日に15人程度の会員が活動しています。
この公園では、近年、樹木が高くなり、一部斜面の崩壊が心配される箇所が
あります。
また愛護会の皆さんからは希少な植物の保全や植栽したクヌギを管
2月に10人の愛護会員が参加して実施。
理するための方法についての悩みも寄せられていたことから、防災対策と生
物多様性の保全を上手く両立させる植生管理などについて、
助言をもらうためにアドバイザー派遣を行いました。
公園内を回り終わって、
アドバイザーから、
「本公園の自然環境に関するポテンシャルは高く、
管理状況は愛護会の皆さん
の気持ちが公園に伝わっている。
ここの在来のエビネやシュンランなどを園内に増やしていってほしい。
」
というコメントを
もらいました。
参加した愛護会員は、
「楽しい話、
知らない話を多く聞くことができ、
とても楽しかった。
「
」長期的な目標像を掲げた計画づ
くりを是非やりたい。
」
などの感想が寄せられました。
今回の成果としては、
これまで気が付かなかった茅ケ崎公園の魅力に気付いたこと、
植生管理による防災対策など、
木を活
かして森を守ることを理解した点をあげていました。

アドバイザー派遣

〜森づくり活動にとりいれてみませんか〜

チップ化作業支援

茅ケ崎公園愛護会の皆様に取り入れていただいたアド
バイザー派遣。
皆様の活動されているフィールドでも活用
してみませんか。お悩みや課題に合わせて、講師や内容を
ご相談させていただきます。

間伐材をチップ化するのに必要な機械
（チッパシュレッダ）
と操作員を市内の樹林地に派遣する制度もあります。皆様
の森づくり活動に取り入れてみてはいかがでしょうか。

●アドバイザー派遣についての問い合わせ先
［市民の森など］みどりアップ推進課 ： 045−671−2624
［公
園］公園緑地維持課 ： 045−671−2650

●チップ化作業支援についての問い合わせ先
環境活動支援センター ： 045−711−0635
受付期間： ※現地での事前立会が必要です。
市が実施
平成28年1月29日
（金）
まで ※初めて支援を受ける団体は、
する研修の受講が必要です。

３

