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横浜市環境創造局みどりアップ推進課   〒231- 0017  横浜市中区港町1-1   tel 045-671-2624  fax  045-224-6627
［よこはまの森ニュースレターwebページ］http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kyoudou/morivolunteer/mori-news.html

　会員の減少や高齢化といった課題を抱える団体を対象に、意見交換等を通して団体活動の活性化や新人受
入態勢の構築を図るための研修（『森づくりボランティア団体フォローアップ研修』）を平成25年3月24日（日）
に実施しました。（参加団体：10団体）
　研修を通して、各団体で実に様々な活動が行われていることが分かりました。また活動を始めた動機や活動
の魅力を改めて見つめなおすきっかけにもなりました。（事後アンケートより）
　そこで、森づくり団体がどのような活動を行っていて、どんなことに魅力を感じているのか、研修の成果の
一部を紹介します。

　今回の研修を通して、「森づくり活動」といっても保全活動をはじめイベント活動や森の資源を活用するよ
うな活動まで、様々なものがあり、それらの活動を通して、個人として、あるいは仲間と共に充実感を味わい、
さらには地域の活性化にもつながっているということがわかりました。

 
 

団体が行っている主な活動団体が行っている主な活動

活動メンバーが感じている『魅力』活動メンバーが感じている『魅力』

森づくり活動の魅力とは？
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　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。

森づくりボランティア登録受付中！ 横浜市　森づくりボランティア
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kyoudou/morivolunteer

現在76名の方に
ご登録いただいています

■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

主　催   横浜自然観察の森　

参加費   無料

日　時   10月20日（日）
　　　　  9時30分～14時（雨天決行）
対象･定員   どなたでも参加いただけます。
　　　　　   小学生は保護者同伴。定員なし

申し込み方法

これから森の中でボランティアを始めてみたい方に
オススメ！横浜自然観察の森友の会雑木林ファンク
ラブの活動を体験できます。

参加者全員のお名前、お子様の年齢・電話番号を明記の
上、前日までに自然観察センターまで電話･FAX･メール
にてお申し込み下さい。

対　象   森づくり団体の役員、森づくりボランティア、
　　　　入門講座受講者等
内　容

日　時   未定（1～2 月頃）
会　場   横浜自然観察の森、新治里山公園等（予定）
募　集   ホームページ等に掲載するほか、登録済みの
　　　　 個人や団体には別途ご案内します。

森づくりリーダー研修等森づくりリーダー研修等

森づくり活動を担うリーダー向けの研修
や、調査や作業実習など、森づくり活動の実
践的な講座を数回に分けて行います。
・森づくりリーダー研修
・調査とモニタリング
・作業実習

お問い合わせ・申し込み
TEL：045-894-7474
FAX：045-894-8892
E-Mail：
yokohama-nc@wbsj.org

今後のイベント予定

主　催   にいはる里山交流センター

参加費   10,000円（3日間とも参加できる方）

日　時  10月13日（日）､14日（月・祝）、20日（日）　
　　　　全日:9時30分～16時30分（雨天決行）
 対象･定員  20名（どなたでもご参加できます）

申し込み方法

「インタープリテーション」は伝達だけではなく、
メッセージも込めて伝える技術です。 
横浜の里山を舞台に、その魅力を楽しく、興味深
く紹介できるようになってみませんか？

氏名、年令、所属先（あれば）、住所、および連絡先（電
話・メール）等と、講座名について、FAXかメールにて
お申し込み下さい。

今後の研修予定

対　象   森づくりボランティア（登録済みの個人）等

内　容

日　時  未定（11～12月頃）
会　場   横浜自然観察の森、新治里山公園（予定）
募　集   ホームページ等に掲載するほか、登録済み
　　　　 の個人や団体には別途ご案内します。

※申込状況等によっては、森づくり活動団体の会員
　（主に１～２年目）も対象とします。

森づくりボランティア入門講座森づくりボランティア入門講座

自然観察センター自然観察センター にいはる里山交流センターにいはる里山交流センター

森づくり活動の魅力をお伝えすると共に、
横浜の森の概要、保全管理の手法や心得等
を講義と野外作業を織り交ぜながら２日 
間で学びます。

「森を守るボランティア体験～草刈を体験しよう～」 「里山の魅力を伝える技術～
　　　インタープリター養成講座」

◎パトロール
◎ゴミ拾い

◎ よい汗をかく、健康維持

◎ 結果が見える、達成感

◎ 自然をゆっくり楽しむ

◎ 森の恵（材）で作品づくり

◎イベントを通じた体験活動
　（丸太切り、森づくり体験等）
◎竹細工を通じた子どもの環境教育
◎野外美術展、コンサート
◎仲間づくり、懇親会や昼食会の開催

◎ 利用者や地域住民、管理者等から感謝される

◎ 森を訪れる人やイベント参加者が増えた

◎ イベント参加者や近所の人たち・地域の
　子供たちとの出会い、交流

◎草刈り
◎間伐、除伐
◎竹林の保全、活用
◎植物、野鳥等の観察

◎間伐材の利用、加工
◎落ち葉での堆肥づくり
◎森の椅子、織物製作
◎ひょうたんの育成、加工

◇次号の発行予定◇NO.80は平成25年12月末頃の発行予定です

※交通案内やイベントの詳細については各施設にお問い合わせください。
◎仲間との出会いや語らい

◎力を合わせ協力する

◎共に作った作品が、
　イベントで高く
　評価された

日常活動 保全活動

イベント・交流活動
活用・制作活動

お問い合わせ・申し込み
TEL：045-931-4947
FAX：045-937-0898
E-Mail：
info@niiharu.jp

◎散策路の整備
◎湿地の維持

「私たち」にとっての魅力「私たち」にとっての魅力「私」にとっての魅力「私」にとっての魅力 「地域社会」にとっての魅力「地域社会」にとっての魅力



　森づくり活動団体や愛護会、個人で登録をされた「森づくりボランティア」の方を対象に、研修「春の野草
３０種」及び「初夏の野鳥３０種」を実施しました。

保 全 管 理 計画 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に、作成した保全管理計画に沿った作業を森づくり団体が行
えるよう、講師を招いて、それまでに行った管理作業の成果の確認や今後の作業方針等について研修を
行っています。ここでは、今年度これまでに実施したフォローアップ研修を２つ紹介します。

　秋の野草等に配慮した草刈りを行っている林縁
（土手）の草地を、講師と共に観察しました。アキノタ
ムラソウ、ヒヨドリバナ、ヤマユリなどが見られ、作
業の成果を確認することができました。
　今後の作業方針については、開花しているイヌゴ
マの周囲につる植物が繁茂してきているので、イヌ
ゴマの結実後（８月頃）に草刈りを行うとよい、林縁
の樹木の枝が張り出し暗くなっている場所について
は枝落としを行い光が入るようにすると野草がよく
育つ、といったアドバイスが講師からありました。

『これだけは覚えよう！３０種 』の
第４弾・第５弾を実施しました！
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日時・場所
・Ａ：平成２５年４月２４日（水） １０時～１５時３０分
・Ｂ：平成２５年５月１５日（水） １０時～１５時３０分
・新治里山公園（新治市民の森）

参加人数（A・B共）
・40名（９団体＋登録個人21名）
参加者の声
・「野草を知るきっかけになった。」
・「環境と植物の関係がよくわかった。植物の多様性の重要性がわかった。」
・「草刈りの時期を注意していきたい。」など

横浜で見られる春の植物を生活史も含めて学び、春の里山の風景を楽しみました。

日時・場所
・Ａ：平成２５年６月４日（火）　１０時～１５時３０分
・Ｂ：平成２５年６月６日（木）　１０時～１５時３０分
・新治里山公園（新治市民の森）

参加人数（A・B共）
・33名（11団体＋登録個人12名）

参加者の声
・「多様な環境が必要ということに主眼が置かれていてよかった。」
・「鳥がその森の指標になることがよく分かった。草刈りの時期に気をつけなければならないと思った。」
・「愛護会の方々との情報共有ができてよかった。」など

バードウォッチだけでなく、繁殖をはじめとする野鳥の生活と環境・
管理作業との関係性について学びました。

・新治里山公園（新治市民の森）

◆ 観察会の様子
（林縁の古巣を発見し、ヤブを残すことの重要性を確認しました）

◆ まとめのワーキングの様子

◆ 観察会の様子（グループに分かれ、少人数単位で実施）

第５弾  初夏の野鳥 3 0 種第５弾  初夏の野鳥 3 0 種

第４弾  春の野草 3 0 種第４弾  春の野草 3 0 種

内　容 講師：神保 賢一路氏（かのこ環境プロデュース株式会社）
　スライド等により、鳥の生態や生活サイクル、巣の構造などについて講師から解説をしてもら
い、その後屋外に出て観察会を実施しました。最後のまとめでは、鳥の写真を参加者に配布し、見ら
れた場所と繁殖場所とを分けながら、環境（断面）図に写真を貼るというワーキングを行いました。

（※保全管理計画については、平成24年10月発行のよこはまの森ニュースレターNO.75に説明を掲載しています。）

◆ 講師から解説を受ける活動メンバー
　 （三保市民の森）

◆ 斜面の管理について講師から解説を受ける活動メンバー
 　（荒井沢市民の森）

　昨年度冬に行った管理作業の成果を確認し、斜面
の適切な草刈時期や水生生物の生息環境に配慮し
た管理方法等について研修を行いました。
　荒井沢市民の森は谷戸になっているため、北向き
斜面と南向き斜面で環境が異なり、南向き斜面は日
が多く当たるため植物が成長しやすい反面、ササも
繁茂しやすく、手入れが必要なのに対し、北向き斜
面は日が多く当たらないため、安定した環境にな
り、日照を確保することで、水路は水生生物の良好
な生息環境になること等を学びました。

◆ 研修内容がわかるよう図に
アドバイスの内容をまとめまし
た。（荒井沢市民の森）

木 火実施日：7/4 実施日：７/16

実 施 報 告

実施場所と概要実施場所と概要

 三保市民の森  荒井沢市民の森
　　

畦は高く刈り残す
ネザサは地際で刈る
北向き斜面は暴れない
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内　容 講師：北川淑子氏（神奈川県植物誌調査会）
　スライド等により、植物の構造や生息場所、人による手入れとの関
係などについて講師から解説をしてもらい、その後屋外に出て観察
会を実施しました。最後のまとめでは、観察した植物を生息していた
環境と共に振り返り、植物と環境との関わりについて考えました。


