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市内の花と緑の優良な景観を発掘し、この景観を創出している人々の活動を広く紹介し、市民の緑化意
識の高揚を図ると共に、これらの人々の交流を深めることを目的にした「第11回わがまち花と緑のコン
クール」には110件の応募があり、現地調査や選考会を経て各賞を決定しました。表彰式は６月20日（土）
川崎市総合自治会館でおこなわれ、記念講演や花のポット苗プレゼント、コンクール結果報告と全応募作
品が掲載されている「花と緑のマップ」が配布されました。（受賞一覧は２面）

第11回 わがまち花と緑のコンクール

団体部門
大 賞

個人部門
大 賞

花クラブ実行委員会（中原区） 山口訓子（宮前区）

Q チャレボラって何ですか？

A 夏休みの小学生や中学生、高校生
にボランティアの体験を提供する
プログラムで、参加者募集中です。

Q 今年の協力団体を教えてください。

A 中丸子南緑道緑を守る会、麻生多摩
美の森の会の他、大師公園や生田緑
地ばら苑に協力いただきます。

Q 個人でも応援できることがありますか？

A セミのぬけがら調査のサポーターを募集します。
7月 22日（水）7月 30日（木）8月 19日（水）
9 時半～12 時、等々力緑地にて集めたセミの
ぬけがらを鑑定し記録します。関心のある方は
お問い合わせください。

 チャレンジボランティア 2015　 Q & A  

Q 緑のボランティアには
どんなものがあるのですか？

A セミのぬけがら調査や森の手入れ、
花がら摘み等を準備しています。

内容：ボランティアってどんなこと？福祉って？
　　　（体験学習に入る際の心構えについて）
会場：川崎市総合福祉センター　７階大会議室
日時：第１部：7月20日（月・祝）
	

10時〜12時　　第２部：	7月20日（月・祝）	 14時〜16時　　第３部：	7月21日（火）	 10時〜12時第４部：7月21日（火）	 14時〜16時　　※参加プログラムによってオリエンテーションの開催日時が異なり

ます。詳しくは裏面のプログラム一覧にてご確認ください。

※プログラムは全部で53種類あります。
　詳細は裏面をご覧ください。

内容：体験した活動の振り返りと、まとめ
　　　（※Step1・2・3全てに参加した方には

　　　　 修了証を発行）会場：川崎市総合福祉センター　７階大会議室
（武蔵中原駅　徒歩１分）日時：８月20日（木）　第１部 10時〜11時30分

	
第２部 13時〜14時30分

	
第３部 15時〜16時30分
※時間は参加プログラムによって異な
ります。詳しくは裏面をご覧ください。

オリエンテーション 体験した活動の振り返りと、
まとめ ～修了式～

チャレボラって何？小学生から大学生までを対象とした「夏休み福祉・チャレンジボランティア体験学習。」略して「チャレボラ」。子どもや高齢者の方、障害の

ある方や地域の方とのふれあいや、環境、地域でのイベント等、たくさん用意されたプログラムの中から自分が参加したいプログラムを選んで、

ボランティア体験をしてみよう！きっと素敵な夏休みの経験と思い出になるはず！

選択プログラム

対　　象 	川崎市内在住・在学の学生　 締　　切 	6月24日（水）必着

申込方法  下記の参加申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ・郵送・Ｅｍａiｌ

（申込用紙と同じ内容を記入）にてお申し込みください。

※但し、プログラムによっては、食事代・材料費がかかることがあります

川崎市社会福祉協議会／川崎市川崎区社会福祉協議会／川崎市幸区社会福祉協議会／川崎市中原区社会福祉協議会／川崎市高津区社会福祉協議会／川崎市宮前区社会福祉協議会

川崎市多摩区社会福祉協議会／川崎市麻生区社会福祉協議会／川崎授産学園（市民交流事業）／かわさき市民活動センター／川崎市公園緑地協会

主催

チャレンジ！ボランティア！

携帯からの　お問合せはこちら➡

チャレボラ２０１5

チャレボラ参加申込書
フリガナ

第１希望 第２希望 第３希望

学　　校　　名

学　年

性　別

年生

⬇裏面の希望するプログラム番号をお書き下さい。

Step
1

Step
2

Step
3

問 合 せ  川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター

〒211-0053　川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター 6階

ＴＥＬ▶044-739-8718　ＦＡＸ▶044-739-8739  E-mail▶v-center@csw-kawasaki.or.jp

ホームページでもご案内しています！ http://www.csw-kawasaki.or.jp

応募多数の場合抽選となります。
結果は７月５日頃通知にてお知
らせいたします。 ７月10日までに通知がない場合

はご連絡ください。

体験に入る前にまずは「ボランティアや福祉」について知っておこう！

最後は、みんなで体験したことを振り返ってみよう！

参加費無料※

締切
6月24日㈬

必着

今年の夏休みは、ボランティア体験をしてみよう！

さぁ！選んだ
プログラムを体験しに行こう！
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協会ニュース

参 加 者 募 集

◆ こども黄緑クラブ・夏
プロナチュラリストの佐々木洋さんと一緒にセミのぬけがら�

調査と羽化観察会を行います。

�日時：８月７日（金）17時半～19時半　会場：等々力緑地ふるさとの森　対象：

小学１年生～中学生とその保護者20組（40人）　申込方法：往復はがきに〒・住所・

名前・学年・電話番号・保護者名を明記し、７月23日（木）必着で公園緑地協会�

「こども黄緑クラブ・夏」係まで送付してください。

◆ 花と緑のまちづくり講座（緑化推進リーダー育成講座）
自分たちの住むまちでも「花と緑のまちづくり」を推進したいと考えて

いる方を対象に、地域の緑化活動の核となる人材（リーダー）を育てる講

座で、花と緑の基礎知識を学び地域の環境リーダーを養成するものです。

日時：９月から来年１月までの全６回　会場：中原区役所会議室等　

対象：原則６回出席のできる30人　申込方法：区役所、市民館等で配布する応

募ちらしの申込書に必要事項を記入し、７月１日（水）から８月７日（金）に、公園

緑地協会まで送付またはＦＡＸください。

お 知 ら せ ！

◆ 川崎市環境局環境調整課から「グリーンウェイブ 2015」に関する協力依頼です。
　国連生物多様性の日（５月22日）を中心に植樹等を行った「グリーンウェイブ」の活動情報を募集します。

３月１日から６月15日までの期間に植樹等の活動を実施した団体は、７月10日（金）までに情報をお寄せくだ

さい。詳しくは電話（044－200－2387）まで、お問合せください。

賞　名 区 団体名／氏名

団体の部

大　　　賞 中原 花クラブ実行委員会
奨　励　賞 麻生 エコガーデンはるひ野
デザイン賞 麻生 吹込クローバーの会
彩　花　賞 宮前 土橋園芸クラブ

花いっぱいで賞 麻生 川崎市立王禅寺中央中学校

個人の部

大　　　賞 宮前 山口　訓子
アイデア・努力賞 宮前 髙井　昭
彩　花　賞 麻生 田邉　正子

オープンコミュニティ賞 多摩 前山　英二

第11回 わがまち花と緑のコンクール　受賞一覧



32015.6.20. No.39

緑の活動団体訪問・自己紹介コーナー

おし沼クラブ園芸部（1995年設立）

活動場所　�市営バス「おし沼バス停」横（多摩区東生田　３−１−14）
交通案内　�小田急線「向ヶ丘遊園駅」より　徒歩２0分

念願の市バス19系統が溝の口からおし沼間の運行となった折、道路拡張に合わ
せてこの花壇を造っていただきました。早速、おし沼自治会よりおし沼クラブ(老
人会)に花壇のお世話が委託され、園芸部が結成されました。種から苗を育てた
り、堆肥作り、花壇計画のミーティングにも力を入れ、平成21年には「緑の活動
団体」にも登録しました。現在は、部員の高齢化に伴い買い求めた苗も活用しな
がら、活動は原則として毎月第２日曜日。街路樹の清掃後、花壇の維持管理と年
２回の植え替えをしています。
自治会の若い人にも協力いただきながら、中心の部員８人は、健康なればこそ

参加できることに感謝しつつ友愛の精
神で楽しみ、頑張っております。
活動していて良ったことは、花好き
の集まりで人の和ができたこと。今は、
バスも向ヶ丘遊園まで伸び、この花壇
がバス停の利用者や地域の皆さんの憩
いの風景として喜んでいただけている
ことが何よりの励みです。
� （本多　洋子)

宮崎第４公園　緑の里山の会（2004年設立）

活動場所　宮崎第４公園（宮前区宮崎　６−２−３）
交通案内　田園都市線　「宮崎台駅」「宮前平駅」より徒歩15分

10年程前、宮崎第４公園の斜面地は、下草も生えぬ裸地化
した状態で今にも高木が崩れ落ちてしまいそうな雑木林でした。
これを見かねた近隣の有志が集いこの会を立ち上げました。崩
れかけた崖をしがらで補強し、地道な活動の成果によって、下
層植生が豊かになり、光を求める野草が見事によみがえり、一

部では、ギンランの群生を見るま
でになりました。
活動しているのは、当初のメン
バーに加え、募集ポスターを見た
方や活動の様子を朝の散歩中に偶然見て参加したいと思ってきてくれた人、また、
友人の紹介といろいろですが、今日では世代交代化しつつあり、諸先輩は相談役
となって応援に回れるようになってきました。若返ることによって課題もたくさ
んありますが、この公園の手入れをもっと多くの住民に理解していただき、一緒
に活動するボランティアメンバーを求めています。
明るい散策路をめざし、安全で誰もが楽しんで自然を満喫していただけるよう、
これからも枯れ枝の除去やしがらの補強、下草刈りなど行っていきます。毎年秋
には公園内でフリーマーケットも開催しています。� （小川　清）
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シリーズ！！ ツリー・ウォッチング

発行・編集

（公財）川崎市公園緑地協会��緑の推進支援課 〒211-0052　川崎市中原区等々力 3-12
電話　044（711）6631　 FAX　044（722）8410

　ここは小田急読売ランド前駅から、菅方面へのバス通り、踏切を渡ってすぐの
マンションの裏がわにある、小さな“お稲荷様のお社”の境内にあるモミの木です。
　あの“代々木”の地名にもなったモミの木は都市化に弱く、安定した森がなけ

れば代々と木が続かずに絶えてしまいますが、ここは
地域の人たちの信仰と、日本女子大の森や多摩特別緑
地保全地区から続く“森からの風”に守られ、すぐ前の
マンションのお蔭で、排気ガスからもガードされて、今
日に至っているようです。
　樹高は２本とも20m以上で7階建てマンションよりも
高く、目通りも２.６ｍと２.７ｍ越えです。川崎市内に、こ
んなに大きなモミの木が残っているなんて、まさに奇跡
の“ご神木”ではないでしょうか。

 No. 39   末長・杉山神社の椎木（スダジイ）

 No. 40   西生田（日本女子大の森手前）・お稲荷様の樅（モミ）の木

　西生田（日本女子大手前）
住　　所　多摩区西生田　１ー４　付近
交通案内　小田急線「読売ランド前駅」より　徒歩１分

　杉山神社　
住　　所　高津区末長　８１１
交通案内　ＪＲ南武線「武蔵新城駅」より　徒歩20分

　ここは、周囲に幾つもの畑が残る閑静な住宅街。高津区
末長にある杉山神社の境内です。
　このスダジイは、樹高 12m、目通り４mにも及ぶ立派
な巨樹です。樹齢は不明ですが、かなりの老木で幹には空
洞があり、葉も果実（ドングリ）も小粒になったものが目

立ちます。それに
しても威厳の満ち
溢れる素晴らしい
“ご神木”ですね。

＊あなたもツリー・ウォッチングに出かけてみませんか？
　川崎市内の銘木・珍木・不思議な樹々たちの世界を紹介します。

おらが町の立派な“ご神木”！！
　川崎市内の各地域で、幾つもの時代を越えて人々の暮らしを見守ってきた“ご神木”さまたち。今回は、閑静な
住宅街の中で、長きにわたる風雪や開発に耐えて見事な大木になった“ご神木”さまや、地域の人からも愛され続け
ている“ご神木”さまを紹介させていただきます。

＊このコーナーでは、川崎市内の銘木・珍木・希少木の情報を募集します。＊

　あなたのご近所の地名の由来にもなった銘木や巨樹、珍しい花が咲く木、変わった風景の木、調べてほしい不思議な木等々
の情報をお寄せください。取材して、このコーナーで紹介します。・・・執筆いただいている木珠（こだま）氏がこのコーナー
のホームページを作りました。《http://hitotokinoharuka.web.fc2.com》「川崎のツリーウォッチング」で検索してみてください。


