
この度、理事に就任しました、渡邉敬大と申します。私は、２０２０年１２月に散策路の会に入会
し、散策路地図・樹名板の設置、橋の修復、ぬかるみ対策等の活動に携わってまいりました。活動
を通じて広町緑地は皆様による長年の保全運動が実を結び、「都市林」として育まれてきたこと知り
ました。この貴重な財産をしっかりと次世代に引き継いでいけるよう、努力してまいります。何卒
よろしくお願いいたします。

新理事そして事務局長をさせていただく渡邊敦です。広町にはたくさんの思い出があります。父が
この広町の景色が気に入り新鎌倉山の奥に引っ越してきました。1973年のことでした。父の描い
た広町の絵がいくつかあります。であるからこそこの森を遺したいと、緑の会に参加し最初の署名
活動に関わりました。一時離れておりましたが、人生最後の仕事として、これを未来により良い形
で引継ぐ事に力を尽くせればと願い今回参加させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。

この度新しく理事に加えていただいた柴田信之と申します。広町の近隣に住んで46年。広町では
小さな頃から遊ばせてもらってきました。この森を残すことに尽力してくれた方々、その後森の維
持管理を続けて来てくださっている方々に尊敬と感謝をもってお手伝いをしたいと思っています。
そして森と人とが無理なく付き合っていける関係を模索していきたいと考えています。わからない
ことだらけですがどうぞよろしくお願いします。

佐屋利明です。一昨年から田んぼの会に参加し楽しい時間を過ごしています。稲村ヶ崎に30年以
上住んでいますが、鎌倉にこんなに自然が残っていて素晴らしいところが有ることを知らずに居ま
した。損をした気持ちです。まだ広町全体の事は良く分かっていませんが、この豊かな自然を後世
に残すべく、少しでもお役に立てたらと思い、理事になりました。よろしくお願いいたします。

はじめまして。材木座に住んでいる宇都宮と申します。2020年より鎌倉に引っ越してきました
が、それより以前は東京で暮らす中、疲れを癒やしに週末に広町緑地にきては遊ばせてもらって
いました。鎌倉での生活を豊かにするために、広町で学び、広町で活動する人を増やしていきた
いと思っています。どうぞよろしくおねがいします。
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広町からの風
HIROMACHI karano KAZE

この広報紙は、鎌倉広町の森 市民の会を援助いた
だいている会員の方々、そして未来の会員の方々
に、市民の会の活動の様子を伝えています。
鎌倉広町の森市民の会は、( 公財 ) 鎌倉市公園協会
と協働し「鎌倉広町パートナーズ共同事業体」として
広町緑地の指定管理を担う団体です。

第５８号

今回は今年度新たに理事になったみなさんの紹介からスタートです。（アイウエオ順）

リニューアルしました☆

鎌倉広町の森市民の会は、鎌倉市南西部・腰越地域に残された広町緑地を保全し、かつての里山の風景を復元すると同時
に緑地内の生物多様性を維持向上し市民の皆様に広く広報をすることを目的に活動している団体です。一緒に活動をする
仲間、応援をしてくださる会員を募集中です！ 

＜広町緑地管理事務所からの風＞
管理棟には市民の会の事務所スタッフと公園協会のスタッフがおります。市民
の会は左の写真のメンバーが交代で窓口を担当しておりますので、森のこと、
ボランティアのこと、イベントのこと、市民の会のことなど、なんでもお気軽
におたずねください。他にも山の中で作業をしている市民の会の専門スタッフ
が 3人おります（写真はまた次号で☆）。

その他、イベント申込み、相談、ご意見等は以下のアクセスしやすいものからどうぞ。

＜総会報告＞
特定非営利活動法人鎌倉広町の森市民の会の2022年度総会が
次のように終了致しましたのでご報告いたします。

以上の議案が満場一致で承認されました。

なお、新役員のうち、今回新しく役員に就任された7名の皆様
には第一面にご挨拶頂いています。

・日　時：2022年5月29日（日）13：30～14：30
・場　所：腰越行政センター多目的室
・参加者：正会員126名中、
　　　　  出席者27名、委任状提出者40名、
　　　　  計 67名の出席により過半数の出席、成立
・議　案：1号議案：2021年度事業報告
　　　　  2号議案：2021年度活動計算書と監査報告
               3号議案：2022年度事業計画
               4号議案：2022年度活動予算
               5号議案：特定非営利活動法人鎌倉広町の森市民
　　　　　　　　　  の会 2022年度・23年度役員
　　　　　               （19名の理事と2名の監事） 新しく理事になりました鵜川幹です。青空自主保育でんでんむしの保育者を始めて19年目、広

町で過ごした年数と同じですが、この公園を維持管理していくことに関しては全くの素人です。
今まで、維持管理してきて下さった、市民の会ボランティアの方々には感謝しかないです。
この任期2年の間に、何かしらお役に立てますよう、従事したいと思います。どうぞ宜しくお
願い致します。

柴田

西野
内田

望月

この度ご縁をいただいて理事に就任しました岡田涼子と申します。私と広町の出会いは、息子がこの広町緑地を拠点に活動し
ている青空自主保育でんでんむしに通い始めたことで始まりました。自然の中で遊びを作り出していく子どもたちを見て、人
は人工物の中ではなく、自然の中で成長していくんだと感じました。ある日、子どもたちが広町で遊んでいる様子を見ていた
方が「この風景が見たくて頑張って活動してきた」と言うのです。話をしてみると、広町の保全運動に関わっていた方でした。
その時、とても心が震えたのを覚えています。それまで単なる「活動場所」だった広町が、「誰かがつないでくれて守ってくれ
た場所」となりました。皆様のお陰で、子どもはのびのびと遊べ、私は幸せな子育てができています。この広町という存在の
素晴らしさ、そして、広町のある生活の楽しさを多くの人たちと共有できればなと思っています。若輩者ではありますが、ど
うぞよろしくお願いいたします。

＜会計報告＞
総会資料のうち、2021年度の会計報告の概要を下記に示して
あります。
【 2021年度 鎌倉広町の森市民の会 会計報告 】　（単位：千円）

項　目 収入 摘　要 支出 摘　要 収支
差額

かまくら緑の
探偵団事業 128

15,489

みどり財団
助成金       他120

通信費・
活動費等

15,218 271

261 ▲133

自主事業

ボランティア
支援事業

管理部門

小　計

合　計

指定管理事業

物販・
講師事業他

イベント収入他

受取会費794・
寄付金　　 他

指定管理料

講師料・
経費等
活動費・
経費等
人件費・
通信費等

人件費・
委託料等

85

110

857

1,180

14,309

47

2

821

1,131

14,087

38

108

36

49

222

123

＜ボランティア募集中＞

＜入会のお願い＞
未来の子供たちに引き継ぐ里山
づくりに力をお貸しください。
◎個人正会員　　3,000円
◎個人普通会員　1,000円
◎団体正会員     10,000円
◎団体普通会員    5,000円
◎賛助会員　　  10,000円

豊かな自然の中で身体を動かして楽しむ
活動です。ぜひ力を貸してください☆

         その他やってみたいこと等
　      お気軽にご相談ください◎詳しくは

市民の会ホームページを
ぜひご覧ください

市民の会への

市民の会では

　メール：hiromachi.mori@gmail.com
　電　話：0467-32-5112（広町緑地代表）
　鎌倉広町の森市民の会ホームページ：
　　　　  　　　　https://kamakurahiromachi.org
　Facebook：鎌倉広町緑地　@kamakurahiromachi
　Twitter     ：鎌倉広町緑地　@hiromachi22

渡邉 新事務局長

田中・樋口・斉藤

山のスタッフたち

2022年度当初の正味財産は現金預貯金など5,049 千円で、そ
のうち3,710 千円は広町緑地長期保全基金として使途が制約さ
れているものです。
詳しくは市民の会ホームページをご覧ください。

◎ 田んぼ・畑・森・自然観察・散策路の
　 現場の活動（9/18 半夏生保護の草刈
　 りに力をお貸しくださいませ🙏）
◎ 親子で自然と親しむ
　　　　　「緑の探偵団」のサポート
◎ 季節を楽しむ各種イベントのお手伝い
◎ 市民の会や広町の自然の情報を発信す
    る SNS他の広報活動のサポート



イベント詳細は、
鎌倉広町緑地公式ホームページでどうぞ
http://www.kamakurahiromachi.com＜9～12月の広町イベントの予定＞

9月　 　10月　　　　  　11月　　   　12月

9/24（土）里山さんぽ
「秋の植物観察会」
自然観察の会植物班担当
10時～午前中

10/8 （土）稲刈り祭
田んぼの会・探偵団共催
9時～午前中
稲刈りして稲架 (はさ )
にかける作業を行います

10/1６（日）どんぐり遊び

10/30（日） 
サトイモ・サツマイモ掘り
畑の会・探偵団共催
子供向けイベント
９時15分～午前中

11/中旬 コンニャク作り教室

11/19（土） 広町収穫祭

12/11（日）
クリスマスリース作り
森の会・市民の会・探偵団共催
子供向けイベント
13時 30分～午前中
定員有り・要予約

12/下旬 里山さんぽ
　　 「紅葉散策」

＜市民ボランティアの５つの会 と かまくら緑の探偵団の活動報告＞

＜申込・問合せ＞
どなたでも参加出来ます。
申込み・問合せは管理事務所
窓口、電話、メールでどうぞ。

＜お願い＞
マスク着用、咳エチケット、
手指消毒など感染防止にご
協力ください。

田んぼの会 畑の会 森の会 自然観察の会 散策路の会
毎週土曜9～12時（第一週のみ日曜日） 毎週日曜9～12時 第一・三 日曜 9時 30分～12時 第二日曜　9時～11時

第四日曜　13時 30分～15時 30分
※広町パトロール
　　原則毎火曜 ９時 30分～11時 30分

「基本構想」コンセプトによる人と自然が織りな
して創り出した緑地唯一の木漏れ日がさす透き通
った雑木林。ムクノキ台 (霊光寺裏 )はニレ科の
純林。20年前に竹林を皆伐し、大きなギャップ？
に突然の光が林床に、驚異：数年土中で眠ってい
たムクノキの種子が萌芽し、叢に埋もれていた1m
ほどの稚樹発見。支柱立て・坪刈り・草刈りを10
数年。視界を遮る身の丈を越すネザサに絡む木質
化した大きな葉を持つ葛、刈払機の刃にカナムグ
ラも絡み、しばしばエンジンを止めながらの作業。
2022年の夏、木漏れ日のムクノキ台に森の会会
員は大満足。現在は同様にもう一つの雑木林・オ
ニシバリ台地を創出中。みな様も森の会に是非参
加され雑木林を創り出してみませんか。
　　　　　森の会 代表　酒井房次郎（稲村ケ崎）

定例作業（自然環境モニタリングと保全作業）
第三日曜13時 30分～ 15時 30分
班活動：各班の活動日は管理事務所問い合わせ下さい
植物班（観察と植物の手入れ）・木曜班（緑地の手入れ）
チョウ班（チョウの観察）・カエル班（カエルの生息調査）
ホタル班（ホタルの生息調査）

＜2022年のホタル飛翔観察結果＞
　・飛翔期間　5/20頃～ 7/20 頃
　・ゲンジボタルのピーク：6/10頃
　・ヘイケボタルのピーク：7/5頃
　・例年に比べゲンジは増加したが、ヘイケが減少傾向

＜ハンゲショウ保護の草刈りに協力ください＞
ホタルと共に広町の夏を象徴するハンゲショウの保護に
取り組んでいます。9月はハンゲショウの大敵であるカ
ナムグラが開花します。種になって落ちる前に刈らない
と来年の鑑賞が難しくなります。かなりの量の草刈りで
すので市民のみなさまの飛び入り参加歓迎です。
　＊日時：9月18日（日）午後1時30分～3時30分
　＊集合：管理事務所前　午後1時 20分
　＊準備：帽子・手袋・長袖シャツ・水
　※道具は自然観察の会で準備します

ヘルプ！

広町緑地を主なフィールドとし、観察会や田畑での耕作体験などを通じて、子どもたちに
緑の大切さや楽しさを体感してもらうことを目的に活動しています。
　・団　　員：幼児から中学生の約260名   （小学生以上は子供だけの参加も可）
　・活動概要：月に1回程度、参加費無料（場合により材料費等は別）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かまくら緑の探偵団 事務局　小坂泰子

5月 植樹祭

7月 水辺の生き物観察会 8月 夏休みお楽しみ企画6月 田植え

4 月 広町ハイキング

先のイベントはこちらで

森の会・探偵団共催
子供向けイベント
９時15分～午前中
定員有り・要予約

畑の会・実行委員会共催
会場：腰越学習センター
時間未定・定員有り
要予約・参加費500円

実行委員会・探偵団共催
広町の収穫物をみんなで
いただく大収穫祭☆
11時～午前中

自然観察の会・
散策路の会共催
10時～午前中

団員数は2022/1/1現在

2002 年、市民の粘りつよい運動が実り、広町緑
地は「都市林公園」としての保全が決まってから、
20年が経ち、翌2003年には長年放棄されて葦
や灌木が繁茂する荒野を開墾して畑地として利用
する活動が始まって19年になります。今年は約
16.5 アールの耕地で約20種の作物を栽培して
いますが、土の条件（肥沃度、湿度、天候など）
や管理（播種時期、種子の状況、適切な除草など）
が多様で、すべての作物によい成果を得るまでに
はあと何年もかかるでしょう。今年は、これまで
他の植物（雑草）に負けて良い成果をあげること
がなかったカボチャ栽培が防草布を敷くことによ
り良い成果を上げることができました。8月はソ
バやダイコンの種播きをしましたが、そのあとに
適切な降雨があれば、よいのですが・・・。
　　 　　  畑の会 世話人　森田邦彦（新鎌倉山）

ソバ打ち教室［7月］ カボチャ豊作［8月］

今年は全ての田んぼで穂が出ました (出穂「し
ゅっすい」)。豊作の予感がしています◎

□ 会の運営概要
　田んぼの作業に興味があり、自然と直に触れ
　合うことの好きな方、稲を始めとする動植物
　の生態に興味のある方大歓迎です◎

□ 会の活動概要　  4 月　田起し、水入れ
　　　　　　　　　5月　代掻き、畔付け
　　　　　　　　　6月　代掻き、田植え
　　　　　　　　　7月　田の草取り
　　　　　　　　　8月　田の草、畔草取り
　　　　　　　　　9月　稲刈り準備
　　　　　　　　 10月   稲刈り、脱穀
　　　　　　　　 11月   収穫祭
　　　　　　　　 12～ 3月　田起し
　　　　　 田んぼの会代表　平岩由夫（津西）　

夏休みの高校生が畔の草刈りをしてくれて大助かり

散策路の会は、来園者が “安全に”、“楽しく” 散策でき
るよう、主に散策路のメンテナンス作業やパトロールを
行っています。2022年 6・7月の例会では「きはち
の窪」から「浄化センター入口」に抜ける散策路のぬ
かるみ対策、樹名板、樹木オリエンテーリングチェッ
クポイント周辺の草刈をおこないました。公園協会の
スタッフには簡易階段の設置等、多くの部分を補修し
ていただきました。以前からぬかるみに悩まされてい
た坂道でしたが、来園者から「歩きやすくなった」等
の声も聞かれ、ひとまず安心しました。
また、パトロール班では標識の設置状況や草木の生育
状態等に気を配りながらパトロールし、結果をタイム
リーに報告するとともに安全・快適な散策路を維持す
るため標識の修理・清掃等の応急対応を行いました。
　　　　　 　散策路の会 代表　渡邉敬大（西鎌倉山）

［パトロール班の活動］
マップをきれいに拭き掃除

［例会の活動］
樹名板等周辺の草刈り ぬかるみ対策　　　　　自然観察の会 代表　山田正夫

※ どの会も誰でも参加していただけます。見学、お試しも歓迎です。
※ それぞれの会の個性を生かした発信とさせていただいております。    

15年前
ネササとカナムグラの台地木漏れ日のある森


