
多摩丘陵と三浦丘陵は、つながっているけど、地形も植生も違うから風景も違うんだね。

多

摩
・三
浦丘陵の緑と水景を

体体

験＆イベント月

間

2017年3/4(土）から3/20(月・祝)
多摩丘陵・三浦丘陵には、緑と水景が連なる豊かな里地・里山の環境が残っており、この環境を守る
ために様々な活動が行われています。「里地里山文化プログラム」では、そのような活動を多くの人に
知ってもらい、活動に参加するきっかけをつくることで、緑と水景を守り育てる活動がさらに広がり、私
たちの身近な文化として根付いていくよう、関連する13自治体が連携して開催するものです。

里山の恵みを活かしたク
ラフト、季節の

行事など、自然と親しみ
、楽しむ体験

やプログラムがあります
。

自然観察会や環境学習など、その緑地にすむ生き物や自然の仕組み等を学べるプログラムがあります。

竹林の整備や下草刈
り、外来種の駆除、

清掃活動など、緑や
水景の環境を守る

ために様々な活動が
あります。

豊かな環境
は

色々な人た
ちが

関わること
で、守ら

れているん
だね

里地里山文化プログラム

お住まいの地域だけでなく、ぜひ、違う地域の活動にも
参加してみてください!

主　催：多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域
 連携会議
 （相模原市・八王子市・日野市・多摩市・

稲城市・町田市・川崎市・横浜市・横須
賀市・鎌倉市・逗子市・葉山町・三浦市
　※13自治体順不同）

事務局：川崎市建設緑政局みどりの協働推進課
　　　　　（電話）044-200-2365

http://www.tama-miurahills.com

多摩・三浦丘陵のホームページでも内容を見られます！

※各体験・イベントについては、裏面に記載している
　連絡先に、それぞれお問合せください。

11 12

10

４ ８

２

９ １

191413５ 20

３

16

７

６

15

●

★

★

17

★

凡例

１

１

１

●

★

里地里山文化プログラム開催地

　 「たのしむ」体験・イベント

　 「まなぶ」体験・イベント

　 「まもる!」体験・イベント

　 見学可能な体験・イベント

　 一般参加なしの取り組み

多摩三浦丘陵トレイル
八王子市

相模原市

横浜市

川崎市

鎌倉市

逗子市

葉山町

三浦市

横須賀市

稲城市
多摩市

日野市

町田市

詳しくは裏面へ！
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注意事項里地里山文化プログラム 体験・イベント実施一覧 ・体験・イベントに参加する場合は、詳しい内容を各連絡先に事前にお問合せ下さい。
・一部人数に限りがある場合や有料のプログラムがありますので、ご注意下さい。
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３月４日
（土）

３月５日
（日）

３月 7 日
（火）

３月11日
（土）

３月 8 日・
9 日（木・金）

３月12 日
（日）

３月１８日
（土）

３月１９日
（日）

３月20日
（月・祝）

見学可

横浜駅よりバス「権太坂上」もしくは
「児童遊園地入口」で下車すぐ

申込み不要。10:00 に左記の
支援センター交流スペースに集合。

環境活動支援センター野草の観察
環境活動支援センター、

児童遊園地
横浜市

保土ケ谷区
横浜市環境活動支援センター

☎ 045-711-0635 

JR 東逗子駅より徒歩 20 分、JR 逗子
駅よりバス約 10 分「桜山公園」下車すぐ

申込み不要。直接現地へ。
男性ボランティアグループ

共生’95
草刈り・清掃 9：00 ～ 12：00
3月4日（土）20 日（月・祝）実施桜山中央公園逗子市 -

逗子駅、汐入駅等からバスで「湘南国
際村センター前」下車、徒歩５分

★左記連絡先に参加希望日を記
　載し申込み。（定員 10 人）

三浦半島
「自然ふれあい楽校」

茅の刈り取り、束ねる作業
3 月10 日、15 日、20 日にも開催湘南国際村めぐりの森横須賀市     046-857-8636

miurafureai@gmail.com 

なな山緑地に10:00 集合。多摩センター
駅及び聖蹟桜ヶ丘駅よりバスで 15 分

★左記連絡先に事前申込み。
　参加費 300 円（定員 20 人）☎ 042-375-8716

なな山緑地の会、多摩
グリーンボランティア森木会雑木林の保全活動体験、植物観察なな山緑地多摩市

多摩市立グリーンライブセンター

青葉台駅、柿生駅よりバスで寺家循環
「四季の家」下車すぐ

★左記連絡先に事前申込み。
　（定員 20 人）

☎ 045-962-7414寺家ふるさと村四季の家野草を観る会寺家ふるさと村
横浜市
青葉区

逗子駅からバスで「前田橋」下車、
徒歩 1分

★左記連絡先に事前申込み。
　参加費 300 円（定員 15 人）☎ 090-5499-0831横須賀「水と環境」研究会水質・水生生物調査、自然観察前田川横須賀市

横須賀中央駅より徒歩 7分
申込不要。13:00 受付開始。
参加費 300 円（先着 50 人）

☎ 090-5499-0831横須賀「水と環境」研究会「横須賀のため池」調査報告会ヴェルクよこすか横須賀市

鎌倉駅よりバスで「十二所神社」下車後、
徒歩 30 分※公共交通機関をご利用下さい

（公財）鎌倉風致保存会十二所果樹園鎌倉市 下草刈り、枝払いなど
★左記連絡先に事前申込み。
　（定員 50 人）雨天中止

☎ 0467-23-6621
※日曜、月曜は定休日

逗子駅等よりバスで「市民病院」下車、
徒歩 25 分。駐車場あり

★左記連絡先に FAX で希望
　ｺ ｽーを申込み。（定員各20人）

☎  046-822-9749
     046-821-1523

横須賀市
環境政策部自然環境共生課

自然
観察

沢山池の里山横須賀市

野比駅からバスで「YRP センター」
下車、徒歩 5 分

申込み不要。
9:30 に光の丘水辺公園集合。

☎ 046-839-3438水辺公園友の会自然観察会光の丘水辺公園横須賀市

日程 開催地 緑地名 主な内容 子どもor親子
 参加可マーク 主催者 連絡先 参加方法

★は要申込み。 主なアクセス№

JR 横浜線「十日市場駅」南口より
徒歩 15 分

★左記連絡先に事前申込み。
 （親子 5 組）

にいはる里山
交流センター

親子で楽しむ里山ライフ
新治市民の森、
新治里山公園

横浜市
緑区

☎ 045-931-4947

青葉台駅、柿生駅よりバスで寺家循環
「四季の家」下車後すぐ

★左記連絡先に事前申込み。
　（定員 20 人）☎ 045-962-7414寺家ふるさと村四季の家野鳥観察会寺家ふるさと村

横浜市
青葉区

グリーンライブセンターに 9:45 集合。
「多摩センター駅」より徒歩 5 分

★左記連絡先に事前申込み。
　参加費 300 円（定員 20 人）多摩グリーンボランティア森木会

雑木林の保全活動の見学、
活動体験及びウォーキングツアー

多摩中央公園、一本杉公園、
よこやまの道

多摩市
多摩市立グリーンライブセンター

☎ 042-375-8716

市営地下鉄「舞岡駅」より徒歩 5 分
申込不要。9:30 に舞岡ふるさと
村虹の家に集合。（定員 20人）

舞岡ふるさと村虹の家舞岡ふるさとの森ガイド舞岡ふるさとの森横浜市
戸塚区

☎ 045-826-0700

JR 横浜線「十日市場駅」南口より
徒歩 15 分

★左記連絡先に事前申込み。
　（定員あり）

にいはる里山
交流センター

竹とんぼ工房
新治市民の森、
新治里山公園

横浜市
緑区

☎ 045-931-4947

JR 横浜線「古淵駅」前に 8:00 に集合
し、徒歩で現地へ。徒歩約 20 分

特定非営利活動法人
相模原こもれび

木もれびの森
（相模原近郊緑地特別保全地区）

相模原市
南区

のこぎりを使った
伐木と林内整理

相模原市水みどり環境課
☎ 042-769-8242

★左記連絡先に事前申込み。
　（定員 30 人）申込 3/8 まで

鶴川駅からバス鶴 32 系統多摩センター
行きで「下堤」下車、徒歩 2 分

★両日参加必須。左記連絡先
　に事前申込み。（先着15人）

☎ 042-737-3420小野路公園管理事務所雑木林管理講習会（入門編）小野路公園町田市

青葉台駅、柿生駅よりバスで寺家循環
「四季の家」下車後すぐ

申込不要。10:00 に寺家ふるさ
と村四季の家に集合。☎ 045-962-7414寺家ふるさと村四季の家ガイドツアー寺家ふるさと村

横浜市
青葉区

町田バスセンター３番のりばより
「忠生公園前」下車、徒歩２分

申込み不要。
9:30 に直接忠生公園に集合。

町田市公園緑地課 ☎ 042-792-1326自然観察会忠生公園町田市

★左記連絡先に事前申込み。　

　（定員 25 人）

南大沢駅よりバスで京王堀之内行き

「長池小学校入口」下車、徒歩約 3 分
☎ 042-678-4616フュージョン長池公園野鳥観察会長池公園八王子市

川崎市
麻生区

早野梅ケ谷特別緑地保全
地区（早野聖地公園内）

のこぎりを使った
人力での伐採作業

川崎市
みどりの協働推進課

★左記連絡先に事前申込み。
　（定員 50 人）申込 2/28 まで

あざみ野駅、新百合ヶ丘駅からバスで
「虹が丘小学校」下車、徒歩 2 分

☎  044-200-2365
     044-200-7703

FAX

FAX

FAX

①海、川、里山自然体験
②カエルの産卵と野鳥観察
③親子の自然遊び


