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里地里山文化プログラム

2018年１１/１(木）から１１/３０（金)実施期間

　多摩・三浦丘陵には、北は高尾山付近から南は城ケ島付近まで、
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保全活動が行われています。
　「里地里山文化プログラム」は、そのような活動を多くの人に知っ
てもらい、参加するきっかけをつくることで、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。

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　TEL 044-200-2365
※各体験・イベントについては、中面に記載している連絡先に、それぞれお問合せください。

http://www.tama-miurahills.com

多摩三浦丘陵トレイル

多摩・三浦丘陵の
ホームページでも
内容を見られます！
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里地里山文化プログラム 参加者プレゼント！
里地里山文化プログラムにご参加いただき、アンケートにお答えいただいた方
の中から抽選で3名様に、今年度行った「多摩・三浦丘陵ウォーキングラリー」
のゴール地点、“磯沼ミルクファーム”のギフトセットをプレゼントいたします。

応募期間：2018年11月3日（土）～12月17日（月）必着
プレゼントに関するお問合せ：多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域連携会議事務局

㈱ＵＲリンケージ 都市環境室 TEL 03-6214-5740
(平日10：00～17：00)

※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせて頂きます。 フロマージュケーキ＆ソーセージ詰め合わせ

抽選で
3名様

　平成18年度より、「みどりは
つなぎ手」という共通認識に
基づき、「市民・企業・行政等の
協働による広域的な緑と水景
の保全・再生・創出・活用をし
ていくこと」を目的に、多摩丘
陵・三浦丘陵が位置する13の
自治体による「多摩・三浦丘陵
の緑と水景に関する広域連携
会議」を開催しています。

横浜市

町田市

三浦市

逗子市

相模原市

境川源流～八王子連携軸　

　②里山と源流をめぐる環

多摩川崖線～鶴見川連携軸　

　④水辺と崖線をめぐる環

名越切通し～逗子連携軸　名越切通し～逗子連携軸　名越切通し～逗子連携軸　

⑧古道とマリーナをめぐる環⑧古道とマリーナをめぐる環⑧古道とマリーナをめぐる環

鎌倉～金沢連携軸

⑦市民の森と古都の社寺をめぐる環⑦市民の森と古都の社寺をめぐる環⑦市民の森と古都の社寺をめぐる環

黒川～新治連携軸　

　⑤田園と緑園をめぐる環

舞岡～三ツ沢連携軸

　

舞岡～三ツ沢連携軸

　

舞岡～三ツ沢連携軸

　⑥まち山とまち並みをめぐる環⑥まち山とまち並みをめぐる環⑥まち山とまち並みをめぐる環

大楠～葉山連携軸　
⑨近代化遺産と里海をめぐる環⑨近代化遺産と里海をめぐる環⑨近代化遺産と里海をめぐる環

鶴見川源流～百草園連携軸　

　③尾根道と多摩川をめぐる環

城ヶ島～武山・三浦富士連携軸　

　⑩三浦富士と岬をめぐる環

相模～高尾連携軸　

　①奥山と湖をめぐる環

都市公園

海・湖・河川（主要なもの）

市町界

樹林地

補助軸（地域の回遊性をもたらす軸）

骨格軸（緑と水景のつながりの骨格となる軸）

（総合公園・運動公園・特殊公園）
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多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域連携会議とは

今後の多摩・三浦丘陵の緑と水景の保全に役立てていくためアンケートにご協力ください。

ＦＡＸ番号
　　 03-3272-6017

■里地里山プログラムに参加した感想をお聞かせください。

■里地里山の環境を守る活動についてどのようにお考えですか。（ひとつにチェッ
ク）

□既に活動している。　　□機会があれば活動してみたい。
□大切だとは思うが、活動したいとまでは思わない。　　□特に興味がない。

■今後、多摩・三浦丘陵で開催するイベントなどに関する情報（不定期）を送付して
もよい方は以下をご記入ください。

e-mail

F A X

■プレゼントの応募
里地里山文化プログラムにご参加いただき、アンケートにお答えいただいた方か
ら抽選で3名の方に、磯沼ミルクファームのギフトセットをプレゼントいたしま
す。応募される方は下記をご記入下さい。（12月17日（土）必着）
※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせて頂きます。

 〒
住　所

フリガナ
氏　名

ＴＥＬ

（当選者にはご連絡を差し上げます。日中に連絡のつく電話番号をご記入ください）
アンケートに伴う個人情報は、適正に管理し、本会議が開催する催し以外には使用致しません。

■どのプログラムに参加しましたか。

日程　　　　No.　　　　タイトル

他にもあればご記入ください。

■どなたと参加しましたか。（ひとつにチェック）
□ひとり　　□家族　　□友達　　□その他（　　　　　　　　）

※参加した人の年代。（参加者すべての年代にチェック）
□10歳以下　□10代　□20代　□30代　□40代　□50代
□60代　　　□70歳以上

■里地里山文化プログラムをどちらで知りましたか。
（ひとつにチェック）
□多摩・三浦丘陵 ウォーキングラリー
□多摩・三浦丘陵トレイル ホームページ
□本チラシ
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■里地・里山文化プログラムに参加しようと思った動機はなんで
すか。（あてはまるものすべてにチェック）

□プログラム内容に興味があった。
□里地里山の保全活動に興味があった。
□開催場所が近かった。
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域連携会議

平成30年度 里地里山文化プログラム アンケート票 12月17日（月） 
必着

ＦＡＸで本アンケート票を送信回答方法

http://www.tama-miurahills.com

多摩三浦丘陵トレイル

多摩三浦丘陵トレイルＨＰより送信
または 



FAX

FAX

11月３日
（土）

11月４日
（日）

11月10日
（土）

11月11日
（日）

11月17日
（土）

11月13日
（火）

11月18日
（日）

11月23日
（金・祝）

11月24日
（土）

11月25日
（日）

申込不要。9：30に黒川よこみ
ね特別緑地保全地区に集合。

小田急多摩線 はるひ野駅下車 徒歩１０分
黒川よこみね

特別緑地保全地区
希少植物植生地の

手入れ どなたでも 水辺のある里山を守る会

★左記へ事前申込（定員
20名）参加費1500円

多摩センター駅下車 徒歩7分
多摩市立

グリーンライブセンター
緑の探検隊 第8回

和紙作りにチャレンジ！
小学3年生～6年生
小学生低学年、小学生
以外の参加は要相談

多摩市グリーンボランティア
連絡会

多摩市立グリーンライブセンター
☎ 042-375-8716

★左記へ事前申込（定員
30名）

鎌倉駅東口から徒歩約20分御谷山林
（鎌倉市雪ノ下二丁目）みどりのボランティア 公益財団法人鎌倉風致保存会

☎ 0467-23-6621
※日・月曜定休

申込不要。直接現地へ みなとみらい線みなとみらい駅直結
クイーンズスクエア横浜１階

クイーンズサークル
よこはま森の楽校 どなたでも

どなたでも

横浜市 ☎ 045-671-2624

★左記へ事前申込 鎌倉駅東口から徒歩約20分
御谷山林

（鎌倉市雪ノ下二丁目）かまくら里山フェスタ
小学生以下の子ども
とその保護者（未就学
児は保護者同伴必須）

公益財団法人鎌倉風致保存会

★左記へ事前申込（抽選
30名）

京浜急行「金沢八景」駅 徒歩4分の三井住友銀行前のバス停から神奈
川中央交通バス「大船駅」「上郷ネオポリス」行バス乗車、約15分ほか

横浜自然観察の森、
瀬上市民の森ほか

つながりの森を歩こう 中学生以上
横浜自然観察の森
自然観察センター

☎ 045-894-7474
　 045-894-8892

☎ 042-798-2693
　 042-860-0830

★左記へ事前申込（定員
30名）参加費５００円

JR／小田急線「町田」駅より神奈中バス「小山
田行」にて「小山田小学校前」下車

鶴見川 源流保水の森（集合場所：上
小山田みつやせせらぎ公園調整池）

源流ウォーク「いるか丘陵とこ
とん巡り2018鶴見川源流編」

小学生以上。小学
生は保護者同伴

小学生以上。小学
生は保護者同伴

小学生以上。小学
生は保護者同伴

特定非営利法人鶴見川
源流ネットワーク

★左記へ事前申込（定員
20名）

JR横浜線古淵駅 徒歩20分
木もれびの森

（相模原近郊緑地特別保全地区）
森づくり体験

のこぎりを使った伐採と林内整理
小学校4年生以上
※中学生以下は

保護者同伴
NPO法人相模原こもれび

相模原市役所 水みどり環境課
☎ 042-769-8242

★左記へ事前申込（定員
10名）

青葉台駅下車 バス（2番乗り場） 「鴨志田団地」
行き終点下車徒歩1分（31系統） ほか

寺家ふるさと村四季の家
研修室

葛のつるで
かごづくり教室 高校生以上 寺家ふるさと村四季の家 ☎ 045-962-7414

親子 各回10組、1日4回。 JR高尾駅より徒歩20分陵南公園（いちょう祭り会場）シイタケ菌打ち体験 親 子（ 大 人
だけは不可）

八王子市 ☎ 042-620-7268

申込不要。10：00に寺家ふるさと
村四季の家に集合。（先着25名）

青葉台駅下車 バス（2番乗り場） 「鴨志田団地」
行き終点下車徒歩1分（31系統） ほか

寺家ふるさと村周辺
ふるさと村
ガイドツアー 小学生以上 寺家ふるさと村四季の家 ☎ 045-962-7414

★左記へ事前申込（定員
30名）

鎌倉駅東口から徒歩約20分
御谷山林

（鎌倉市雪ノ下二丁目）みどりのボランティア 公益財団法人鎌倉風致保存会

申込不要。9:30までに虹
の家に集合（先着20名）

舞岡ふるさとの森周辺ふるさとの森散策会 舞岡ふるさと村虹の家 ☎ 045-826-0700

親子 各回10組、1日4回。 JR高尾駅より徒歩20分

横浜市営地下鉄舞岡駅下車徒歩5分

陵南公園（いちょう祭り会場）

桜山中央公園

新治市民の森周辺

シイタケ菌打ち体験 親 子（ 大 人
だけは不可）

八王子市 ☎ 042-620-7268

申込不要。8：50に桜山中
央公園駐車場付近に集合。

JR逗子駅からバスで約10分イトーピア中央公園行
バス「桜山公園」下車すぐJR東逗子駅から徒歩25分

JR横浜線十日市場駅南口より徒歩15分（駐
車場はなし）

桜山中央公園の
草刈・清掃

にいはる自然じかん ３～６歳（未就
学児）とその親

男性ボランティアグループ
共生’95

逗子市緑政課
☎ 046-873-1111

にいはる里山交流センター ☎ 045-931-4947

★左記へ事前申込（定員
20名）

★左記へ事前申込（定員
30名）

青葉台駅下車 バス（2番乗り場） 「鴨志田団地」
行き終点下車徒歩1分（31系統） ほか

寺家ふるさと村周辺野草を観る会 小学生以上 寺家ふるさと村四季の家 ☎ 045-962-7414

★左記へ11/13までに申
込（定員30名先着順）

小田急線 生田駅下車 徒歩１２分生田寒谷特別緑地保全地区
かわさきの森づくり

実践編 15歳以上
川崎市・

（公財）川崎市公園緑地協会

川崎市みどりの協働推進課
☎ 044-200-2365

川崎市みどりの協働推進課
☎ 044-200-2365

申込不要。9：30に黒川よこみ
ね特別緑地保全地区に集合。

小田急多摩線 はるひ野駅下車 徒歩１０分
黒川よこみね

特別緑地保全地区
希少植物植生地の

手入れ どなたでも 水辺のある里山を守る会

★左記へ事前申込（定員
20名）参加費100円

多摩センター駅下車 徒歩7分
多摩市立グリーンライブセンター、多摩
中央公園、鶴牧西公園、からきだの道

光の丘水辺公園

グリーンボランティア講座の
体験会

自然観察会

高校生以上

どなたでも

多摩グリーンボランティア森木会、
多摩市グリーンボランティア連絡会

水辺公園友の会

多摩市立グリーンライブセンター
☎ 042-375-8716

光の丘水辺公園管理事務所
☎ 046-849-7650

川崎市

多摩市

鎌倉市

横浜市

鎌倉市

横浜市

町田市

相模原市

横浜市

八王子市

横浜市

鎌倉市

横浜市

横浜市

八王子市

逗子市

横浜市

川崎市

川崎市

多摩市

横須賀市
申込不要。9:30光の丘水
辺公園事務所下に集合。

京急YRP野比駅下車。バス①番乗り場でYRP行
き、センター下車徒歩4分

川崎市みどりの協働推進課
☎ 044-200-2365

☎ 0467-23-6621
※日・月曜定休

☎ 0467-23-6621
※日・月曜定休

どなたでも

日程 開催地 緑地名タイトル 対象 主催者 連絡先 参加方法
★は要申込み。 主なアクセス№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

子ども
or親子
参加可マーク

★左記へ事前申込（定員20
名）参加費300円。9:30
前田橋バス停集合。

前田川～湘南国際村
めぐりの森

前田川・
リバートレッキング 小学４年以上

三浦半島自然ふれあい楽校、
横須賀「水と環境」研究会（高橋）

☎ 090-5499-0831
046-835-2933

＊逗子駅からバス（長井、市民病院ゆき）＊横須賀中央駅
からバス（長井、市民病院ゆき）林乗り換え（逗子ゆき）

横須賀市
FAX

里地里山文化プログラム
下記に掲載した体験＆イベントは、お住
まいの地域以外でも誰もが参加できま
す。
事前にそれぞれの体験＆イベントごとに
お問い合わせの上、ご参加ください。
事前申込みが必要なもの、人数に限りが
あるもの、有料のプログラム等もあります
ので、ご注意ください。

体験・イベント実施一覧里地里山文化プログラム

８
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19

凡例

１

１

１

　 「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

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

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!

里地里山文化プログラム開催地

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。

アンケートにアンケートに
ご協力ください！ご協力ください！
里地里山プログラムに参加された方は、裏
面のアンケートにご協力ください。
多摩・三浦丘陵の緑と水景を保全していく
ための貴重なご意見として、今後の取り組
みに反映していきます。

アンケートにご協力頂いた方から抽選で3
名の方に、磯沼ミルクファームのギフト
セットをプレゼントいたします。

応募期間：11月3日（土）～12月17日（月）必着

詳細は裏側をご覧ください

“フロマージュケーキ＆ソーセージ詰め合わせ”
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