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201４年度丹沢大山ボランティアネットワーク総会の報告    

報告者 ＮＰＯ法人丹沢自然学校 小林 昭五 

平成 26年４月 12日（土） 県自然環境保全センターレクチャールームに於

いて、丹沢大山ボランティアネットワークの総会が開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然環境保全センター（厚木市七沢） 総会の様子（レクチャールーム） 

総会出席者の自己紹介から始まりました。 

小林昭五世話人会副代表の司会で総会が始められました。 

最初に世話人会代表杉山の挨拶、続いて来賓として、ご出席して頂いた、自

然環境保全センターの自然保護公園部長 山根様の紹介とご挨拶がありました。 

挨拶内容 

平成 16年から始まった丹沢大山総合調査をふまえ、県民連携協働事業は２

期目に入っている。「丹沢大山自然再生基本構想」に基づき、登山道の整備や

山ごみ対策、環境配慮型トイレへの転換が進んでいる。などのお話がありまし

た。 

 

次に司会の小林から杉山議長に代わり議事が進行しました。 

議題１ 「平成 25年度事業報告」 

説明 世話人会 住倉   全員挙手で承認されました。 

議題２ 「平成 25年度決算報告」 

世話人会会計の栗林より説明あり、次に監事酒井より会計監査結果

の報告が行われました。全員挙手で承認されました。 

議題３ 「平成 26年度事業計画」 

説明 世話人会 住倉   全員挙手で承認されました。 



議題４ 「26年度予算」 

世話人会 栗林より説明   全員挙手で承認されました。 

議題５ 「世話人会の改選」 

世話人会代表の杉山から説明と提案が行われ、全員挙手で承認され

ました。 

昨年までは、みろくの会よりも選出されていたが、今年度は事情によ

り辞退されました。今年度は１人少なくなり６人の体制で運営されま

す。来年度の世話人の選出に向けて、議論があり討論がなされました。 

来年度は少なくとも１名は補充したいものです。ボラネットの会員の

皆様方の御協力を御願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

来賓挨拶（山根部長）    丹沢自然学校の報告（佐藤代表） 

平成 26年度 丹沢大山ボランティアネットワーク 世話人 

名 称 氏  名 団 体 名 任期 

代 表 杉山 勉 グリーンタフ 平成27．４ 

副代表 小林 昭五 NPO法人丹沢自然学校 平成26．４ 

 小野 均 NPO法人四十八瀬川自然村 平成26．４ 

会 計 栗林 弘樹 丹沢ゴミ調査会 平成26．４ 

監 事 住倉 英孝 NPO法人神奈川ウォーター・ネットワーク 平成26．４ 

監 事 酒井 明子 NPO法人丹沢自然保護協会 平成 27．４ 

１年間大変ですが宜しく御願いします。 

 

平成 26年度 活動事業 

（１）水質調査 

実施日 平成 26年５月 

場所  丹沢大山地域 水場 22箇所 

内容  大腸菌等 10項目の水質検査 

（２）登山者調査 

（３）夏休み親子探検隊 

実施日 平成 26年７月 27日（土） 

場所  山北町皆瀬川 

内容  公募県民親子を対象に丹沢の生い立ちや水の大切さを学習する 



（４）西丹沢フィールド学習会  

実施日 平成 26年 11月８日（土） 

場所  西丹沢・犬越路周辺 

内容  動植物をテーマとしたガイド付き観察会と犬越路トンネル体験 

（５）外来種駆除活動 

実施日 平成 26年 10月 18日（土） 

場所  自然環境保全センター自然観察園 

内容  自然環境保全センターの池の外来種調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真左から「丹沢まつり」 「水質調査」   西丹沢県民の森 

 

（６）広 報 

  ①瓦版発行   年４回 

  ②活動報告書の作成 

  ③ホームページの更新 

 

平成 26年度 緑を育む集い実行委員会ボラネット団体事業報告会 

平成 25年度緑育む集い実行委員会ボランティア団体活動助成金を活用して実

施された事業について実施団体からの活動内容の報告です。 

 

ＮＰＯ法人北丹沢山岳センター  報告者 杉本氏 

神奈川県山岳連盟        報告者 松隈氏 

ＮＰＯ法人丹沢自然学校     報告者 佐藤氏 

ＮＰＯ法人四十八瀬川自然村   報告者 小野氏 

ＮＰＯ法人みろく山の会     報告者 久松氏 

 

各団体からＯＨＰ等の資料をふんだんに使用した、内容のある活動が報告され

ました。 

今年度も助成金を使用した、立派な活動が行われることを期待します。 

 



丹沢大山 ボラネット加 盟団体等 の活動情報  

平成 26年度丹沢大山ボランティアネットワーク団体事業 

丹沢大山登山環境意識調査中 皆様の御協力を御願いします。 

 

目 的 丹沢大山地域での登山にかかわる利用の実態、目的自然環境保全意

識などの把握の為のアンケート調査。 

期 間 平成 26年７月～11月 

対象者 登山者、山小屋利用者、ビジターセンター等来館者及び丹沢大山ボ

ランティアネットワーク団体加入者 

配布場所 西丹沢自然教室、大倉、ヤビツ峠、大山 

回収場所 記入したアンケート用紙は回収箱へ入れて下さい。 

      秦野、宮ヶ瀬、丹沢湖の各ビジターセンター、西丹沢自然教室 

 ヤビツ峠売店 大山観光案内所、鍋割山荘、尊仏山荘、 

みやま山荘、蛭ヶ岳山荘 

 

ＮＰＯ法人 丹沢自然保護協会 

森の学校～夏～ 

森での活動を通して、自然環境を学ぶ 

日  時   ８月12日（火）～15日（金） 

募集人数   30名（小学生～中学生） 

＊費用など詳細については、丹沢自然保護協会のＨＰをご覧ください。 

 

丹沢の緑を育む集い～丹沢での植樹活動～ 

日  時   10月25日（土） 

募集人数   100名 

参加費    1,000円 

 

ＮＰＯ法人 神奈川県自然保護協会 

「さがみ自然フォーラム」 

日  時   12月21日（日） 

場  所   厚木市文化会館 

県内自然保護団体交流および一般への広報の場として活動に関するポスター展示と 

ポスターセッション、及び里山に関する講演会を行います。 

現在参加団体を募集中 

連絡先   青砥航次 ☎046－222－2356 kohji.aoto@nifty.com 

 

 

mailto:kohji.aoto@nifty.com


丹沢の自然写真      写真提供 小林昭五 

 

 

 

 

 

                                   上写真 表尾根 

 

                                   左写真 キツツキ科の 

野鳥の跡 

 

                                   中写真 

戸川公園 風の吊り橋 

 

 

西丹沢の自然にふれあう会（通称 西丹会） 

緑あふれる魅力いっぱいの西丹沢へようこそ！ 

~さあ、一緒に歩きましょう。カモシカに会えるかも ~ 

「西丹沢の自然にふれあう会」では、毎月、西丹沢を中心に清掃登山を行っ

ています。軽いハイキングが出来る方、どなたでも、参加大歓迎です。2014

年８月以降の予定は次の通りです。 

集合の後、仲間の車に分乗して、目的地に向かいます。入会もビジター参加

も大歓迎です。参加費は一回千円です。詳細はお問い合わせ下さい。 

 斎藤   誠 tannbi1225mako729@t.vodahone.ne.jp 

 宮向井 勝 m.miya200@jcom.home.ne.jp 

 

月   日  行き先  集   合  
  ８/２３(土) 細川橋～日本杉峠～権現山

＊暑気払い 

バーベキュウ雨でも実施  

８時 ・新松田駅前 

駅前バス停  

  ９/２７(土) 犬越路/加入道の２班  ８時 ・渋沢駅南口  
 １０/２５(土) 野外活動センター～浦安峠～

大界木  
８時 ・愛甲石田駅北口  

 １１/２２(土) 石砂山  ８時 ・愛甲石田駅北口  
１２/２０/(土) 三国山  ８時 ・渋沢駅南口  

 

＜ 西丹沢の自然にふれあう会とは？＞ 

 “山を想えば人恋し 人を想えば山恋し” 

 「西丹沢の自然にふれあう会」は、西丹沢の自然をこよなく愛する 24名で

mailto:tannbi1225mako729@t.vodahone.ne.jp
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2000年６月に結成され、東海自然歩道６カ所の避難小屋を中心に清掃活動を

続けているボラ団体です。 

ここ数年、ゴミは、見た目にも減ってきております。丹沢のなかでも、とり

わけ自然が豊かな西丹沢の多彩な四季に魅了された仲間も今では、36名の大

所帯です。 

通称「西丹会」スタイルは、左手にビニール袋、右手に長バサミが定番。こ

の気取らないスタイルでワイワイガヤガヤと賑やかに、鳥や花を愛で、仲間と

の語らいが楽しみで、毎月１回の例会に毎回 10名以上の会員が参加していま

す。嬉しいことです。 

ただ、ひとつ悩ましいことは、いずこも同じ、会員の高齢化の波が押し寄せ

てきました。しかし、女性を中心としたパワーでなんとかはねのけています？ 

 来年は、結成して、15年の節目を迎えます。ゴミを御縁に集まった仲間と

これからも楽しく活動を続けたいと思います。 

 

ＮＰＯ法人野生動物救護の会 

１ ブナの森ギャラリー企画展 「傷ついた野生動物」 

場 所   神奈川県自然環境保全センター２階   

日 時   ７月１日（火）～９月28日（日） 

 

２ 秦野市立図書館パネル展示 「傷ついた野生動物たち」 

日 時   ７月26日（土）～８月28日(木） 

 

３ 夏休み子ども体験教室 「第４回 野生動物を学ぶ！」 

場 所   神奈川県自然環境保全センターにて（添付チラシ参照） 

日 時   ８月２日（土） 

 

４ 「羽根」講演会  ９月第３週日曜日（予定） 

 

５ 「動物フェスティバル2014 in おだわら」 

場  所   小田原アリーナ 

日  時   出展 10月５日（日） 

 

特定非営利活動法人 野生動物救護の会  

事務局：〒259-1306 神奈川県秦野市戸川1086番地の4 

TEL 0463-75-1830  

http://kanagawa-choju.sakura.ne.jp 

 

http://kanagawa-choju.sakura.ne.jp


 

 

 

丹沢大山ボラネット瓦版2014年７月号（通巻８９号） ７月１３日発行  

丹沢大山ボランティアネットワーク世話人代表  杉山 勉  


