
4 月の定例作業日(4/27)は、 

快晴･晴、前日の冷たい北風に変

わって、程よい南風で爽快な日

となりました。 

この日の参加者は、ところざ

わ倶楽部の｢体験参加｣者を迎え

て、総勢 23名。 

ラジオ体操、写真撮影の後、

林内班 10名、ゴミ拾い班は 13

名で作業開始。 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 [4/27 集合写真] 
 

林内班の三浦さんからの報告

です。 『定例の活動日は、とこ

ろざわ倶楽部から大勢の方達が

参加される日、朝から抜けるよ

うな青空と幸先が良い。 

この季節はカルチャーパーク

にとって一年で一番心ときめく

季節だ。新緑が徐々に濃い緑に

変わりつつあるが、見上げると

コナラの梢の葉越しに見える青

空は感動的だ。小径の脇には｢今

が旬よ｣とばかりに自己主張す

るキンラン、ギンラン、さらに

は子育て中の野鳥のさえずりと

相俟って、さながら森の三重奏

の感がある。 

コロナ禍の非常事態宣言下な

がら、集合時間には｢ところざわ

倶楽部｣ののぼり旗を持った大

勢の人達が集まってくれた。ふ

るさと公園応援隊と合わせ総勢

23名となった。この日の｢とこ

ろざわ倶楽部｣の参加のいきさ

つは、コロナ感染防止行事の屋

外活動の推進の一環として、カ

ルチャーパークの再生維持活動

ボランテイアの定例作業に体験

参加しようと企画してくれたも

のだ。かつて市公園課との協働

作業以来の大人数、それだけに

受ける側として悩ましいことも。

それはソーシャルデスタンス。 

作業はもちろん、ラジオ体操、

集合写真で、三密回避の確保は

大丈夫だろうか、などなどであ

る。しかし、何とか理解を得て

無事に終えることが出来安堵し

た。両代表の挨拶後は、いよい

よ具体的な行動と班編制だ。 

作業は大きく二班、一班は公

園内外の廻りゴミを拾い集める

班、もう一班は林内作業で主に

樹木伐採、枝葉を収集車が収集

できる場所まで運搬する班の二

班だ。 

結果、林内班は 10名、ゴミ拾

い班 13名は 3グループ 3経路に

分かれて行動となった。ゴミ拾

い班は相当量の収集が予想され

るのでリヤカーを引いての出発

となった。 

さて、林内班 10名は、チェン

ソー3台、刈り払い機 2台、枝

剪定用の太丸その他一式を準備

し作業地に着いてから簡単なミ

ーテイングをした。 

今日の作業は、①太い倒木の

玉切り、②常緑樹の伐採、③管

理道路脇の草の刈り払い、④枝

葉の運搬と処理だ。作業着手前

の安全対策や留意事項として、

終業時間は 11時半、器械による

作業と人力作業に於ける安全距

離の確保、各自の体力に応じた

作業、作業時間 30分毎に 10分

程度の休憩を採る、水分補給は

各自の判断とする、伐採は危険

が伴うことから 3人態勢で行う

などなどなど概略を説明した。 

林内作業は運搬など人力頼み

の要素が強く、参加人数が多い

ほど捗るので、10人参加は貴重

な戦力だ。ただ肉体労働が伴う

ので、誰にでもお勧めは出来な

いところだ。 

ところざわ倶楽部から、常緑

樹の伐採に挑戦された方がおり

ましたが、さぞかし慣れない重

労働で、帰宅後、腕や足腰が筋
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キンラン・ギンランの咲く森に 

ところざわ倶楽部｢体験参加｣者を迎えて･･  



肉痛を起こしたのではと心配に

なった。 

林内作業に従事し楽しいのは、

何と言っても樹木を伐採し片付

けをした後の景色が変わること、

それと達成感だと思う。人それ

ぞれの楽しみ方が味わえるのも、

自然の持つ強みかも知れない。 

ところざわ倶楽部の皆さん、

今回の体験に懲りずまた参加し

ていただきたいと思います。大

歓迎です。皆さんお疲れ様でし

た。』 

 

 

 

 
       

[4/27林内班集合写真] 
 

 

 

 

 

 
 
 

[4/27 林内作業] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

[4/27 キンラン] 
 

ゴミ拾い班は、3グループに分

かれ作業。第一グループは、東

西通りからサッカー場通り、湿

地、霊園通り、｢薮中ごみ｣、中

央通りです。第二グループは、

林内作業地、第二駐車場、桜木

神社通り、｢薮中ごみ｣、中央通

り・東西通りです。第三グルー

プは、リヤカーを引っ張り、東

西通り、東京狭山線、桜木神社

通り、湿地、｢薮中ごみ｣、中央

通りです。 

まずは、①班班長の水島さん

からの報告です。 『好天に恵ま

れ絶好のボランティア日和にな

りました。 

ところざわ倶楽部から大勢の

人たちが体験入隊され、賑やか

な、そして活気のある一日とな

りました。 

私たちゴミ拾い隊は 3つのグ

ループに分かれ活動して、大量

なごみを拾い集めることが出来

ました。今日も大漁です。 

今まで気になっていた藪の奥

深くに散見されていたゴミも、

積極的にかき集めて、ほとんど

取り除かれほっとしています。 

これもところざわ倶楽部の人

たちが応援に来てくれる限りは、

本気を出して動くぞと覚悟を決

められた成果だと、今さらなが

ら感謝の気持ちが湧いてきてい

ます。 

こうして大勢の人たちでのボ

ランティア活動を通じて、不法

投棄されたゴミを拾い集めるこ

とが、単にカルチャーパークの

景観を良くして環境の改善に寄

与することにとどまらない意義

を感じました。 

私たちの活動をより広めてい

くための他のグループへの呼び

かけや、もう一歩踏み込んだ行

政との取り組み方など、考えを

巡らせています。 

環境問題は大きな問題です。 

まだまだ勉強しなくてはと、

良い汗をかいたのと同時に、私

たちに何ができるのか、何をし

なければならないか、を考えさ

せる有意義な一日でした。 

ネット調べたら不法投棄禁止

のシンボルマーク（環境省、所

沢市）が見つかりました。 

 

 

 

 

この面からの取り組みも考え

ていく価値があります。』 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

[4/27ゴミ①班集合写真] 
 

次いで、②班班長のフミリン

さんからの報告です。 『4月

27日は普段の「ふるさと公園応

援隊」定期活動に、「ところざわ

倶楽部」事業部から会員 16名の

方が活動体験として参加された。 

「所沢の自然と農業」サーク

ルの方の中には、林内作業や農

作業サポーターの経験者もいら

して、ゴミ拾いだけではなく林

内の整備作業にも加わっていた

だいた。 

当日の天候の心配はありまし

たが、案の定、いつものように

晴天に恵まれ、新緑が目に爽や



かな中、そよ風に吹かれながら

散策気分で作業が始まりました。

林の中のふかふかな落ち葉を踏

みながら、キンラン、ギンラン

も見つかりました。 

第 2駐車場から桜木神社まで

はほとんどゴミはありませんで

した。いつもは桜木神社通りの

カルチャーパーク側には、ビン

や特にコーヒーの空き缶、お弁

当ゴミが混入されたレジ袋がい

くつも捨てられていることを参

加者に話しながら進みました。 

神社には「疫病退散」祈願の

お札がありました。私もコロナ

感染の一刻も早い収束をお願い

しました。 

神社側の笹薮の奥深くに捨て

られた大量の大きなゴミ袋はす

でに数ヵ月前に発見してました。

しかし、ゴミ拾い班の 3，4人で

は太刀打ちできる量ではなかっ

たため、この体験会の参加者の

手を借りて、所沢市？のマナー

の悪い方の存在の再確認と、人

出の応援を期待して、この機会

に片付けることをメンバーで申

し合わせていました。 

笹を切りながらどんどん藪の

中を進み、手渡しでゴミを藪の

外へ出し、袋に詰めなおしてリ

ヤカーで運搬しました。袋はリ

ヤカーに山済みになり、引き返

して 2度運ぶ気にはならなかっ

たので、積み残しの袋は 1人ず

つ両手に提げて管理棟前まで運

びました。 

参加者の大きな手助けがあっ

たお蔭で、予てからの笹薮の中

のゴミはすっかり運び出すこと

が出来ました！ 本当に助かり

ました。 

そして、参加者の感想は 

・「何でこんな笹薮の奥まで運

んでわざわざ捨てるんだろう？

考えられない！ひどいね～！」 

・「所沢に住んで 40年、初め

てカルチャーパークに来ました。

全員マスクを掛けてのゴミ拾い

体験でした。新緑が柔らかく、

キンラン、ギンランが咲き始め

てました。コロナウイルスを忘

れた半日でした」 

・最初はゴミが何もなく感心

していましたが、終了時間近く

なって大量のゴミを発見？し、

びっくりしました。今日は所沢

がこのようなボランティア活動

などで支えられていることを実

感しました。新緑の中、キンラ

ン、ギンランなどの観賞も出来

て、良い体験会だったと思いま

す」 などでした。 

笹薮奥深くに捨てられた悪臭

が立つゴミをきれいに片付けら

れたことは最高に良いことでし

た。来月、またゴミが捨てられ

ていませんようにと祈るばかり

です。』 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

[4/27ゴミ②班集合写真] 

第三グループは、ミッチャン爺

から報告します。 

『林内班からリヤカーを受け

取り、東西通りではキンランや

ギンランを見ながら進み、東京

狭山線沿いでは大型ごみ(自転

車の残骸など)を回収して、桜木

神社通りの｢薮中ごみ｣まで早く

行こうとしました。ところが、

東京狭山線までたどり着くと、

前回(4/13)巡回の時はみられな

かったゴミが結構あって、予想

以上に時間をとられました。 

湿地には寄りましたが、今回

はかなり乾いた状態でした。 

桜木神社通りと霊園通り-サ

ッカー場通りの交差部から、桜

木神社方面を眺めると、｢薮中ご

み｣のあたりで、①・②班が作業

中なのが見えました。急いでそ

ちらに向かいました。以下①・

②班の報告通りです。 

ただ、最後に一人で残って薮

奥の片づけをしたあと、通りの

南側を見ると、だいぶ残ってい

るゴミがありそうでしたが、低

いっぱいなので戻ることにしま

した。』 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

[4/27ゴミ③班集合写真] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

[4/27 ゴミ集約] 

  



～～～～～～～～～～～～～ 

4 月の第二作業日(4/13)は、 

朝 8時前、表を通る中学生が傘

をさしており、南側の窓に雨滴

が付くほどの降り方・・ 

「あれ～、予報よりだいぶ早

いな～」と慌てて「作業を控え

ましょう」とメールしました。 

念のため、予定時間前に現地

に赴きましたら、雨も止んでい

ました。そしてお二人が見えて

おり「気になっているところを

少しやりましょう」ということ

になりなした。 

ミッチャン爺はかわらばんを

管理人さんに渡し、巡回をした

うえで帰りました。巡回コース

は、巡回は、東西通りから東京

狭山線へ、サッカー場を経由し

て湿地へ、霊園通りを見たあと

桜木神社通りから第二駐車場を

へて、戻りました。 

湿地は、「やや湿り気」状態で

した。ゴミはあいかわらずでし

た。 

そして、家にかえりつくころ

は薄陽もさしてきましたね～。 

教訓、「急な雨は慌てずに現地

判断にする」でした。 

当日参加者は 3。林内作業 2

名、巡回 1名。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 [4/13 集合写真] 
 
 

4/13の林内作業についての、

三浦さんからの報告です。 

『この日の参加者は代表を含

め 3 人と少なかった。無理も無

い。出かける時間帯に雨が降っ

ていたから判断に迷い諦めるの

は仕方の無いことだった。 

代表は園内巡回と決まり、残

る 2 人で出来ることは何かと考

えた時、咄嗟に思い浮かんだの

が、かねてから懸案の東京狭山

線のコリドー脇から入った所。

その先右折し産廃処理施設方向

へ向かう直線部。さらに右折し

フラワー通り迄の坂道（F=G=O）

の園路の両側の刈り払いだった。 

この部分は市による手入れが

十分行き届かず、笹や草木が伸

び道幅を狭めており、日昼 1 人

で散策するには怖い感じのする

通りだったので、とても気にな

っていた。 

いつか人が通る道幅だけでも

広げて明るくしたら散策する人

も怖がらず通って貰いたいと考

えていたので、この機会に是非

と提案し急遽実現したもの。延

長はおよそ 300ｍ位、時間内迄

に出来る範囲でやることでスタ

ートした。 

作業してまもなく、珍しく女

性 5 人連れが通り声を掛けられ

たので、「ここをよく通るのか？」

と尋ねたら、1 人だけ 2 回目「で

も 1 人では怖いので今日は仲間

と一緒にきた」とのこと。 

「そうですよね、怖く感じま

すよね」「私達はボランテイアだ

が少しでも明るくしたいので今

日作業をしているのです」「そう

ですかありがとうございます」

と感謝された一幕がありました。 

ほぼ二時間近く作業した結果、

リヤカーが楽に通れる幅になっ

た。これで懸案が一つ解決した。 

12 時に目処がつき、事務所に

戻る途中の東屋でさっき会った

5 人連れと再会、女性達から声

を掛けられ、さっきのお礼にと

手づくりの草餅（蓬はクリーン

センター産、小豆は北海道産）

を頂戴する幸運に恵まれた。 

勿論お礼に近くに咲くキンラ

ン、ギンラン、マムシソウの場

所を教えてあげました。 

追記 「知っていましたか？」

3 月に竣工を迎えた管理棟、そ

して築山はそのままの状態？で、

この後どのような仕上げに成の

だろうかと関心を持っていまし

たが、判明しました。 

○広報ところざわ 5 月号、5

面で所沢カルチャーパーク築造

事業予算 2 億 1、275 万円。 

内容は自然を感じながら、子

ども達の冒険心をかき立てる築

山を整備、同時に園路、駐車場

の整備を進めるとありました。 

また、杉田所沢市議の通信に

よると、具体的に令和 3 年度に

は築山に芝生を張り、築山の中

心から長さ 41ｍのローラー滑

り台とクライミングネット？の

大型遊具が造られる予定とあり

ました。』 

 
  

  



～～～～～～～～～～～～～ 

新型コロナの予防措置として、

以下を基本とします。 

・間隔をとっての行動。 

(集合写真･体操･作業) 

・マスク着用：ただし、息苦

しくなったら、他から距離を

とって外し、深呼吸。 

・作業間隔の短縮・水分補給。 

・使い捨て手袋または終了直

後に洗える手袋など使用(特

にゴミ拾い)。 

なお、石鹸・消毒用アルコ

ールは準備しています。 

・当面、定例作業日の食事会

の休止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～ 

新型コロナ発生時の対応策 

①毎回参加者名簿(連絡先電

話番号入り)を作成し、代表が保

管する。 

②次の場合その都度、代表へ

連絡する。(発信元は伏せて参加

者に知らせる) 

イ.症状があり、医師から検査

を指示された場合。 

ロ.検査を受けた時。 

ハ.検査結果と医師・保健所の

指示 

③陽性者が出た場合、求めら

れれば、参加者名簿を保健所・

公園課に提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～ 

5 月の作業予定 

作業内容:ごみ拾い･林内作業 

＊持ち物：手袋、タオル、 

 雨具、飲み物、 

念のため、保険証・お薬手帳など 

 

＊荒天など天候不順の場合は、 

現地にて判断します。 

判断に迷うときは、深澤まで

[090-8014-3310]連絡下さい 。 

 

6月の予定：6/15 、6/29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地点名 イ  現在のデイキャンプ場 

ロ  湿 地 

ハ  現在のサッカー場 

セ  特養、グループホーム 

ス  産 廃 

E  交差点「開発」 

  W’  交差点「牛沼」 

通り名 X-E-X’ 県道東京狭山線 

W”-A-W’  市道 カルチャーパーク通り 

Y-W’-Y’  国道  

園内通り名 

（仮称の 

たたき台です） 

A-B-C-E   桜木神社通り 

D-C  霊園通り 

C-F  サッカー場通り 

B-L-K  中央通り 

L-F-G  東西通り(L-F:フラワー通り) 

G-H  東通り 

K-J-I  農道 

I-H 産廃裏通り 

カルチャーパーク周辺平面図 
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園内の通りの名称は仮称(たたき台)です。 

皆さんからの御意見をお寄せください。 
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＊この「応援隊」は 

所沢市民大学 18 期「都市の

環境」講座の受講生が呼びか

けて始められました。 

“所沢カルチャーパーク”

が、「平成 11 年度基本構想」

にのっとった公園として発

展・整備されるように見守

り、応援してゆくことを目指

し、2011 年 10 月より活動を

はじめました。 

定例作業は毎月最終火曜日 

まずはゴミ拾いと散策から

取り組んできましたが、現在

は「森の再生」をも念頭に置

き、作業内容も広げ始めてい

ます。 

どなたでも参加できますの

でお気軽にどうぞ。 

追加の予備作業日について

は、「かわらばん」でお知ら

せします。 

＊お願い 

「かわらばん」の発行は、

定例作業日(毎月最終火曜日)

の翌月10日となっています。 

参加された皆様、写真や感

想メモのあるかたは、翌月の

５日までに深澤まで送って

ください。よろしく。 


