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市民活動しています！

～台峰の自然と共に人の輪を広げたい～
台峰は鎌倉中央公園に隣接する古来里山としてあった緑地で
す。暮らしの形が変わったことで里山としての機能を失い、個
人の手を離れ市の所有となる中、荒廃し鬱蒼とした山になりま
した。2000 年代初頭、台の川上克己さんが見るに見かねて一人
で下草刈りを始めたことがこの会の始まりです。徐々に賛同者
が増え現在は常時 10 名から 20 名ほどが月 3 回の手入れに参加
しています。その顔ぶれも何代も前から台に暮らす方、自然が
好きな方、親子一緒に参加する方とここ最近ますます多彩にな
っています。年代も幼児から 80 代までと大変幅広く、それぞれ
の体力経験に応じた作業を無理なく楽しく行っています。
「応援

北鎌倉・台峰緑地保全会
左から葉山さん、川上さん、伏尾さん、内山さん
後ろは古田さん

しているよ」という賛助会員は 50 人を超えています。台峰を訪
れる方からは「山が明るくなった」、「防災、防犯上も安心」と
の声をいただいています。山に光がはいったことで絶えたと思
われていた貴重なキンランが復活したことも嬉しい成果です。

https://kitakamadaimine.wordpress.com/

さらに次世代に里山の景観や自然とのかかわりをつなげたいと
いう想いでさまざまな山遊びを提供してきました。過去には山
崎小学校の 5 年生を対象に手入れの実際をレクチャーと実演で
伝える講座も行いました。

右下の写真は北鎌倉駅、円覚寺を遠望できる「見晴
らし」
。ここでお月見をしたり初日の出を見たり。
春は六国見山から円覚寺にかけて桜の海に！

このような活動が評価され今年度は「2021 年日本自然保護協
会」の「日本自然保護大賞入選団体」に選抜され、会員一同名誉
なことと喜んでいます。保全会は地域のコミュニティの活性化
にも一役買っています。保全会の活動を通じ小さい頃から台峰

リレートークとは：鎌倉市で

に親しんできた子どもたちが台峰を中心とした舞台での季節ご

市民活動に取り組む人とその

との行事を自主的につくりだし、創造性を発揮しています。

団体にスポットをあて、活動

中心メンバーの自宅を開放しての年２回のお餅つきでは 200

の様子を紹介するコーナーで

名近い人が集まります。コロナが治まり行事が再開されること

す。鎌倉らしい活動をされて

を皆待ちわびています。近年台地区に子育て世代の転入が増加

いる方、地道にコツコツと頑

していることにはこういう地域の雰

張っておられる方がお近くに

囲気にも影響されていると思います。

いらっしゃいましたら、リレ

これからも台峰を中心に自然ととも

ーの輪に加わっていただきた

に人の輪をつなげていきたいと思い

いと思います。是非、お知らせ

ます。

ください。

（広報担当

橋本慈子）

シリーズ②

「つながり“発火点”」
ヨ リ ド モ 所 属 団 体

（現在以下の学生団体が加盟しています）

「つながり発火点」では、団体同士がつながることによって地域課題の解決への道が開けたり、新しい
生活文化が生まれたりする、そんなリアルな発火点＝現場を紹介していきます。
第２回目は学生団体のプラットフォーム「ヨリドモ」です。

KNGs

学生団体

「鎌倉で何かしたい！」学生の想いをカタチにする若き市民活動家たちの現場をご紹介いたします。

鎌倉を中心に SDGs に対応した活動を行う学生団
体です。ビーチクリーンイベントや学生向けコミ
ュニティプラットフォーム、小学生向けワークシ
ョップなどのプロジェクトを行なっています。私
たちは繋がりを大切にしています。そして環境問
題や社会課題に対し、より大きく、より早く、よ
り面白くインパクトを与えられるように日々活動
しています。

鎌倉 CM 選手権優勝の海人。高校生防災士の玄。
3.11ALL 鎌倉実行委員会で出会った 2 人が鎌倉の防
災の為に立ち上がり、今ではサポーターの皆さんや
自治会の方々と危険個所を回って動画に収める活
動や、地域の方々から要請を受け、防災講習や訓練
を実施しています。中高生が自分の町や、大切な人、
そして自分の命を守りたいという思いで繋がって
います。防災初心者もサポーター大募集です！

「ヨリドモ」の事務局で「学生団体 ニューコロンブス」の長沼 直志 さんにインタビューをしました。

● コロナ禍で地元の若い仲間が集まって生まれた「ヨリドモ」！
― ずばり「ヨリドモ」とは何でしょう？
ヨリドモは「学生団体や学生同士が繋がれる場所」であり、
「その繋がりを利用してやってみたい
ことを実現していくための仕組み」です。
もとより、個々の団体でやるより連携してという価値観で作られた仕組みですが、団体向けだけでな

玄海

く、現在では個人の参加も考えています。
個人ではできないことも仲間がいて居場所が有れば実現できるというイメージです。
―「ヨリドモ」の名前の由来は？
源頼朝から命名しました。親しみのある名前で「寄る」「友」「共」の意味も込めてメンバーで話し
合って決めました。

学生団体 s4S

―「ヨリドモ」きっかけは、何だったのでしょうか？
市民活動センター長の西畑さんに「センターに新規登録する学生団体が増えているので団体同士つ
ながってみたらどうか？」とお声掛け頂いたのが一番最初のきっかけです。
― 長沼さんはニューコロンブスのメンバーですよね
はい。ニューコロンブスは、腰越中学校の同級生を中心に、コロナ禍で大学に行けなくなり、地元
で何かすることはないかと、活動を始めました。腰越の古民家を拠点に、宝探しゴミ拾い(MiiGo ミー
ゴ)や映像制作活動、それから、「NPO 法人 鎌倉広町の森市民の会」との協働で鎌倉広町緑地の里山

こんにちは！学生団体 s4S です！
私たちは、
「SDGs を広く広めよう」をモットー
にし、皆さんに SDGs を知ってもらうためにこ
の学生団体を立ち上げました！
主に、海岸清掃や、LGBTQ 問題を核に活動をし
ています。高校生の底力を見せつけます！よろし
くお願いします！

保全活動も行っています。

● 始動！学生会議

学生団体 New Columbus
「可能性のスタート地点」を理念に、何かやり
たいと考える学生の最初の一歩を生み出すコミ
ュニティです。鎌倉市を拠点にやりたいことの
モチベーションを地域社会に還元できるように
活動しています。
メンバー：28 名(高校生〜大学生)男女比 6:4
主な活動：宝探しゴミ拾い「MiiGo（ミーゴ）
」、
ヨリドモ、鎌倉映像製作、ご年配にスマホを教
える会、里山・緑地保全

― ５/８に開催された学生会議はいかがでしたか？
環境、防災、ジェンダー等、社会課題に取り組んでいる高校生、大学生が集い、これからヨリドモ
でどんなことをしていくのか、実現に向けてのディスカッションをしました。また、夏休みに第２回
学生会議を開催予定です。
― 長沼さんの夢をお聞かせください

挨拶宣隊オウエンジャー

ヨリドモ、ニューコロンブス、僕自身に共通する夢は、居場所
づくりです。第１の居場所「自宅」
、第２の居場所「学校」
、
そして第３の居場所、サードプレイスを鎌倉につくることが夢です。
今、大学４年生で来年３月に卒業しますが、ヨリドモを鎌倉の
学生の第３の居場所として残していく、それが夢です。
― 若い目線で考える鎌倉の課題をお聞かせください。
若い人材が東京の大学に行き東京の企業で働き…と鎌倉から出ていってしまっていることですね。

挨拶宣隊オウエンジャーは「人と人とを繋ぐ」と
いう活動理念のもと、街に挨拶を広めることによ
って、より強い地域コミュニティを形成し街の人
の幸福度に貢献することを目的として活動してい
る団体です！主な活動は月 1 で駅前での挨拶運
動、挨拶を広めるムービー制作(ドラマ、アニメ
ーション)などを行なっております。

Aprendo（アプレンド）
上映会が可能な SDGs 関連の映画自主上映会を開
催したいと思っています。他者への理解を深め、
自分の人生を変える映画をみつけるきっかけが作
れればうれしいです。上映会会場募集中。

鎌倉で働きたくても仕事がない、ということでしょうか。
― 読者の皆様へメッセージをお願いします
鎌倉で何かしたい学生の皆さんには「居場所はヨリドモにある！」ということ、団体さんには「市民
活動やイベントの際、ぜひ、学生にも声をかけて下さい。そして、もし、学生に居場所を提供してもい
いよ、という方がいらっしゃいましたらお願いします」ということです。

yoridomo@gmail.com

P4 に問題があります！
＜鎌倉検定問題回答＞
A1：瓶ノ井（つるべのい）
A2：金色
A3：建長寺

新規登録団体のご紹介
（ 令 和 3年 5月 末 日 現 在 ）

西鎌倉 CONNECT（コネクト）

学生団体 玄海（ゲンカイ）

多世代の人と人をやわらかく、心地よくつな
ぐ活動・事業を行うことで多様で持続可能なコ
ミュニティをつくり育て、鎌倉の西側エリアを
中心とした地域を「楽しく」
、
「面白く」、
「元気
に」活性化することを目的として発足しました。
イベントは、Facebook ページで告知しているた
め、ご興味のある方はぜひアクセスして下さい。
https://www.facebook.com/24conne

私たち中高校生ならではの企画で、防災をより身
近に知っていただくための活動をしていきます。動
画を通じて各地域の危険個所や避難のコツを発信す
る、住民と地域を視察し、学校で同世代に向けた情
報発信をする、災害用品の紹介、各種防災訓練の実
施、各企業と連携した防災普及など。楽しく学べる
防災のプログラムを実施、又は実施予定です。

全国 B 型肝炎訴訟神奈川弁護団

かまくら桜の会

B 型肝炎被害者の個別救済、救済制度の改善、
医療助成の拡充、肝炎への差別や偏見を防ぎ、
ウイルス性肝炎患者が暮らしやすい社会の実現
を目指す活動をしています。肝炎患者に最新の
医療情報を伝える医療講演会や患者交流会など
の活動を行っています。
https://bkan-kanagawa.com/

鎌倉の自然保護を目指し、桜の植栽並びに花植え
による、まちの美化を図る活動をしています。年に
数回、若宮大路などに季節の花を植える「花の植栽」
活動を 40 年以上行っています。また若宮大路、鎌倉
歴史文化交流館前、永福寺跡、本覚寺境内に桜の植
樹「桜植樹」活動を行っています。

＜鎌倉検定予想問題＞
6 月はアジサイの季節ですね。アジサイで有名なスポットに関連した問題です！
Ｑ1：通称アジサイ寺ともいわれる山ノ内にある明月院。境内には約 2500 株の青色のアジサイで埋め尽くされることから「明月
院ブルー」と呼ばれています。その明月院には、内部の形状から名前が付いたという井戸（鎌倉十井の一つ）がありますがその名
前とは？
Ｑ2：境内のあじさい路に色とりどり多種のアジサイが鑑賞できる長谷寺も人気のアジサイスポットです。本尊の造立から 1300 年
の記念の今年、山門の赤い提灯は別の色のものにかけ替えが行われました。観音様とご縁のある色なのですが、さてその色とは？
Ｑ3：鎌倉七口の一つ、亀ヶ谷坂切通しは近年人気のアジサイスポットです。その名前にあるように、「昔、亀がこの坂を上ったも
のの、急な坂道のため頂上まで行くことが出来ずに引き返した」という伝説があり、それから亀返り坂(かめかえりさか)と呼ばれるよう
になり、それがいつからか亀谷坂と呼ばれるようになったと伝えられています。さて、この伝説の中でこの亀は、どこのお寺から来たと
伝えられているでしょうか？

＊お知らせ＊
パートナーズは次号で通算 100 号を迎えます。特別企画を検討しておりますので今後のパートナーズ
に関するご意見、ご提案、昔の思い出エピソードなどありましたらぜひセンターまでお寄せください。

編集後記：若きパワー溢れるヨリドモの取材をさせて頂きました。私自身は学生時代、難民に日本語を教えるボラ
ンティアをしておりましたが、ヨリドモの素晴らしいところは、自ら団体を立ち上げ、団体同志を繋ぎ、鎌倉のま
ちに貢献しているところ！今後のヨリドモに期待！皆様もまちでヨリドモを見かけたら応援してあげて下さいネ。
薫風裡青年は夢語りたる
斎藤紗綾
ＮＰＯセンター鎌倉
〒248-0012

鎌倉市御成町 18-10

ＮＰＯセンター大船
〒247-0061

（たまなわ交流センター１階）

FAX：0467-61-3928

TEL/FAX：0467-42-0345
：

団体

鎌倉市台 1-2-25

TEL：0467-60-4555
：

令和 3 年 6 月 1 日現在 1 利用登録団体数：320

※ 利用登録団体の登録内容（連絡先・代表者・活動内容等）
に変更があった場合は、速やかにお知らせください。

