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小田原市環境ボランティア協会 監事 国島 明宏
平成２５年８月３日（土）に酒匂川の河川敷で約５，０００発の色とりどりの花火
が打ち上げられ、夜空を綺麗に彩りました。
翌４日（日）に花火大会時の散乱ごみを協会として清掃しました。参加人数は
１４人程度でした。今年の花火大会は、風向きにより小田原大橋の付近に花火
の燃えかすが殆ど落ちておらず、代わりに小田原大橋の西側の川岸には、多く
のゴミが落ちていました。
ごみが何箇所かに整理されていましたが、その付近にもごみが多数落ちてい
ました。せっかく、ごみが集められているのだから、ごみは持ち帰っていただき
たいと思いました。

小田原市環境ボランティア協会 会長 西島 摩瑳顕
平成２５年８月４日（日）に開催された、小田原みなとまつりで漁港周辺の清掃活動を行いました。総勢２３人の参加がありました。そ
の中で小田原市立城山中学校の生徒から感想をいただきましたので、ご紹介します。
小田原市立城山中学校 ３年生 脇山 翼 さん
今回のみなとまつりクリーン作戦では、前回の酒匂川のボランティアよりも多
くの生徒が参加しました。このことから、城中生のボランティアへの意識が高ま
っていると言えるのではないかと思います。みんなで一生懸命掃除を行いまし
た。これを普段の生活にも生かせられればいいなと思いました。
当日嬉しかった事は、掃除をしている時に周りの方々から声を掛けられた言
葉でした。「ありがとう」などの感謝の言葉や「頑張って」などの応援の言葉をい
ただき、ボランティアに参加して良かったなと思いました。
ボランティアに参加するということは、地域に貢献することだと思うので、これ
からもボランティア等に積極的に参加していきたいです。

小田原市環境ボランティア協会 会長 西島 摩瑳顕
平成２５年８月１１日（日）の午前に酒匂中学校の生徒とその保護者、総勢約５０人で酒匂海岸の西湘バイパス南側壁面の落書き
消しを実施しました。当日は、猛暑にも関わらず皆で一生懸命取り組みました。参加した中学生ボランティアの感想をご紹介します。
学校からのお知らせを見て、海岸の落書きは見たことはなかったので、
消した方がいいと思い、参加を決めました。当日は、大変暑かったので、
落書きを消すために使った薬品の匂いもつらかったです。
落書きは、少ししか消せなくて、悔しい気分になったのと同時に、落書き
をする人の無責任さに腹が立ちました。今後、涼しい時期に落書き消しが
あれば、また参加したいし、ごみ拾いのボランティアもやってみたいです。
（酒匂中学校２年生）
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初めてボランティア活動に参加して、落書きを書
くのは簡単でも、それを綺麗にするのはとても難し
いことだと改めて知ることができました。海でとても
暑い中、作業をして汗がすごかったけれど、自分
のやった所は落ちたので良かったです。やりがいを
感じたので、またボランティアに参加してみたいと
思いました。（酒匂中学校３年生）
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まちをきれいにする会 額田 忠
今回は８月２６日（月）に県西地域県政総合センター企画調整課の呼び掛けにより、箱根
ジオパークの一環として湯河原町のジオサイトの一つ「しとどの窟（いわや）」周辺及び温泉
源泉施設資材倉庫の落書き消しを実施しました。湯河原まちづくりボランティア協会、湯河
原町及び箱根町並びに県西地域県政総合センターの職員と、私たちまちをきれいにする
会の総勢１６人で２班に分かれて取り組みました。
１班は「しとどの窟」バス停から公衆トイレ前までの約５０メートルのガードレールの落書き
消しを行いました。２班は温泉源泉施設資材倉庫のシャッター及び物置のトタン板の外壁
を担当しました。
当日は暑さもやわらぎ１班の作業は、ガードレールの古い落書きに溶剤を塗り、スポンジた
わし（ワイヤブラシ）でこすり、更に雑巾で拭きとって消しました。参加されたボランティアの
方々は、ご高齢の方が多かったにも関わらず、初めての経験とは思えないほど一生懸命に
取り組まれ、予定の時間を大幅に上回り、最後に白ペンキまで塗られ見事にきれいに消され
ました。
２班の温泉源泉施設資材倉庫のシャッターやドラム缶、物置のトタン板の外壁も見違えるよ
うにきれいに消されました。

小田原市環境ボランティア協会 会長 西島 摩瑳顕
第１５回城下町おだわらツーデーマーチに先立ち、１１月１０日（日）にツーデーマーチに参加される皆さんに「きれいなまち 小田
原」をアピールするため、小田原市街や東海道（国道１号線）周辺の３ｋｍ程のコースの清掃をおこないました。
当日は７時頃雨がぱらっと降り、風が一時的に吹き、天気予報は１２時より雨と放送されていましたので、コースを少し短縮して、参
加者５５人で活動しました。
結果は１日曇りでしたが、皆さん充実感を得たと思います。私たちの活動を見て、市民の方が「ご苦労さん」と声を掛けてくれまし
た。良いことを一つずつ積み上げることの大切さが大きな良い結果を生みだすことでしょう。

ホットピュアさがみ 代表 今井 ヤイ子
尊徳記念館における「地球環境と水・健康フォーラム」は、地球環境＝水環境＝生
命の環境を学習しています。水は、生命の源ですが、ほとんどが海水で私たちが使え
る水はわずか０．０１％、水と共にある自然界の仕組みをもっとよく知り、水意識を高
めようと動く市政教室に参加しました。
市政教室では、いこいの森、遥か太
平洋を望む一夜城歴史公園、酒匂川河口にある神奈川県内広域水道企業団・飯泉取
水管理事務所を暮らしの中の水環境を学習しながら、青い空を見上げて思いを抱きま
した。
「今おきている地球上の問題を解決するには、水の環境・地球環境を考える上で化学
的、物理的、生物的な見方が必要、地球が苦しんでいる現状を理解してもらいたい。皆
さんに地球の味方になってほしい。」（朝日新聞１０月２９日より）は「水とは何か」を考え
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てみようと大きくスペースをとって読者に語りかけていました。
酒匂川水系５０周年の基調講演をされた、国際ジャーナリストの蟹瀬誠一氏は CO2 も温暖化も大切だが、水はもっと大事と語られて
いました。幸いにして、私たちは宇宙から地球を見ることが出来る時代に生まれ、水の量「地球こそが故郷」の宇宙飛行士の感じ方は
混迷する環境問題に意識改革を促してくれる。
まったなしの限界にきている地球は、私たちがいのちとどのように向き合うのかを問いかけています。２０１３年の青い空に白い雲の
広がる市政教室は心に残りました。

小田原市環境ボランティア協会 会長 西島 摩瑳顕
１１月１６日（土）と１７日（日）に第１５回城下町おだわらツーデーマーチが開催されま
した。当日は素晴らしい天候に恵まれ、両日で全国から約９千人のウォーカーが参加し
ました。変化にとんだ景色や歴史ある街の風情を楽しみ、地元の方々との触れ合いによ
り、楽しい思い出が出来たと確信しています。
ゴールでは、抽選や毎年恒例の皆さんへの美味しいつみれ汁を提供し、疲れを癒し
ていただき、元気になって帰宅されていました。私たちはウォーカーの皆さんに「気を付
けてお帰り下さい。来年もお待ちしています。」と声掛けをしました。担当者一同、夢中で
つみれ汁容器と箸を洗い、再資源化に向けて頑張りました。
ウォーカーの皆さん全員が道路は綺麗でしたと答えていました。このことは皆さんの協力と努力だと思っています。
城下町おだわら

城下町おだわらツーデーマーチのボランティアに参加された方の感想をご紹介します。
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２日間の天気が良かったです。出発点に集合のウォーカ
ーの皆さんの態度がやるぞという気持ちが入った勢いを感
じ、自分に伝わってきました。
いってらっしゃい・おかえりなさいの声を出すことが大変良

つ
み
れ
汁

い気持ちです。私達の環境衛生係の活動も疲れなくでき、
楽しかったです。（杉山 登さん）

第１５回おだわらツーデーマーチは、１１月１６日、１７日の２日間小田原城址公園をゴール
に開催。
１日目の１６日にボランティアとして参加しました。環境ボランティア協会の作業は、例年通り、
帰還した参加者にサービスするつみれ汁の容器・箸の回収です。
午前８時には「国府津の海きれい研究会」の仲間たちとスタート・ゴール地点の銅門広場に到
着。さっそく環境ボランティア協会西島会長以下１０数名のメンバーで受け入れ準備を始め、作
業は①食べ終わった発砲スチロール容器と箸を参加者から受け取って食べ残しかすを捨て、
②容器と箸をすすぎ洗い、③拭いて水滴を落し、④容器を５０個くらいずつにまとめてビニール
袋に詰め、⑤箸を段ボールに収める・・・・といった５つの分担で進めています。
早めの弁当ランチをすませて、１２時過ぎから１６時ころまで、およそ５，０００人を相手にほと
んど休む間のない忙しさだった。しかし、ウォーカーの皆さんの「御馳走様。ありがとう」という一
言にボランティア活動のやりがいを感じました。（国府津の海きれい研究会 中野 千廣さん）
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**********イベントのご案内**********

*******小田原市からのご案内*******

環境美化促進重点地区啓発キャンペーン

和留沢わくワーク村プロジェクト会員を募集！

小田原駅を中心とした環境美化促進重点地区の清掃活動を行
いながら、きれいな街、良好な生活環境をつくる啓発キャンペ
ーンを行います。
【日時】 １月１６日、２月６日・２０日、３月６日、４月３日・１７日
１３：３０～１５：００雨天中止
【集合場所】 小田原駅西口駅前ロータリー（北條早雲像前）
【持ち物】 軍手
【主催】 環境ボランティア協会
【連絡】 西島 （２３－３７４０）

市では手付かずになった土地を再生するため、じゃがいも、そ
ば、玉ねぎなどの栽培を地域の方や子どもたちと行っていま
す。活動の参加者を募集しています！
【活動内容】
・月に１回程度の農作業
・随時行っているイベント（収穫祭）への協力等
【場所】 久野４８７０番５０
【対象】 農作業（主に土・日）等にご参加いただける方
【登録方法】 下記の連絡先までお電話で。
【連絡】 和留沢わくワーク村実行委員会 事務局
小田原市環境政策課環境政策係 （３３－１４７２）

国府津海岸クリーン作戦
ボランティアが協力して海岸の清掃活動を実施します。
【日時】 １２月１５日（日） ８：００（集合）
１時間程度の作業
雨天中止
【集合場所】 ＪＲ国府津駅前方の海岸
【作業場所】 国府津海岸
【服装】 軍手、動きやすく、汚れてもよい服装
【主催】 ＮＰＯ法人国府津の海きれい研究会
【連絡】 代表 野村 孝一 （０９０－３０９４－５０１４）
【備考】 今後の清掃スケジュールは以下のとおりです。
①平成２６年２月１６日（日）８：００～
②平成２６年４月２０日（日）８：００～

夢が咲く、マイ花壇オーナーを募集！
酒匂川左岸・小田原大橋付近の土手に整備した花壇のオーナ
ーを募集します。
４月にはシバザクラとマツバギクがピン
ク色の花を綺麗に咲かせます！
【作業内容】
・登録いただいたマイ花壇の草取りや花の補植
・植栽イベントへの参加
【市の支援】 用具の貸与、ボランティア活動保険、間伐材でで
きたマイ花壇用看板の提供（＊デザインはお任せします）。
【対象】 市内に在住・在勤・在学の個人、市内に事業所を有す
る事業者、市内を主な活動地とする市民団体など。
【登録方法】 市役所、支所、連絡所、ホームページで配布（配
信）している申請書にご記入の上、環境政策課に提出。
【連絡】 小田原市環境政策課環境政策係 （３３－１４７３）

落書き消しのボランティアを募集します！
小田原市内において、５年前から落書き消しの活動をボランティ
アで実施しています。
活動を開始してから、徐々に落書きの数も減ってきてはいます
が、まだ歩道橋やガードレールなど目に付くところに落書きがさ
れてしまいます。
そこで毎月の活動（不定期）に、ぜひご参加いただける方を募集
します。みんなの手で小田原のまちを落書きが一つもない綺麗
なまちにすることを目標に活動してみませんか。
実施日や活動の内容等につきましては、下記のお問合わせ先
までご連絡ください。
【持ち物】 汚れてもよい服装・軍手
【お問合せ】
小田原市環境ボランティア協会 西島 （２３－３７４０）

生ごみ堆肥化推進事業 新規参加者募集
市内在住のかたで、ご家庭で段ボールコンポストによる生ごみ
の堆肥化に取り組めるかたを募集します。無料で一式配布しま
す。（現在既に実施している方には交換基材を有料にてお渡し
できます。）詳細については、下記までお問い合わせください。
【連絡】 小田原市環境政策課ごみ減量推進係 （３３－１４７１）
小田原市生きごみクラブ 代表 浜野（０９０－５７８１－０７８８）
◎エコポストの製作（写真や絵画、広告制作等）にご協力いた
だける方を募集しています。ご興味がある方はぜひお問合せく
ださい。また、イベントや活動紹介などの掲載をご希望の方は
事務局（３３-１４７２）までご連絡ください。
【発行】 ２０１３年１２月１５日
【発行責任者】 小田原市環境ボランティア協会会長 西島摩瑳顕
【編集】 環境ボランティア協会広報担当
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