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八団体	 合同総会開催

２７年度	 八団体重点業務・目標

都市緑化を考える会　　　　　　　　　　　　　　代表　上野　直彦
生物多様性保全、森林の重要な役割を考察し、都市の緑化促進を目指し、
2015年度は､東京の森の散策･自然観察･森林安息･森のアートを実施する
・8/30高尾山・9/27森林安息・10/25東京薬科大学薬草園・11/8森のアート
を計画、都度会報・ホームページでお知らせします

防災推進街づくり仲間の会　　　　　　　　　　　代表　武川　光男
1．会員１３０名目標
2．組織結束目標、ぶれることのない区域推進活動者５０名目標
3.区域内の自治会、町内会にたゆまぬ分担賛同活動

菖蒲:江戸錦

国分寺ふるさと会報 ホームページアドレス
	 http://npo-

kokubunjifurusato.jp/
で検索してください。

　合同連絡会議八団体の総会が、平成２７年６月１３日(土)午後３時３０
分から国分寺市恋ヶ窪公民館で開催され、
第１号議案　平成２６年度事業報告及び収支決算
第２号議案　平成２７年度事業計画及び収支予算
第３号議案　役員の選任　が承認されました。

国分寺市にふるさとをつくる会及び関連団体の平成２７年度重点業務計画
は、以下のとおりです。会員の皆さんのご支援をお願い致します。

特定非営利活動法人
国分寺市にふるさとをつくる会(会員数550名)　　理事長　前島　征武
1.森の自然塾事業:年度10回開催
2.森の教室指導者養成講座事業:毎月開催
3.森の観察会事業:指導者研修兼ね７回開催
4.グリーズ･ツアー･ウオーク:4月第一日曜日､11月最終日曜日と1回開催
5.ホームページを逐次更新し、活動状況を公知する

日吉町町内会　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　鹿島　義之
1.50名委員体制の継続による防犯パトロールを実施、抑止力アップを目指
　し、子どもの通学路、地域の防犯を重点とし活動する
2.小金井警察署発行のチラシを配布し、地域の防災防犯意識の向上を図る
3.「わんわんパトロール」の増強により、安全な町づくりを目指す

多摩に歩く会　　　　　　　　　　　　　　　　　代表代行　土田　秀郎
当会の目的は、健康の増進と会員の親睦・仲間づくりで、年4回の散策を実
施。今年度の目標は、
1.会員の結束と楽しい会の運営
2.スタッフの増員・次世代の養成
3.会員のネット網の構築
4.ホームページの活用

里山づくり仲間の会　　　　　　　　　　　　　　代表　近藤　洋
恋ヶ窪用水跡樹林地の手入れ作業(抜枝、除草、清掃)を、月の第一土曜日
の午前中に、５回/年程度行う

ふるさとの森自然観察会　　　　　　　　　　　　代表　小林　敏孝
西恋ヶ窪緑地を中心に、自然観察会や森の保全・維持管理活動、市民活動
団体との協働と支援活動を行い、明るく豊かな市民生活が出来ることを目
指す

森の教室インストラクター会　　　　　　　　　　代表　加藤　昌代
1.「指導者養成講座」上半期受講生１０名以上の確保
2.小学校「総合学習」「サマースクール」の支援
3.「野川源流域植物観察会」を９月、１０月、１１月に開催する
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特定非営利活動法人	 
国分寺市にふるさとをつくる会	 
　　　　　　　　　理事長　前島　征武	 

ふるさとの会年輪15年	 
　当会は平成１３年３月に発足し、１５年
５月に法人設立を経て、１５年の年輪を刻
みました。その定款は「自然林を残し子孫
に伝える」と要略します。子孫に伝える活
動では「子どものための森の自然塾」が毎
月ほど開催します。平行してその指導者の
研鑽と仲間づくりに「森の教室指導者養成
講座」を毎月開催しています。	 
　ですが、子孫に伝えようとする森の動植
物が、人の手によって消えていくことは悔
やまれています。教材の森の動植物は、
「地域の宝」と学びながら、周りで鎌を振
る方に「虫と雑草」と観られる様です。	 
　森の構造を考えると、森の生物に、ひと
つとして無駄がないと言われています。森
の生物すべてが貴重であり、子孫に「地域
の種を保全」し、将来に託したいと思いま
す。人を含めた生物は、共生し自然生態系
の森は財産です。今年度も多くの賛同者と
集い、地域環境対策の公益事業の寄与を目
指します。	 

確かな社会貢献を目指して	 
　　　　　　　　副理事長　白木昭憲	 
　私個人としては、将来を担う子ども達、
一方手助けを必要とする人に対する、何が
しかの社会貢献を目指し、現在障害者自立
支援に、障害者センターで携わっています。	 	 	 
	 それはさておき、上記に前島理事長が紹介
されている「森の自然塾」、その事業を支
える「森の教室指導者養成講座」は将来を
担う子ども達に関わる貢献の大きな一つと
思います。	 
　国は、「学校教育法」第二十一条	 二	 	 	 
学校内外における自然体験活動を促進し、
生命及び自然を尊重する精神並びに環境の
保全に寄与する態度を養うこと。と定めて
います。	 
　一方国立青少年教育振興機構が、今年５
月１日に公表した小学・中学・高校生対象
の自然体験に関わる調査結果では、自然の
中での遊びや地域行事への参加等、勉強以
外に様々な体験活動をしている子どもほど、
コミュニケーションの力やマナー、課題解
決力等の「生活スキル」が高い傾向にある
ことがわかったとしています。	 
　私たちがこのような事業に携われること
は極めて意義深い事と思います。　	 
	 	 



森の自然塾「遊び方隊」を開催しました

合同連絡会議　今後の行事予定

7月	 2日(木)多摩に歩く会

8:30	 西国分寺駅南口噴水前

8日(水)	 森の教室指導者養成講座

9:00	 恋ヶ窪公民館

森の教室運営委員会

13:30	 恋ヶ窪公民館

10日(金)	 Ｘ山等市民協議会

13:30	 市民プール３階会議室

11日(土)	 幹事団体執行部会議

9:30	 恋ヶ窪公民館

合同研修会

11:00	 恋ヶ窪公民館

合同連絡会議

13:30	 恋ヶ窪公民館

野川源流自然再生設立準備会

15:00	 恋ヶ窪公民館

12日(日)	 環境ひろば

10:00	 市民プール会議室

18日(土)	 日吉町町内会定例会

13:30	 第五小学校ランチルーム

19日(日)	 森の自然塾

8:30	 西恋ヶ窪緑地中央(参加者は9:30)

19日(日)防災推進の街づくり仲間の会

14:00	 定例会	 第九小図書室

24日(金)	 第九小学校サマースクール

10:00～

26日(月)国分寺市動植物調査

10:00	 姿見の池緑地

31日(金)	 会報配布準備

14:00恋ヶ窪公民館(印刷は13:30～)

日吉町町内会	 

警視総監団体功労賞受賞	 
　今般日吉町町内会活動の原点で
ある防犯パトロールで、警視総監
賞を受賞したことはメンバーに
とって大いに励みとなり、私個人
としてもやったと思いました。今
回の受賞は各委員の頑張りと、小
金井警察署の推薦、第五小学校の
協力を得て活動拠点ができたこと、
そして国分寺市が後援してくれた
ことなど、全ての条件が合ったた
め受賞できたと思います。今般、
井澤国分市長に表敬訪問して報告
できるチャンスを与えて頂いて、
本当に感謝しています。今後の活
動については、日吉町町内会の２
７年度事業計画通り実施すること
で、少しでもこの賞に恩返しでき
ると思います。町内会メンバーの
チームワークで頑張りましょう。	 

ふるさとの森自然観察会	 

神代植物園の散策と観察会	 
日時・集合場所	 
　平成27年7月15日(水)9時	 
　西国分寺駅南口噴水前	 
参加費:500円	 
　　　(保険料・入園料含)	 
説明:ボランテア	 吉永さん	 
申込締切:7月12日(日)	 
申込方法:往復ハガキに住所、	 
　氏名、年齢、電話番号を記入	 
申込先:〒185-0035	 
　国分寺市日吉町2-7-6	 
	 	 	 	 	 	 	 　　小林　敏孝　宛	 
※解散は12時自由解散	 

自然塾は心のオアシス	 
　森の自然塾リーダー　　　島崎　猛	 
　私は、今、羽村に住んでいますが、いろん

な団体に首を突っ込んでいます。それなりに
楽しんだり勉強したりしていますが、その中

で子ども達に接するのは主にスポーツ関係に
限り、一緒に学習することはありませんでし
た。今から１年ちょっと前、新聞記事の指導

者養成講座に応募したのをきっかけに、国分
寺の皆さんと親しくさせていただくようにな

りました。養成講座の｛森の遊び隊」になり、
先輩達にご指導頂いたりする機会が増えて、
Ｘ山の自然塾に参加するようになりました。	 

　先輩達の子供達に対する献身的な接し方を
目の当たりにして、心を揺り動かされ、同時
に心の安らぎを覚えました。次世代を担う子

ども達を、学校教育にあわせ、大人達が適切
に指導していくことが私達の役目であり、地

域社会の役目だと肝に銘じております。昨今
の少年犯罪の新聞記事を見るにつけ、子ども
達への接し方に、配慮しなければと感じてい

ます。これから、「森の自然塾」が永遠に続
いて、国分寺市に自然塾ありと世間に言わし

めるべく、継続してまいりましょう。	 

ふるさとの会２７年度役員体制	 
　理	 事	 長　前島　征武	 
　副理事長　白木　昭憲	 
　理　事　　武川　光男	 
　理　事　　村瀬　方郎	 
　理　事　　岡本　浜夫	 
　監　事　　金澤　誠一	 
　監　事　　縄田　敬二郎	 

(ビンゴゲーム)	 

エックスやま  

本社はＸ山に位置します  
自然環境保護に賛同  

賛助会員　TTEELL  00446622--332211--55444411  
  

国分寺市日吉町44丁目1133番22  
  

中央システム技研((株))  
代表取締役　川野　誠  
（長野県下伊那郡出身）  

--賃貸マンションからホテル経営--  
賃貸マンション11RR〜33LLDDKK  
貸事務所・貸店舗・月極駐車場  

随時入�居者募集  
  

電話004422((557766))66665566  
FFAAXX004422((557733))22447744  

  
〒118855--00003322  東京都国分寺市日吉町11--3366--55  

アメニティコウユマ第1144ガーデン  

株式会社　日吉興業  

信州の自然を取り入�れています  
建築コンサル  

（ふるさとの会会員無料相談）  
  

賛助会員　文京区向�丘11--55--77  
  

((株))大気一級建築士事務所  
電話  0033--33881122--66223366  
FFAAXX  0033--33881122--66662233  

知事登録  
般--2244第111188000033号  

一般建築お引受け  
田中工務店  

八王子市美�山町11884477--11  
電話•･FFAAXX　004422（665511）

11228855  

エックス山の野鳥調査	 
森の自然塾リーダー　　岡本　浜夫	 
　リニュウアルした「森の自然塾」は４月

の"春のはなさがし"５月が"草笛への挑戦"な
どアイディアが盛り込まれ、子ども達の心を

掴み、明るく楽しい中、同伴保護者からも称
賛されました。	 
　６月の森の自然塾「エックス山の野鳥観

察」エックス山に生息する野鳥の名前や、固
定種の地鳴き・さえずり・なわばりを主張す

る声も聞き分けられないプッレッシャーで、
５月の塾が終了した翌日から、PCと向き合い
「野鳥に関するネット調査」で悩みました。	 

　しかし、知識と経験豊富な心強い仲間の力
に救われ、バード・コールの工作とバーコー
ドから発する鳴き声でエックス山の"野鳥観

察疑似体験"は、エックス山をめぐり、"バー
ド・ウオッチング"の実体験にも役立ちまし

た。	 
　一連のプログラムを、子ども達は楽しみ喜
んで頂けましたが、組んだプログラムがタイ

トになり、進行面で押し気味となり反省して
おります。	 

　今後、反省点や課題を次回にいかし、プロ
グラムの工夫と、関係者の行き届いた心がけ
で、更に子ども達が自然への理解と、心を引

き付けられる"明るさ"と"笑い声"が絶えない
自然塾の継続を、望んでやみません。	 

　最後に、	 主役の子ども達のために参加さ
れた、自然塾スタッフとご同伴いただいた保
護者のご指導とご協力に、感謝いたします。	 

	 


