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養成講座風景

ふるさとの会出会いに感謝	 
　　ふるさとの会　理事	 武川光男	 

　特定非営利活動法人国分寺市にふる
さとをつくる会(略称ふるさとの会)６
月通常総会で理事再任の指名を受け身

が締まる思いです。	 
　ふるさとの会は、Ｘ山を中心に「自

然林を保全し子孫に伝える」ことを方
針とします。周りでは、Ｘ山を、やや
もすると聞こえがいい里山でもない当

地を　「里山」と位置づけ、伐採・下
刈りは残念でなりません。	 

　随分と以前のこと、国分寺第七小学
校の大勢の子どもたちを、Ｘ山に案内
しました。Ｘ山に入った途端、「わ～、

いい空気だ」「気持ちい～」の言葉は、
今も耳に残ります。この「いい空気」
は、森の高木や低木・下草から立体的

に森の「いい空気」づくりをしている
からです。また、動植物の生存の場所

です。会員の樹木医伊藤好秋様は、
「森の樹の一本枯れたら100本植えろ」
と常々言われました。この様に「人」

だけの地球と思わずに、多くの生物と
共に「命を大切にする」地球人である

ことを念願し、皆さまとの出会いに感
謝します。	 

森の自然塾に想いをよせて	 
　　理事	 自然塾責任者	 岡本浜夫	 

　日曜日の午前中、子どもたちが興
ずるゲームや草笛体験に"笑い
声"と"はしゃぐ声"が西恋ヶ窪緑地樹

林(通称エックス山)に響きわたる。	 
「森の自然塾」も今年で１４年を迎

え、エックス山を体験フィールドに
市内小学校主体の子どもたちを対象
に開催しております。	 

　この課外授業は国分寺市教育委員
会の後援のもと、全国自然体験活動

指導者認定委員会(NEAL)のリーダー
並びにインストラクターの資格を有
する指導者たちが、自然塾の課題・

反省点を改善しながら現在の「森の
自然塾」を継承しております。	 
　多くの指導者の知恵とノウハウを

引き継いだ我々の責務は「森の自然
塾」継続は勿論のこと、都会の中の

貴重な体験の場であるエックス山を、
市の緑地整備方針を尊重しつつも、
時代とともに変わる近隣環境との整

合性を保ち、次代の子どもたちへの
自然樹林地を残す役割の一端を担う

事ができればと心に念じております。	 
	 

理事に就任するに当たって	 
　　　　　　　　理事　村瀬　方郎	 

　私は理事職に就く前は監事職を平成
２５年から担当していたので、３年弱
の期間について役職を経験してきたこ

とになる。監事職は、活動業務を監査
し、理事が執行した業務を監査しなけ

ればならない。ボランタリー業務につ
いては複雑であり、理事が業務を執行
し、監事が理事が執行した業務を、監

査することで職務の権限がきめられて
いる。	 

　それでは、監事は業務を履行しなく
てもよいのか。監事も業務をこなして
いるのが実態であり、理事と監事の業

務分担が、明白に区分されて業務が履
行されている訳でもない。その理由は
人手不足にあると考えられる。いずれ

にせよ理事は理事職の担当業務を責任
を持って担当し、履行しなければなら

ない。これは紛れもない事実である。
業務を取り進めていくための決意は、	 
①極力明るく進めることにしたい。	 

②業務を進める人が自らやる気をだし	 
　て進められるよう、環境づくりをし	 

　たい。	 
	 

｢国分寺市にふるさとをつくる会｣	 
	 　　を振り返って!	 

　　　　　　　　監事	 金澤誠一	 
　私もこの会に監事として就任してか

れこれ１３年位になります。長い年月
には、色々な問題点も発生しました。
しかし、その都度理事長が先頭に立ち、

皆を引張り、会員の努力により会が継
続してきました。理事長として、毎週

のように自分のアイデアを皆の前で発
表してきましたが、人が足りない、役
所が思った程協力してくれない・たま

には対立する。どの様にすれば、皆の
協力が得られるか等々、大変な苦労で

あったと思います。今振り返えれば、
この１０年という年月は、会にとって
尊いものであり、有形無形の財産であ

ります。	 
　今年からホームページも立上げ、会
員相互の一体感も盛り上がってきたこ

の貴重な財産経験を今後どの様に活か
しきれるか、この１年問われるだろう。	 

　野川源流再生準備会も新しくスタッ
フ、人材も集めていく。	 
　１０年後を振りかえれる様な継続可

能な人の和を作り上げたいと思ってい
ます。　　　　	 

　	 

全国体験活動指導者５名認定	 
ふるさとの会森の教室運営委員会	 

　今年6月に全国体験活動指導者認
定委員会から受講者５名が、自然体
験活動リーダーとして、資格認定さ

れた。	 
	 資格者は、白木昭憲氏、嶋崎猛氏、

伊達人教氏、長谷慎太郎氏、船木康
行氏の５名である。	 
　特定非営利活動法人国分寺市にふ

るさとをつくる会(略称ふるさとの
会)は、平成１６年から「森の教室

指導者養成講座」を開講し、安全に
留意した自然体験活動、自然保護、
環境教育など幅広い知識に体験を通

し、会得をめざした。その活動から
自然体験活動推進協議会の認定を受
け、受講者の最初の資格者は平成１

９年から輩出する。	 
　ふるさとの会から認定者は、リー

ダー資格者４３名、インストラク
ター資格者１６名となる。ふるさと
の会役員全員ほど資格認定者で構成

されるが、資格者として驕ることな
く、森の自然塾など社会貢献をめざ

す。	 

「森の教室指導者養成講座」	 
受講者募集!	 

今年9月から始まる指導者養成講座の
受講者を下記要領で募集します。	 

日程:27年	 9月9日・10月14日・	 
　　　	 	 	 11月11日・12月	 9日	 
	 	 	 	 	 28年1月13日・	 2月10日(計6回)	 

　　	 ※資格取得には全て出席が必要	 
時間:午前9時～12時30分	 

講師:各専門分野の先生	 
場所:国分寺市恋ヶ窪公民館	 
受講料:	 3,000円(全6回コース)	 

申込方法:8月30日までにはがきに	 
　　　　	 住所・氏名・電話番号・	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 年齢・申し込み理由を記入	 
申込・問合わせ先:	 
	 	 〒185-0032	 国分寺市日吉町3-7-8	 

	 	 090-6937-8070　岡本　浜夫	 
　注:募集人員は、先着30名	 	  
　 	



8月の行事予定　	 

1日(土)日吉町町内会定例会

17:30	 シルクハット

3日(月)動植物調査

10:00	 西恋ヶ窪緑地

3日(月)「八王子城址」下見

9:00	 西国分寺駅集合

8日(土)幹事団体執行部会議

9:30	 恋ヶ窪公民館

合同研修

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

11日(火)多摩に歩く会	 

スタッフミーティング

13:30	 恋ヶ窪公民館

12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	 

16日(日)森の自然塾

8:30	 西恋ヶ窪緑地中央

(参加者は9:30)

環境ひろば	 10:00～12:00

10:00	 室内プール３階会議室

23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(月)野川源流自然再生設立準備会

13:30	 恋ヶ窪公民館

31日(月)会報配布準備(印刷は13:30)

14:00	 恋ヶ窪公民館

水鉄砲に"満足"

森の教室指導者養成研修会募集	
　Ｘ山を中心に地域の自然観察や伝承

について体験研修会に参加者募集。同
時に、自然体験活動推進協議会関係演
習や足元の野川源流の自然と伝承を、

体験します。特に初参加者募集。	
	

開 催 日:  8月25日(火)、  9月22日(火)	
　　　　 　  10月27日(火)、11月24日(火)	
集合場所: 西国分寺駅南側広場	

集合・解散時間: 9:30～15:30	
持物：筆記用具、昼食、飲物、敷物・雨具	

参 加 費：全参加でも千円	
申 込 先：加藤昌代042-321-7736	
     又は、TAX042-326-2654事務局宛	

「研修会申込」と記し	
氏名・住所・電話番号	
締 切 り：8月16日(日)厳守	

Ｘ山に「子どもの歓声を!」	 
　　リーダー	 青梅市	 長谷慎太郎	 

	 新生「森の自然塾」が４月から始ま
り、探検隊の担当は７月でした。暑い
季節に子供達が喜ぶ遊びは何か?と考

えたところ、幼少期の「暑い」＝「水
遊び」が浮かんできました。そーだ、

水鉄砲だ。・・・	 
　子供の頃の記憶もあり「竹」さえ有
れば簡単に作れると思い作り方を検索

し、いざ試作品を作ってみると連戦連
敗で自分の顔に逆噴射です。ポイント

はピストン棒の間に巻く素材です。最
後に最良の素材に行きつきました。そ
れは、スキマテープでした。(特許も

のです)指導者養成講座の仲間に青梅
まで来ていただき「竹水鉄砲」の事前
準備を行いました。	 

　当日は、台風１１号の影響を心配し
ておりましたが、素晴らしい天候に恵

まれ、大人も子供も「作るよろこび」
「遊ぶよろこび」を体験しエックス山
に大きな歓声が響き渡りました。これ

からもエックス山が子供達の歓声の森
でありますように!。	 

「エックス山の	 
おもろい名前植物探検捜索」	 

指導者	 目黒区	 田中由美子	 
　７月の自然塾プログラムの１つは、

面白い名前の植物を紹介して、子供達
に植物への興味を深めてほしいと考え
たものでした。	 

　これは、メンバーとエックス山を歩
いた時に、なんとなく変わった名前が

多いよね～?という感想を持ったこと
から生まれたプログラムです。改めて
調べてみると、随分沢山あり、どれを

取り上げるか困るほどでした。ただこ
の時期、名前の由来となった花や実が、

観察出来なかったものもあり、現物を
見せられるものだけを、選択すれば良
かったと反省しました。	 

　「水鉄砲で遊ぼう」のプログラムは
お天気にも応援され、子供達も本当に
楽しそうで、嬉しかったです。	 

　この春入会して数ｹ月の私ですが、
なんとか活動が出来たのは、リーダー

の長谷さんの綿密な計画と指導のもと、
事前準備にも参加して下さった自然塾
のスタッフの皆様のサポートのお蔭と

感謝申し上げます。	 

徹底した事前準備が	 
　　　子供たちの満足を呼ぶ	 
	 	 	 　	 	 指導者	 国分寺市	 綿貫清明	 

　朝からの炎暑にも拘らず、Ｘ山の豊

かな木々の緑陰で、藪蚊が少々気にな
るものの、子供たちには心地良く活動
することが出来ました。	 

　「珍しい名前の植物探し」について
は、子供たちが興味を持つよう工夫・

事前準備を徹底したこともあって、あ
ちらこちらで熱心に説明に聞き入る様
子が見られましたが、一部の男の子に

とっては、昆虫の方に関心があるよう
でした。少し地味な企画だったかもし

れません。	 
　「水鉄砲作り」については、事前準
備が綿密だったこともあって、大いに

好評でした。短時間の内に全員が一生
懸命頑張って見事な作品を完成させ、
的当ても成功させました。子供たちは、

皆が満足そうでした。	 
　子供たちと接しながら思うことは、

どのようにしたら一人ひとりに新しい、
興味深い発見と体験をさせることがで
きるか?	 友達同士や大人たちと、どの

様にして楽しく、有意義な時間を共有
できるか?などでした。	 

森の自然塾「探検隊」開催　 27年7月19日 

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  


