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１６７号

新しい年を迎えて 	 
	 	 	 	 	 	 	 ふるさとの会監事	 金澤誠一 	 
	 新しい年を迎え本年もよろしくお願
いします。	 
	 私はふるさとをつくる会監事及び野
川源流自然再生設立準備会の座長を
努めています。X山には武蔵野に僅か
に残る貴重な動植物が存在していま
す。	 
　隣接地には湧水や水源涵養林とし
て国分寺市の宝があります。	 
今日まで国分寺市役所、X山市民協議
会等にも出させてもらっていました
が、最近体調不良でイベント等に参
加できずにいます。	 
　私は事務所を文京区に構えていま
すので、諸官庁や助成金事業関係や
関連講演会には体調を考慮し参加し
ています。	 
　仲間の和を広げるため、今年は私
の仲間が森の教室指導者養成講座を
受講はじめましたので宜しくお願い
します。	 
　新しい仲間もだいぶ加わり大変心
強く思います。	 
　ふるさとの会結成時より自然破壊
が進み、森の様子も変化しているよ
うです。生物多様性、地域の種の保
全、水源涵養林などこれ以上壊され
ないように、仲間になられた皆様の
協力が得られるように祈り、新年の
あいさつとします。	 
 	 

	

「東京防災」に基づく計画の作成	 	 
	 	 防災推進街づくり仲間の会	 植原茂次	 　	 
	 	 東北大震災による巨大災害の経験
により、我が国の発展を阻害する首
都圏直下型大震災を懸念する声が高
まり、加えて地球温暖化による巨大
台風・	 豪雨・土砂災害・火山災害等
も関心を集めています。	 
	 東京都は昨年、これらの諸災害に関
するきめ細かな対策について「東京
防災」という小冊子を発行しました。
これに基づき、個人的には防災対策
を講ずれば良いのですが、災害発生
は地域の地理・地質等の環境特性と、
作用する災害力によって、その様相
を異にします。	 
	 この冊子には、国分寺市の地図に、
避難所、避難場所、給水拠点、災害
拠点病院等も示されておりますが、
地域の住民にとっては、更なる実際
の対応が必要です。	 
	 そこで我々の仲間は、対象地域の自
然的条件、社会的構成、災害の状況、
備蓄物資の量と場所、弱者救援手法
と設備、災害情報の的確な把握と提
供等、具体的な必要性と実施につい
て、本地域の防災計画・運営方法を
確立する必要性があります。	 
	 そこで、連合防災会を拡充し、実行
して参りたいと考えております。是
非皆さんに本会への参加、ご協力を
お願い致します。	 

原点はＸ山にあり	 	 
	 	 	 	 ふるさとの会監事	 縄田敬二郎	 

「国分寺市にふるさとをつくる会」
の出発点はＸ山にあり、活動の中心
は常にＸ山にあります。	 
　平成１４年に市有化され今日に
至っていますが、時の原動力はＸ山
の自然保全に賛同された多くの市民
の皆様と運動の中心になった「ふる
さとの会」の会員の人達です。	 
　Ｘ山は国分寺市の市街地にありな
がら多くの動植物があり湧水の原点
地でもあり、学術的にも自然の宝庫
でもありま	 す。当会は６００名近く
の会員の皆さま	 と「ふるさとの会」
を中心として「日吉町町内会」をは
じめ七っの関連団体があり、各々の
分野で協力し合い活動しております。
活動の範囲、内容は異なりますが中
心は市民の皆さま、会員の方々また
地区の人達であり、そして各団体の
協力も頂き成果を上げております。
最近のＸ山の状況は色々の点で変化
しております。十数年前の風景とは
大きく異なり、周囲の伐採も進み萌
芽更新地区もあり歩道も整備されて
おります。	 
	 今後もＸ山の樹林保護、環境の保全
等に関心を持ち対応するには会員の
方々関連団体の皆様方に「Ｘ山」に
常に足を運んで頂き状況を把握し、
積極的に提言されることをお願い致
したく存じます。常に当会の活動の

原点は「Ｘ山」に在ります。 	

シンビジウムの花期	 
　　	 	 里山仲間の会代表	 近藤　洋	 

永年育てているシンビジウムの今シ
－ズンの花芽の数は、４鉢に１２本
とまずまずであった。しかし、出芽
が例年になく遅く、１１月から１２
月になった芽も多かった。最も早い
芽は１月10日ころには咲き始めてい
るが、遅い芽の花期は3月から4月に
なる。これだと花期が花の少ない冬
場に楽しめるというシンビジウムの
利点の一つが失われてしまう。	 
　猛暑の影響か、管理が良くなかっ
たのか、その原因は判然としないが、
来シーズンへの課題である。	 

「森の教室指導者養成講座」募集のご案内	 
　　　　　　　　　　　　　森の教室インストラクター会代表	 加藤昌代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 

　当会は雑木林で動植物を観察しながら、自然体験活動を取り入れて生物多
様性や生態系森の大切さを学んで貰うために、子供達と向き合う指導者を養
成する講座を開催しています。	 
　各専門分野の先生方に、指導法・指導技術・安全管理などを学びます。未
来の子供達のために、この講座に参加して下さる方を募集します。	 
	 
日　時・・平成２８年３月９日～２８年８月１０日毎月第２水曜日	 
　　　　　　午前９時～１２時３０分	 
場　所・・恋ヶ窪公民館　	 
受講料・・３、０００円（６回分）	 
先　着・・３０名	 (２月２５日締切)	 
申込み・・ハガキに住所・氏名・年齢・応募の動機を記入	 
ホーム・・http://npo-kokubunjifurusato.jp	 
ページ　　又は国分寺市にふるさとをつくる会で検索ください。	 
申込・問合先：〒１８５－００３１国分寺市日吉町４－１５－４　加藤昌代　　	 
　　　　　　　☎０４２－３２１－７７３６	



ホームページは、

・npo-kokubunjifurusato.jpまたは、

・国分寺市にふるさとをつくる会

 で検索ください。

2月の行事予定

5日(金) 防災会仲間づくり委員会

14:00 恋ヶ窪公民館

6日(土) 恋ヶ窪村用水周辺緑地整備     

9:30 恋ヶ窪村用水跡

国分寺市環境シンポジウム     

13:00 国分寺Ｌホール

9日(火) 多摩に歩く会定例会

13:30 恋ヶ窪公民館

福祉体験プログラム(防災会)   

10:40 第九小学校

10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

12日(金) 多摩に歩く会下見（大宮公園等）

9:00 西国分寺駅集合

13日(土) 幹事団体執行部会議

10:00 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

15:30 恋ヶ窪公民館

20日(日) 日吉町町内会定例会

13:30 第五小学校ランチルーム

21日(日) 森の自然塾

8:30 西恋ヶ窪緑地中央

環境ひろば 

10:00 室内プール３階会議室

防災推進の街づくり仲間の会

14:00 定例会 第九小図書室

22(月) 野川源流自然再生設立準備会

13:30 恋ヶ窪公民館

29日(月) 会報配布準備(印刷は13:30)

14:00 恋ヶ窪公民館

昨年は日吉町町内会飛躍の年	 　	 
日吉町町内会会長代行　西浦茂光	 　	 

　日吉町町内会は、毎週水、土(第２を除く)、	 月(毎月１回)、水、月は	 
小学校の下校時間に、土は空巣の多発時間に合わせて防犯パトロールを実
施しております。平成１３年に発足し、紆余曲折を経て１４年、参加人員

も	 
１０～１８名	 に増加しました。昨年は、さらに記念すべき	 飛躍の年に、	 

①２月、東京都治安対策本部によるパトロール時の写真撮影実施	 	 
②５月、小金井警察署の強力な推薦で警視総監賞受賞	 	 
③７月、東京都広報で町内会防犯パトロール隊の紹介	 	 

④１０月、国分寺市報で総監賞の受賞紹介	 
⑤１２月、第五小学校PTA会長の提案で児童見守り団体として写真撮影、	 

　氏名入り(個人承認者のみ)廊下に掲示する予定	 	 
⑥１２月１２日、警視庁主催の関東ブロック「安全・安心まちづくり　	 
　フォーラム」に東京都に４０００団体あるボランィア団体の代表として　　	 

　活動状況全般について発表	 　	 
　以上町内会の会員として大きな飛躍の年となりました。今後はこれらに
恥じない活動を継続する責任感も痛感しています。	 

国分寺市環境シンポジウムに参加しましょう	
　国分寺市内には、貴重な緑地や水辺、武蔵野の雑木林が

残っており、鳥や、昆虫などの生息空間を形成しています。	
　私たちの身近な自然を振り返り、保全のために何ができる
のか、一緒に考えてみましょう。	

日　時　平成２８年２月６日(土)	
開　演　午後１時３０分～(午後１時開場)	

会　場　国分寺Ｌホール(国分寺駅ビル８階)	
講　演　①「多摩地域の自然環境の変化～植物～」	
　　　　　②「東京の昆虫や鳥～身近な生きもの観察	

             の楽しさ～」	
問合先　国分寺市環境計画課 042-328-2192	

トピックス	

姿見の池でホタル復活へ!!	 
　近年、毎年６月に「ホタルの夕べ」を開催、多く

の市民の皆さまが参加し、鑑賞会を実施してまいり
ましたが、昨年国分寺市と協定し、いよいよ姿見の
池での復活作業が始まりました。	 

　ホタル復活をめざし市民の皆さまと協働し、進め
ましょう。	 

　推進母体として、泉山自治会・緑と自然を育てる
会・国分寺市にふるさとをつくる会が	 
『姿見の池ホタルの会』を設立、推進致します。	 

　※「第二次国分寺市環境基本計画」の重点プロ	 
　　	 ジェクトにホタルの回復が掲げられています。	 

カワセミ	


