
 特定非営利活動法人

 国分寺市にふるさとをつくる会

 〒185-0024 東京都国分寺市泉町2-6-2-404

 Tel   : 090-6034-4616 Fax:042-324-2125

 E-mail: shiraki @way.ocn.ne.jp

森の教室 ・森の教室運営委員会の開催(毎月)

インストラクター会 ・小学校総合学習・サマースクール、里山へＧＯ！

代表 加藤昌代 　講師派遣

・国分寺市の催事参加(市民フェスティバル、公民館)

日吉町町内会 ・町内パトロールの実施

会長 鹿島義之 ・安全・安心の街づくりと抑止力のアップを図る

・小金井警察署と連携し、防犯啓発チラシを配布(6回)

・地域の防犯・防災対策として見守りパトロールの実施

・空家情報を国分寺市に提供する

防災推進の街づくり ・防災講演会・研修会・学習会の開催、防犯訓練の実施

　仲間の会 ・国分寺市立第九小学校防犯・防災委員会への参加

代表 荒川隆二 ・国分寺市及び市民防災委員会主催の防災関連行事参加

・市民プール横の井戸で井戸端会議を開催

多摩に歩く会 ウオーキング計画

代表 酒井宏幸 ・1/10:鍋島松濤公園～東大駒場～旧前田侯爵邸

・1/12:神宮外苑のイチョウ並木～建設中の国立競技場

・2/1 :世田谷線沿線の歴史とボロ市を訪ねる

・2/ 5:小塚原刑場から日光街道千住宿を歩く

ふるさとの森観察会 自然観察会の開催

代表 飯島太平治 ・1/ 7:東京都薬用植物園散策 

・1/10頃  :調布布多天神社から深大寺

・2/3～4頃：秋川東秋留周辺

都市緑化を考える会 散策会・セラピーの開催

代表 上野直彦 ・ 7/27:御岳山 散策 ・9/28:野川 散策

・10/26:西沢渓谷 セラピー

・ 3/28:檜原都民の森 散策

国分寺市にふるさとをつくる会

 ２０８号　　　令和元年７月1日発行

              　　 理事長 白木 昭憲

関連団体・代表者 事業・活動

令和元年度通常総会開催
特定非営利活動法人国分寺市にふるさとをつくる会及び関連６団体の

総会を、令和元年６月８日、恋ヶ窪公民館で開催、平成３０年度事業報

告・収支決算、令和元年度事業計画・収支予算が承認されました。

令和元年度重点事業計画は、以下の通りです。

会員の皆様のご支援・協力をお願い申し上げます。

特定非営利活動法人

国分寺市にふるさとをつくる会役員

理 事 長 白木 昭憲

副理事長 岡本 浜夫

理 事 村瀬 方郎

理 事 中尾 明長

理 事 近藤 洋

理 事 加藤 昌代

監 事 中村 隆彦

監 事 縄田 敬二郎

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 白木 昭憲

①子ども達対象の自然体験学習「森の自然塾」の開催(５月～来年４月)

②小学校自然体験学習「総合学習」の支援

③東京都自然体験学習「里山へGO!」の共催

④多摩の自然を楽しく学ぶ会」観察会の開催

⑤「ふるさとの自然と歴史を訪ねる会」の開催

⑥情報の発信：「会報の発行(毎月 )」とホームページの更新(毎月)

「防災学習会のご案内」
防災推進の街づくり仲間の会 代表 荒川隆二

防災仲間の会では年間を通じて、防災講演会と防災

学習会を開催しております。防災講演会は地震を始め

とした自然災害に関する専門研究機関の方を講師にお

招きして開催しており、防災学習会では主に実体験に

基づいた講話をお願いしております。今回7月に開催す

る防災学習会は、講師にJR東日本ランニングチームの

大島監督をお招きいたします。日頃はお正月のニュー

イヤー駅伝やマラソンなど陸上競技の指導をされてお

られますが、ご出身地が熊本県で、２０１６年４月の

熊本地震の際には現地におられ被災されました。そ

の時の経験を基に、どの様な被害にあわれ、どの様に

感じ、どの様に過ごされたかなどお話し頂き、私たち

は日頃からどの様に生活し、いざ大きな自然災害に遭

遇した際にはどの様な行動や、過ごし方をすれば良い

のか考える機会にしたいと思います。

開催日時：令和元年7月28日（日）14時00分～16時00分

会場：恋ヶ窪公民館・会議室

講師：JR東日本ランニングチーム監督 大島 唯司 氏

演題：2016年熊本地震を経験して、日頃から謙虚に過

ごし、災害時にも謙虚でいたい

国分寺市にふるさとをつくる会

理事長 白木昭憲

ふるさとをつくる会の経緯
創業者前島征武氏が平成１５年

現法人を設立、以来１６年余、環

境保全管理・伝承並びに防犯・防

災活動を行い、その中で基幹事業

であります、子ども達対象の自然

体験学習「森の自然塾」を、１９

年から開始、今まで５００余名が

参加されております。

現状と課題

自然体験学習指導者の確保と運

営資金の確保ですが、追ってご報

告、お願い申し上げます。

令和元年度重点事業計画
①基幹事業である「森の自然塾」

の開催

②自然体験指導者募集・養成を

国分寺市、資格認定機関等と

連携し進める

③自然体験指導者を東京都、

小学校へ派遣する

④自然と歴史を訪ねるイベントを

開催する

⑤関連団体は、防犯・防災等の活

動を行い、地域社会に貢献する等

の事業を、７団体が連携して行い

たく、会員皆々様のご支援・協力

をお願い申し上げます。



 

 7月 7日(日) 姿見の池ホタルの会　作業

        9:30 姿見の池

  　 9日(火) 多摩の自然を楽しく学ぶ会

       9:30 青梅線・羽村駅
　草花丘陵

 　　多摩地区の自然を観察する

    10日(水) 森の教室運営委員会

  　 　　 9:30 恋ヶ窪公民館 

    13日(土) ふるさとの会 合同幹部会議

　　 　　14:00 恋ヶ窪公民館

　  20日(土) 日吉町町内会定例会

         13:30 第五小学校ランチルーム

　  21(日) 森の自然塾

          8:30 エックス山中央

    21日(日) 環境ひろば

         10:00 国分寺市役所

    21日(日)防災推進の街づくり仲間の会

         14:00 第九小学校図書室

    27日(土) 都市緑化を考える会：御岳山

          9:30 JR青梅線・御嶽駅
    28日(日) 姿見の池ホタルの会 作業

          9:30 姿見の池
    28日(日) 姿見の池ホタルの会 会議

         14:00 多喜窪公会堂

    29日(月) ふるさとの森観察会

        10:00 西武線・東大和駅 
    30日(火) 会報配布準備
         13:30 恋ヶ窪公民館

   　    　　　※終了次第広報委員会 (印刷は13:00～)

    30日(火) 多摩に歩く会 会議

        15:00 恋ヶ窪公民館

QRコード

 7月行事予定

   “草笛を鳴らそう”

ホームページをご覧ください。
npo-kokubunjifurusato.jp

伝言板

森の自然塾のご案内

6月の自然塾を終えて
企画責任者 二瓶文博

6月の自然塾は、昨年と同様、

「葉っぱの観察」と「草笛をなら

そう」のプログラムで行いました。

最初に、葉っぱは植物の体をつく

る養分を作り出し、植物は人間や

動物の体をつくる栄養となってい

ることを話しました。この話は小

学校低学年では難しいので、学校

で教える内容に入っていません。

しかし、葉っぱの偉大な働きにつ

いて話したくて、今年も苦労しな

がら、短い話をしました。

葉っぱの観察は、おもしろいと

思った葉っぱを採集して、紙の下

に敷き、上からクレヨンでなぞっ

て、形と葉脈を写し取る「写真」

を作成してもらいました。

最後は「草笛」です。草笛は上手

に吹くのが難しいので、草笛の講

師をしておられる小出孝昭氏と萩

原敏子氏に実演と指導をお願いし

ました。うまく音が出た子も、出

なかった子もいましたが、初めて

草笛に挑戦して、非常に盛り上が

りました。

全体を通して強く感じたのは、子

供たちの順応性の高さです。葉っ

ぱの「写真」はたくさんの子供が

素晴らしい作品を作ってくれまし

た。また、難しい「草笛」にトラ

イしているうちに何人かの子供が

音を出したことには感心するしか

ありません。子供が持っている可

能性は実に頼もしいものだと、改

めて感じ入りました。

都市緑化を考える会

御岳山「ロックガーデン」
～自然散策+レンゲショウマ～

日時:2019年7月27日（土）

9時30分～15時０0分

集合:9時30分 JR青梅線・

御嶽駅 改札出口前

解散:15時00分 御岳登山鉄道・

御岳山駅

案内:飯村興宣

行程:御嶽山駅→バスにて

滝本駅（御岳登山鉄道）

→ケーブルカーにて

御岳山駅(御岳登山鉄道）

→ロックガーデン

→御岳山駅（御岳登山鉄道）

持ち物:筆記用具・帽子・

飲み物・健康保険証

（コピー不可）・雨具

お弁当・タオル

参加費用:一人500円

（保険料含む）

【交通費別途】

募集人数:20名（先着順）

申込期限:2019年7月22日(月)

申込先 都市緑化を考える会

代表 上野直彦

〒198-0036東京都青梅市河辺町

2-1001-2-304

TEL&FAX 0428-27-2827

MOBILE  090-1656-2758

MAIL    ueno@elf.ocn.ne.jp

申込は、FAXか、メールか、

申込書手渡しかでお願いします。

７月の自然塾は２１日開催しま

す。集合はＸ山に９時２０分～

４０分です。雨天の場合はＸ山

に集合し九小に移動します。

解散はＸ山です。７月のテーマ

は「変わった名前や面白い植物

探し！」「竹で“水てっぽう”

を作ろう‼」です。ご参加をお

待ちしています

ふるさとの森観察会

初夏の薬用植物園の

自然観察案内

・日時：7月29日(月) 雨天中止

・集合：西武線東大和駅改札口

・時間：午前１０時

・会費：３００円(保険料他)

・案内：現地ボランティア

・申込先：小平市仲町27-22

飯島太平治

℡042-342-1167

・締切日：７月２６日(金)


