
  特定非営利活動法人     会員数
  国分寺市にふるさとをつくる会   　４６５名

(令和1年９月現在) 

  〒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

国分寺市にふるさとをつくる会

 ２１1号　　　令和元年10月1日発行

               　　 理事長 白木 昭憲

日吉町町内会

令和元年度業務計画について

会長 鹿島義之

令和元年度業務計画について

は、問題点と今後の構想にチャ

レンジすることです。問題点と

今後の構想とは①会員の確保②

地域の高齢化対応③会員の高齢

化対応です。その中でまず一点

は会員の増強です。ハードルは

高く現在は苦戦しています。で

も諦めてはいません。地域貢献

のためには、北・南・中コース

計５コースの維持をやらなけれ

ばなりません。それにより抑止

力アップが図れます。これから

も「健康によい」「知り合い・

仲間ができる」をもっとＰＲし

ながら、反復勧誘で少しでも会

員増を図って行きます。会員の

高齢化で問題となっているもう

一点が、会員の奥様が亡くなり、

ひとりになるケースが増加して

います。その時に身内として協

力出来ることはやりたいです。

そのためには行政や民生委員と

の連携、緊急時対応などが必要

と思います。出来るだけ早期に

検証して行き、レベルアップを

図り、会員同志の絆を高めて行

きたいと思います。

よろしくお願いします。

令和1年度事業計画について

防災推進の街づくり仲間の会

代表 荒川隆二

今年度の主な事業計画を報告いたし

ます。①定例会議の開催。毎月第四日

曜日の14：00～16：00第九小学校図書

室にて開催いたします。②第九小学校

防犯・防災委員会への参加。年5回開

催される委員会に参加し、地域と学校

との顔に見える関係作りをいたします。

③研修会の実施。年に1回公共の施設

を訪問し、防災・減災の最新の知識・

技能を研修いたします。④防災講演会

の開催。年に1回専門の講師をお招き

して講演会を開催いたします。⑤防災

学習会の開催。年に1回実体験に基づ

いた学習会を開催し、いざと言う時に

備える学習をいたします。⑥防災訓練

の実施。隣接する内藤・日吉地域連合

防災会に連動して防災訓練を実施いた

します。⑦国分寺市及び国分寺市民防

災推進委員会主催の防災関連行事への

参加。単に参加するだけでなくスタッ

フとしての支援も実施いたします。⑧

アンケートの実施。防災仲間の会の会

員向けアンケートを実施し、会員の声

を聴くと同時に意識啓発に努めます。

⑨井戸端会議の開催。8月より室内

プール前井戸にて井戸端会議を開催し、

災害の際の生活用水としての井戸の維

持管理に努めます。以上今年度も防

災・減災に向けた地域に密着した活動

を実施して参ります。

宇宙開発：月面着陸５０周年!

「国分寺市と宇宙開発」
日吉町町内会 笹原眞文

日吉町町内会に入り安全パトロールに

初めて参加したのは、平成１８年のこ

とです。その頃は筑波宇宙センターに

勤務していたので、金曜の夜に帰り、

土曜日に安全パトロールに参加し日曜

夜につくばに行くということをしてい

ました。私は国分寺３小、１中、立高、

早大理工を出て、今は文部科学省と

なっている当時の科学技術庁宇宙開発

推進本部に入りました。その後、宇宙

開発事業団（ＮＡＳＤＡ）、宇宙航空

研究開発機構（ＪＡＸＡ）に勤務し、

現在は宇宙開発発祥の地国分寺顕彰会

副会長、日本科学未来館や子供・宇

宙・未来の会（ＫＵ－ＭＡ）でボラン

ティア等をしています。今年は1969年

７月に人類が初めて月に着陸してから

５０年です。５０年前、私は種子島で

小型ロケットの打上に参加しており、

ＴＶで月着陸の映像を見ながら、「日

本でも」と思っていました。日本の宇

宙開発は昭和３０年、当時東京大学の

糸川英夫先生が国分寺駅前の新中央工

業廃工場跡地の銃器試射用ピットでペ

ンシルロケット（長さ23ｃｍ直径1.8

ｃｍ）の水平発射を公開した４月１２

日に始まりました。この場所は現在早

稲田実業学校のテニスコートの地下に

埋まっていることが地下探査レーダに

より確認されています。顕彰会では、

発射５０周年を機に早稲田実業学校正

門の前に皆さまのご寄付により顕彰碑

を設置し、毎年「水ロケットの制作と

発射体験会」を開催しております。今

から半世紀以上前、日本ではまだ宇宙

開発のことがあまり世間に知られてい

ませんでしたが、最近は「はやぶさ」

１，２の活躍もあり、ＪＡＸＡのこと

を知っている子供たちが増えています。

今後とも宇宙開発の応援よろしくお願

いします。

多摩に歩く会 駒場東大から旧前田侯爵邸洋館見学
井の頭線神泉駅から 鍋島松濤公園・東大駒場キャンパス・

駒場野公園

旧前田侯爵邸・東京ジャーミイを歩く

日 時：令和１年10月10日(木)9:30 JR西国分寺駅南口噴水前集合

参 加 費：500円 ＊雨天中止

持 ち 物：水筒、交通費 ＊全長 約7Km・舗装路を歩きます

募集人数：30名

行程：西国分寺駅噴水前集合 ⇒井の頭線→神泉駅→鍋島松濤公園

東大駒場キャンパス散策・学食で昼食⇒駒場野公園内散策

旧前田侯爵邸洋館内見学（ガイドによる説明を受けます）

東京ジャーミイ ドーム」

東大駒場Ⅱキャンパス散策

小田急線代々木上原駅（15:30 解散予定）

申込：10月5日迄に基本的にはメールで。

不可能な方は往復はがきにて。

多摩に歩く会 代表：酒井宏幸

186-0013 国立市青柳2-25-8-406    

070-6667-9241 nemimi2006@adagio.ocn.ne.jp



 

10月 6日(日) 姿見の池ホタルの会 作業 
　 　 　　9:30 姿見の池
     7日(月)防災推進の街づくり仲間の会

井戸端会議
          9:30～10:00 室内プール前井戸
    7日(月) ふるさとをつくる会理事会
   　　  10:00 恋ヶ窪公民館 
     8日(火) 多摩の自然を楽しく学ぶ会

          9:30 ＪＲ高尾駅
    9日(水) 森の教室運営委員会
  　 　　 9:30 恋ヶ窪公民館 
   10日(木) 多摩に歩く会

          9:30 西国分寺駅南口噴水前
   12日(土) ふるさとの会幹部会議

         14:00 恋ヶ窪公民館
　 19日(土) 日吉町町内会定例会
         13:30 第五小学校相談室
　 20日(日) 森の自然塾
        8:30 エックス山中央(スタッフ)
　 20日(日) 環境ひろば

   26日(土) 都市緑化を考える会

          8:00 西国分寺駅改札出口前
   27日(日) 姿見の池ホタルの会 作業 
　 　 　　9:30 姿見の池
 　27日(日) 姿見の池ホタルの会 会議 
　　 　　14:00 多喜窪公会堂
   27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
   29日(火) 第九小学校総合学習(２年生)

 31日(木) 会報配布準備
       13:30 恋ヶ窪公民館
   　    　　　※終了次第広報委員会 
 31日(木) 多摩に歩く会 会議

      15:00 恋ヶ窪公民館

npo-kokubunjifurusato.jp
QRコード

※ホームページをご覧下さい。

(印刷は13:00～)

10月行事予定

　　　10:00 国分寺市役所　

      　 　 9:15 エックス山中央

伝言板

森の自然塾のご案内

10月の自然塾は20日に開催しま

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。10月のテーマ

は「鳥が食べる木の実・草の実」

「どんぐりコマで相撲対決」です。

ご参加をお待ちしています。

９月の自然塾を終えて
企画責任者 二瓶文博

９月の自然塾のテーマの１つは、

「Ｘ山の宝ものさがし」でした。

宝ものというのは、森の中にいる

生きものや、生きものがいた痕跡

（例えば虫が食べた葉っぱなど）

で、班ごとにスタッフの話をきき

ながら、Ｘ山の中を探して回りま

す。

最後に書いてもらったアンケート

を見ると、子供達は虫が大好きな

ことが良くわかります。セミやク

ワガタ、カブト虫などは多くの子

供の印象に残ったようです。

驚いたのは、子供たちが「一番

びっくりしたこと」として、オオ

ミズアオ、アオバハゴロモ、サシ

ガメなど私が知らない虫の名前を

挙げていたことです（１年生も複

数いました）。これを見つけて子

供達に解説した我々の仲間の知識

にも敬服しましたが、それを聞い

てしっかり記憶にとどめてくれた

子供の能力の高さは、信じがたい

程です。

また、大きな木の枝が折れたり、

小枝や葉やどんぐりがたくさん散

らばる台風による傷跡に、自然の

怖さを感じたことを書いた子供も

いました。

自然の姿を色々な角度から直接観

察して、単なる知識としてではな

く、感覚や感動を伴った記憶に残

してもらうことが、自然塾の一番

大事な目的ではないかと思ってい

ます。そんなことを考えながら、

うれしい気分になりました。

都市緑化を考える会

西沢渓谷(紅葉シーズン)

「森林＠セラピー+温泉」募集
日時 2019年10月26日（土）

集合場所JR西国分寺駅

改札出口前

集合時間 午前8時00分

ガイド 村岡淳子
（セラピスト・セラピーガイド）

参加費 2,500円【セラピーガイ

ド料・保険・白龍閣温泉代】

交通費 別途(4,480円）

持参 お弁当・飲み物・帽子・保

険証・雨具・レジャーシート

（スケジュール）

8:00 西国分寺駅出口前集合

8:09 西国分寺駅発(塩山駅経由）

11:18 山梨市・道の駅みとみ着

11:25 森林セラピー開始

11:40 道の駅みとみ出発 ナレイ

の滝〜西沢山荘

※森林セラピーメニュー実施

15:00 道の駅みとみ着 白龍閣

(0553-39-2611)雷駅へ移動

17:34 山梨市駅発

19:31 西国分寺駅着解散（19:35)

募集 10名（先着順）

申込期限 2019年10月21日（月）

申込 都市緑化を考える会

代表 上野直彦

東京都青梅市河辺町2-1001-2-304

090-1656-2758/ 

0428-27-2827(TEL&FAX)

ueno@elf.ocn.ne.jp 

(申込は、TEL/FAX/メールにて、

名前/住所/電話番号をお知らせ

ください）

申込期限は10/21まで 10名限定

ふるさとの森自然観察会 「調布・布多天神社から深大寺」

調布は、水木しげるの第二のふるさとと言われ

「ゲゲゲの鬼太郎」は有名です。天神通りには、

「ゲゲゲの鬼太郎」のアニメが飾られています。

日 時：令和1年11月６日(◎)午前９時、京王線

調布駅中央口集合 (雨天中止)

参 加 費：300円(保険料他)

申 込 先：小平市仲町２７－２２ 飯島太平治

問 合 先：ＴＥＬ０４２－３４２ー１１６７

申込期限：１１月４日まで


