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             　　 理事長 白木 昭憲

社会貢献の向上と、

財務体質の強化を目指し!

理事長 白木 昭憲

明けましておめでとうございます。

今年は、「ふるさとをつくる会」の

特定非営利活動法人設立以来１５年

を迎え、設立後、関連団体６団体を

加え500名の会員をもって運営し、

節目にあたる年であります。

当会は、基幹事業として、設立理

念達成のための、子ども達対象の自

然体験学習指導者を養成し、資格を

保有するリーダー・インストラク

ターをもって長年に亘り「森の自然

塾」開催、小学校「総合学習」東京

都「自然体験学習」等に講師派遣に

よる支援を重ねてまいりました。

一方関連団体は、地域の防犯パト

ロール・防災活動を行い、行政から

高い評価を頂き、他方団体・企業様

から、共感と支援を頂き今日に至っ

ております。

更に今年は、継続的ボランテイア

活動の財源確保を課題と考えており

ました矢先、新しく地元企業様から

ご支援頂くことになりました。

私達のボランテイア活動の更なる

レベルアップを図りたく、会員皆様

のご支援・協力の程、よろしくお願

い申し上げます。

令和への新時代の幕開け“新春のご挨拶”

副理事長 岡本 浜夫

明けましてお目出とうございます。

昨年も、本会事業に対しあたたかいご理解

とご支援を賜り心より感謝申し上げます。

また、昨年は平成天皇陛下の御退位及び皇

太子殿下の御即位に伴う国の儀式等が厳粛

に挙行され、平成から令和への新時代の幕

開けとなりました。

令和初めてのお正月を迎え、会員各皆様方

におかれましても心新たに踏み出されたこ

とと、共にお喜び申し上げます。

迎えた、2020年（令和２年）は東京で５６

年振り２回目となる第32回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会と、

第16回ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会の世界最大のｽ

ﾎﾟｰﾂ･ｲﾍﾞﾝﾄが開催されます。

興味ある種目や、話題性ある選手の活躍に

心躍らされ、開催が待ち遠しい年でもあり

ます。

令和新時代への幕開けと共に、記憶に残る

この年、我々の組織団体も、令和新時代の

幕開けと共に若干の痛みが伴うかも知れま

せんが、組織改革を断行するにあたり、ご

理解とご協力を賜り、より良い組織造りを

目指す所存です。

迎えた新たな令和２年がご家族皆様方の

ご多幸とご健勝をお祈りし、この一年が社

会全体を含め穏やかな、良き年になる事を

願ってご挨拶とさせていただきます。

防災講演会「集中豪雨のメカニズムと

都市防災への日頃の備え」

防災推進の街づくり仲間の会 代表 荒川隆二

2019年は東日本において台風や豪雨による被害が多発いた

しました。取り分け台風19号では長時間の豪雨により多く

の河川が氾濫し多数の死者や家屋の浸水等が発生いたしま

した。そうした中、今回は豪雨災害に関する講演会を

防災科学技術研究所、水・土砂防

災研究部門の大東忠保主幹研究員

をお招きして開催いたしました。

テーマは集中豪雨のメカニズム、

温暖化時の気象、日頃の備えと豪

雨が予想される時の行動、国分寺

市のハザードマップについて講演

されました。全般は気象学に基づく専門的なお話をされま

した。一般的にゲリラ豪雨と呼ばれる大雨は局地的大雨

で、少数の積乱雲が短時間に狭い範囲で大雨を降らすこ

とで、集中豪雨は次々と発生する積乱雲が長時間にわた

り同じような場所で大雨をもたらす現象だそうです。近

年の台風や集中豪雨が大型化している現象については地

球温暖化が考えられておりますが、IPCC（気候変動に関

する政府間パネル）では1950年代以降の気候変化が過去

に前例のないものであり、気候システムに対する人間の

影響力は明瞭であるとしております。国分寺市のハザー

ドマップについては事前に浸水や土砂災害が予測される

地域を現地視察されており、写真とハザードマップを交

えて注意事項を講演されました。当日は国分寺市の井澤

市長も途中から講演会に参加され、最後に台風19号に際

しての市の取り組み内容をお話しされ講演会を終了いた

しました。

「私の新年で思うこと

並びに天気変動の一考察」

理事 村瀬 方郎

来年は卒寿卒寿を令和３年に迎え

るに当って七九才になる。七九才は

字のよみの如く「ナカナカクロウ」

の年である。

８０歳を前にして諸々苦労を重ねて

階段を登れば輝かしい８０代が待っ

ていると信じて今年一年を頑張るこ

とにした。

最近は寒暖が１日ごとに入れかわ

る如く気候変動が激しい。この要因

はどこからくるのかを考察してみた

い。冬の天気変化には大きな不確定

要素があり、北極振動と呼ばれる現

象であり、北極振動と呼ばれる現象

で北極付近に寒気がため込まれる蓄

積期と中緯度地方へ寒気が流れ出す

放出期とがある。放出期には日本も

寒気団が到来して寒さが増し、日本

海側は大雪に太平洋側でも低気温に

なりやすい。今年の冬は暖冬基調と

いうが、北極振動次第で急に寒くな

る時期もあるということにある。

気温や天気の急変が増えて心身へ

の負担は大きく、インフルエンザの

感染や足腰の痛みなど招きやすくな

る心配がある。疲れが出たら充分休

養するよう心がけたい。

ふるさとの森観察会

“サントリービールから郷土の森 まで散策をしませんか” ロウバイが咲いてきれいな郷土の森!!

日時：２月１９日(水)※雨天中止 集合：ＪＲ府中本町駅改札口午前１０時

解散：ＪＲ府中本町駅午後３時半頃

参加費：1,000円(入場料・保険料等) 定員：１０名(先着順) 持ち物：昼食(売店有)

申込先：氏名、住所、電話番号を記載し、〒187-0042小平市仲町27-22飯島太平治宛℡042-342-1167



1月行事予定
1月 6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

    8日(水) 森の教室運営委員会

          9:30 恋ヶ窪公民館
   11日(土) ふるさとの会理事会

      13:00 恋ヶ窪公民館
   11日(土)ふるさとの会幹部会議・新年会

         14:00 恋ヶ窪公民館

   19日(日) 環境ひろば

 　　　　10:00 国分寺市役所

   22日(水) 日吉町町内会定例会

         13:30 第五小学校相談室

   26日(日) 姿見の池ホタルの会  

  作業: 9:30 姿見の池

　会議:14:00 多喜窪公会堂

   26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

   31日(金) 会報配布準備
     13:30 恋ヶ窪公民館

   31日(金) 多摩に歩く会定例会議
　 　14:30頃 恋ヶ窪公民館

   　    　　　※終了次第広報委員会 

伝言板

森の自然塾のご案内

1月の自然塾はお休みです。

2月は16日に開催します。

バードウォッチングです。

寒さに負けず元気にお会いし

ましょう。

日吉町町内会

パトロールを始めて１５年！
会長代行 西浦 茂光

日吉町町内会は、毎週水・土曜日の

２回防犯パトロールを実施しています。

早いもので、第五小学校を拠点に、

本格的にパトロールを開始して2019年

11月27日で１５年、パトロール回数１,

４０２回、延べ 参加人員９,９４８人

となりました。

この間ボランティア活動団体として、

平成２７年警視総監賞、平成２８年東

京都知事賞、令和元年東京消防庁国分

寺消防署長賞を戴き社会に貢献出来て

いると会員一同大変喜んでいます。

このことを節目に11月30日１９名が

参加して盛大に祝賀会を開催しました。

２～４年振りと言う会員も参加され、

パトロール談義に花が咲き、全員でリ

ラックスするゲームを実施した後、そ

れぞれの近況報告の３分間スピーチを

行いました。参加者の平均年齢が約７

８歳で話題は、自然と自身の体調、病

気の話に集中しました。今後も皆さん

元気に２０周年向けて頑張ろうと、一

本絞めで約２時間に及んだ楽しい祝賀

会も幕となりました。

森の自然塾・蘇鉄
リーダー冨村 隆子

１２月は例年通りグラスキャン

ドルとクリスマスリース作りです。

自然素材を使ってのリース作りは

人気プログラムの一つです。

私たちスタッフは、松ボックリや

ドングリなどの木の実・柊やヒ

バ・オリーブなどの常緑樹の小枝

等、様々の素材を準備します。そ

して 松ぼっくりはどの様に出来る

のか・種はどんな形をしているの

か等々、自然の不思議・造形の面

白さを勉強します。

さあリース作りを始めます。美し

いバラの形をしたヒマラヤスギは

一番の人気です。

加えて、今年は大変珍しい「ソテ

ツの実」が手に入りました。オレ

ンジ色のハート型の実と、ふわふ

わの羽のような形の「大胞子葉」

まで一緒に。

ソテツ（ソテツ科・ソテツ属）は

シダ植物の次に地球上に出現した

植物で、雌雄異株の裸子植物に分

類されます。恐竜時代に全盛を極

めた植物の生き残りで、化石も多

く見つかっています。「生きた化

石」と言われ、長い時代を生き抜

いてきたソテツには、暑さや乾燥

に強いことに加えて、素晴らしい

能力と戦略があったのです。

子供たちは思い思いの好きな材

料を使って、素敵な昨品を完成さ

せ、最後にクリスマスソングを

歌って、令和元年の森の自然塾は

終了しました。
多摩に歩く会レポート 12/5 ちょっとリッチなWalking   代表 酒井宏幸

いや～、今回は紅葉が終わってしまわないかと日々気をもみましたが、幸い今

年の紅葉は10日以上遅れていた様子。ウオーキング当日は秋晴れの日差しに輝く

鮮やかなイチョウの紅葉を観る事が出来ました。神宮外苑イチョウ並木は遠近法

を使用した特殊な剪定を施したイチョウ並木です。普段見慣れているイチョウの

樹冠とは違う木々を観る事が出来ました。楽しめて頂けましたでしょうか？

新国立競技場は施工が完了したとは云え、未だ工事

用フェンスが取り外されていなく興ざめでしたが、

周囲をぐるっと観て回りました。工事用通用口から

新設された鮮やかな芝生やトラックがほんの少しだ

け見られたのが救いでしたね。国立能楽堂での昼食

も普段出来にくい経験として催行に組み入れました。

至らぬ点も多かったかと懸念しています。多摩に歩

く会では少ないスタッフ一同楽しい催しにすべく知恵を絞っています。次回は

「世田谷線に乗ろう！」とし、開業50年の世田谷線沿線の街歩きを予定していま

す。ねこ電車（！）が走る路面電車の小旅行です、どうぞお楽しみに！


