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令和２年度(令和２年６月１日～令和３年５月３１日)

特定非営利活動法人国分寺市にふるさとをつくる会執行体制

緑と安全・安心の

街づくりを目指し
理事長 白木昭憲

私どもは創業以来１８年、４００

余名の会員様と関係行政・団体・企

業様に支えられ、NPO法人国分寺市

にふるさとをつくる会および関連６

団体をもって、多くの子ども達に接

するボランティア活動を行って参り

ました。昨今の社会情勢からも活動

の必要性を痛感し取り組んでおりま

す。

更に今年度は、活動の輪を広げ地

元企業様と連携し、拡大することを

目指しています。CSR活動(企業の社

会的責任)に取り組まれます地元企

業様のボランティア活動の一環とし

て、私どものボランティア活動を

持っての協力を、既に今年から初め

ております。地元企業様と連携し、

地域貢献の輪を広めることを目指し

ます。

私は一方、いち市民として障害の

ある方・難病の方の自立支援にあわ

せ、受け入れ社会への広報活動を

行っています。私たちは「何を・ど

うすればいいのか」とよく聞かれま

す。障害のある方が、たくさん社会

生活をしておられます。その方たち

に目を向け、先ず理解し、時にはあ

なたから声をかけて下さい。そうす

れば住み良い社会が広がるでしょう。

「森の自然塾」のレベルアップ

副理事長 岡本浜夫
平素より、特定ＮＰＯ法人国分寺市にふ

るさとをつくる会（以下ふるさとの会とい

う）に温かいご支援とご協力を賜り、感謝

申し上げます。

当、ふるさとの会も、諸先輩方の熱意と行

動力のお蔭で、エックス山の公有化署名活

動を展開され、多数市民のご賛同と、最後

に国分寺市市議会７会派請願紹介議員様の

押印を得、2001年12月21日エックス山公有

化請願採択されました。

翌年2002年6月23日、「特定非営利活動法

人国分寺市にふるさとをつくる会」として

法人認証を得、今年19年目を迎えました。

ふるさとの会は、エックス山を拠点に植生

観察や、子供たちの居場所づくり“子ども

たちのふるさとづくり”を事業の一つに、

2009年から「森の自然塾」体制を立ち上げ、

現在も継続し、ふるさとの会の主幹事業と

位置づけて活動しています。

これからも子どもたちへの継続事業として

残していく所存です。

「森の自然塾」事業は、12年目を迎え、子

どもの目線でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを作成し、生き物の

命の大切さや不思議さ、エックス山（緑

地･樹林地）の自然の大切さ等を、子供た

ちと共に学び、遊びの中にも盛り込み、ス

タッフもまたスキルを高めるため研鑽を積

んでいます。

今後とも、より一層楽しい「森の自然塾」

事業を目指します。

新型コロナウイルス騒ぎ雑感
副理事長 近藤洋

６月２８日、無事に「ふるさと

の会」の定時総会を終えることが

できました。今年は新型コロナウ

イルスの影響で会場の確保が出来

ずやっと間に合ったという状況で

した。私が属している「ホタルの

会」などは、本来４月に開催する

べき総会を６月まで延期せざるを

得ませんでした。その他の打ち合

わせ、会議にも大変苦労しました。

プライベートな方面でも、飲食

店の閉鎖や使用制限で７７歳の誕

生会や親しい知人との定期的な会

食等がことごとく中止、延期にな

り残念でした。来年やればいいで

はないかという向きもあるでしょ

うが、この年齢になると来年も元

気で飲み食いできる保証はないわ

けです。

また、市の体育館へ週２回目標

で通い行っていた筋トレ・スト

レッチ・エアロバイクは半年も施

設が使えず休止すると施設が再開

しても、もう体力や気力が回復し

ないかもしれません。

もっとも、１９３０年代に匹敵

するという大不況も懸念される事

態に身辺の些事にかまけていられ

ないのかもしれません。

『国分寺姿見の池緑地植物調査』
東京都保全地域春季調査を「国分寺市にふるさとをつくる会」

の協力を得て、４月２９日行いました。

保全地域全体で、２１１種の植物を確認しました。

キンラン・ウラシマソウ等希少種や珍しい既存種が沢山

観察出来ました。

秋には、ヤマハギ・ムラサキシキブ等が見られます。

「国分寺姿見の池緑の会」代 表 高橋邦宏
広報担当 白木昭憲

ヤマハギ

ムラサキシキブ



 7月 5日(日)姿見の池ホタルの会 作業

    9:30 姿見の池

    6日(月)防災推進の街づくり仲間の会

井戸端会議

 9:30 室内プール前井戸

  11日(土)ふるさとをつくる会幹部会議

         14:00 恋ヶ窪公民館

  14日(火)多摩の自然を楽しく学ぶ会     

森の教室 ①小学校総合学習・校外学習、 代　表 加藤昌代          10:00 神代植物公園正門前 

インストラクター会 　東京都里山へGO!講師派遣 副代表 二瓶文博   18日(土)日吉町町内会定例会

②企業CSR活動協力 監　査 近江吉郎          13:30 五小ランチルーム

③指導者養成演習実施(共同事業)   19日(日)環境ひろば

④国分寺市関係行事への参加          10:00 市役所

日吉町町内会 ①町内防犯パトロール 会    長 鹿島義之   26日(日)防災推進の街づくり仲間の会    

②小金井警察署防犯啓発チラシの 会長代行 西浦茂光          14:00 恋ヶ窪公民館

　配布(年６回) 監査委員長 笠井健次郎   26日(日)姿見の池ホタルの会    

③地域の防犯・防災イベント           9:30 作業・姿見の池

　への参加・協力           14:00 会議・多喜窪公会堂

④「わらびの道」安全作業への   27日(月) 会報配布準備

　参加・協力       13:30 恋ヶ窪公民館

防災推進の ①防災研修会・学習会の開催 代　表 荒川隆二 　　　　　　　※印刷は、13:00～

街づくり仲間の会 ②防災講演会の開催 副会長 鹿島義之   27日(月) 多摩に歩く会会議

③防災訓練の実施 　〃 　中尾明長         15:00 恋ヶ窪公民館

④室内プール前井戸端会議の開催 顧  問 植原茂次

⑤行政主催防災関連行事への参加 相談役 武川光男

⑥九小防犯・防災委員会への参加 　〃　 縄田敬二郎

監  査 武藤正美

多摩に歩く会 ①東京の小京都世田谷“烏山寺町”代　表 酒井宏幸

　　　　予定：令和２年11月 副代表 小泉郁雄  　バラ
②早稲田から夏目漱石記念館へ 　〃　 村山淳彦

③新緑の玉川上水と 会　計 横山滋

　　平櫛田中彫刻美術館 監　査 白木昭憲

　　　②・③予定：令和３年

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東京都薬用植物園：令和2年10月副代表 片桐義雄

②小平霊園：令和2年11月 　〃 　小林敏孝

③多磨霊園～府中本町：令和3年4月監  査 岡本浜夫

④森林総合研究所：令和3年5月

団体名 主な業務計画 執行体制

７月行事予定

令和２年度(２年６月1日～３年５月31日)

国分寺市にふるさとをつくる会関連団体事業計画・執行体制

国分寺市にふるさとをつくる会(７団体)共同事業
①「国分寺市にふるさとをつくる会」会報の発行：毎月

②「国分寺市にふるさとをつくる会」ホームページの維持管理

③国分寺市関連行事への参加

④広報活動等

多摩の自然を楽しく学ぶ会は、

新型コロナウイルス対応で中止してお

りましたが、再開致します。

場所は、

・神代植物公園植物多様性センター、

水生植物園です。

・内容は植物園としての施設を訪ね、

植物を広く学びます。

・日時・集合場所は、

上記をご覧下さい。


