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“ふるさとの会”で迎える二年目の新春	
新しい年を迎え	
謹んでお喜び申し上げます。	
 国分寺市にふるさとをつくる会理事	
岡本浜夫
合同連絡会議幹事団体	
新春を迎え、明けましておめでとうござ
特定非営利活動法人	
います。	
国分寺市にふるさとをつくる会	
理事長 前島征武	
 本会の一員となって「右も左も」分からぬ
７賛同団体の合同連絡会議幹事団体で まま迎えた一年前の新春は、特定非営
利活動法人国分寺市にふるさとをつくる
あります特定非営利活動法人国分寺市
会が幹事団体として、７関連団体を盛り
にふるさとをつくる会代表としてご挨拶
上げ、また、最も身近な市民や行政に
申し上げます。	
働きかけ、互いの信頼関係を築き、関連
当団体はＸ山の自然林を保全し子孫
団体同様、相互に垣根を築かず、横の
に伝えようと設立し、７団体と連合を組ま
せていただいております。その連合団体 繋がりを心掛けながら、小さな意見も含
め胸襟を開いた話し合いを持って、深
の全会員は、同一の認識でないと思い
い絆のもと一丸となって事業を進めてい
ますが、発行します会報等での会員の
る“ふるさとの会”は素晴らしい社会貢献
ご意見をお汲み取りください。７賛同団
の担い手であると信じています。	
体とは、協働をめざし各役員が毎月第２
私は、長く任意団体の競技団体に携
土曜日午前１０時から執行部会議を恋ヶ
わってきました。その中から学ばせてい
窪公民館で開催し、続いて午後１時３０
ただいた信念は、人は財産、親交は人
分から同場所で具体的な協働事業を合
脈、行政は頼りになる窓口であることを
同連絡会議で協議しています。また、協
感じ取りました。しかし、今のふるさとの
働団体は１０年を超すことから、各団体
会は「人は財産」「親交は人脈」「行政は
等含めた継続のためにも６項目の確認
頼りになる相談窓口」のベクトルの方向
書を取り交わし協議を進めております。
連合がめざすは、「市民生活の保全と地 性を、同一にするに至ってない様感じう
けます。幹事団体と関連団体、ひいては
域の命を子孫に残すこと」にあります。
国分寺市との係わり合いでも相互が強
本年も宜しくお願いします。	
い絆で結ばれてこそ、組織と組織の信
頼感がより深まるものと信じます。	
まだまだ、緒先輩方や仲間の方々の
「自然塾」運営をより確かなものへ	
ご指導ご鞭撻を賜りながら、若輩者なが
国分寺市にふるさとをつくる会	
副理事長 白木昭憲	
 ら、組織が良い方向に向うための一助
新年明けましておめでとうございます。	
 にと心新たにしております。	
皆様方にとりまして、平成２８年が良いお
森の教室「自然塾」は昨年からプログ
年になることを信じ年頭のご挨拶としま
ラム、スタッフを一新、開催しております
す。	
が、多くの子ども達、保護者の方々から
賛同を得ることが出来、それらを今年の
プログラム、指導に活かすべくスタッフ
一同決意を新たに致しております。	
安全・安心まちづくりフォーラムに	
この事業は、国の教育基本法、学校
参加して	
教育法に規定する、「学校内外における
日吉町町内会	
自然体験活動促進」の一翼を担う自然
日吉町町内会 会長 鹿島義之	
体験学習であります。体験活動は、「豊
当フォームラムは、小金井警察署の推
かな人間性、自ら学び、自ら考える力な
薦で発表６団体のうち東京都代表として
どの生きる力の基盤、子どもの成長の糧
としての役割が期待される」としています。	
 参加しました。日吉町町内会防犯パト
ロールの活動内容について６項目で発
この活動を私達「ふるさとをつくる会」
表しました。①概要②沿革③活動状況
の基幹事業と位置づけ、携われることに
スタッフ一同、生きがいを感じるものであ ④活動活性化への取組み⑤問題点⑥
今後の目標、特に強調したのは、②平
りす。	
成２７年に通算パトロール回数が、１００
一方、この自然塾を支える、自然体験
０回を超えたこと。そして警視総監賞を
指導者(ＮＥＡＬリーダー)養成講座を開
受賞しました。↗︎	
講しております。仲間として参加されるこ
とを切望いたします。(詳しくは、ホーム
ページをご覧ください。) 	

↘︎④は参加意欲向上のため「パトロール
ノート」を配布し、参加１０回ごとに、個人の
「パトロールノート」に検印を押す。参加１０
	
０回毎に簡単な「お祝いの会」を実施する
と同時に小金井・国分寺防犯協会会長と
当会会長の連名の賞状を授与する。実施
回数の節目で、国分寺市・小金井警察
署・第五小学校・近隣自治会との意見交
換会を実施しているなどの点でありました。
最後に有識者講評で①防犯パトロール１０
００回達成のためレールがつながっている。
②コミュニティが図られる場所があるのは
最高。③情報の共有化がされている。など
の誉めの言葉がありました。	

防災活動ー私の取り組み	
防災推進街づくり仲間の会	
研修委員長 高島シズ子	
東日本大震災以後、地域住民による
自助・共助の取り組みが叫ばれていま
す。とはいえ、それぞれの家庭の事情や
ライフスタイルが異なり、なかなか防災訓
練などに参加できないという実情があり
ます。しかしどんなに忙しい方でも頭の
中に「防災意識」を置いていただけるよう
な活動を展開したいと願っています。	
防災会へ入会して２年が過ぎましたが、
本年も、以下のような目標を掲げ防災活
動に取り組みたいと思います。	
①自治会との連携を密にして、	
ネットワーク作りを強化する。	
②防災学校で学んだ知識をもとに、	
地域・近隣の方と防災会話を重ねる。	
③防災会の活動の理解者を増やし、	
防災会への入会を推進する。	
④気軽に集える防災懇談会を開く。	
以上、本年も何卒よろしくお願い申し上
げます。	

国分寺市環境シンポジウム開催	
下記のとおり開催されます。	
是非、ご参加をお願いいたします。	
	
【日時】平成28年2月6日(土)	
午後１時３０分～	
【場所】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	
②東京の昆虫や鳥～身近な	
生きもの観察の楽しさ～ 	

クリスマスにちなんだ自然塾開催！！ークリスマスソングも合唱	
キャンドルとクリスマスソング	
自然塾リーダー 伊達人教	
１２月の自然塾はグラスキャンドルとクリ
スマスリースを作りました、グラスキャンド
ルはグラスの周りにおはじきを張り付け、
あいた周りを紙粘土で覆いました。クリス
マスリースはツルの輪に森で拾ってきた、
ドングリや松ぼっくりを張り付けて作りま
した。そのあと、キャンドルに火を灯しク
リスマスソングを歌いました。キャンドル
に火を灯した時おはじきを通して出てく
る光に子供たちのワアーという歓声、子
供たちの目がキャンドルの火をたたえキ
ラキラと輝いて見えました。	
自然塾にたずさわることは、子供達か
ら元気をもらっているようなものです。こ
の子供達へ、「森の自然塾」というメッ
セージソングを作りました。そして一緒に
歌いました。	
歌詞に「今を変えられなければ、未来
は変わらないよ、人生はチャレンジさ、
勇気を持とうよ、夢中になれることが見
つかれば、心はハッピーさ、笑顔になれ
るよ」と綴りました。子供達には、夢中に
なれることをみつけて笑顔でいてほしい
と思っています。	
少なくとも、森の自然塾は子供達の笑
顔があふれる場所にしたいものです。	
	
	
木の実で表現を	
自然塾リーダー 冨村隆子	
今年最後の「森の自然塾」は私達冒険
隊の３回目の企画となりました。	
４月は春の花、８月はセミの抜け殻さが
し・・さあ12月。森はすっかり落葉して、
生き物達は枯葉の下で冬籠りです。	
子ども達の大好きなクリスマスも間近。木
の実のリースで飾ったグラスキャンドルを
作ることにしました。 	
森でドングリや松ぼっくりを拾い、椿やお
茶の実を探して、材料を自分たちで収
集するのが理想ではありますが、残念な
がら現実的ではありません。予め集めた
数種類の木の実やその他の材料を用い
ての作品作りでしたが、リース作りをする
子供たちの様子には、本当に驚かされ
感動しました。↗︎	

↘︎小さなリースに向かって、胸に思い描
いた自分の世界を作るのにもう夢中なの
です。	
子ども達の妥協を許さない発想の自
由さを、羨ましくさえ感じました。この素
1月の行事予定
朴な自然の素材を使って、何かを表現
7日(木) 多摩に歩く会「柴又七福神」
する喜びが、また一つ増えたのであれ
8:30 西国分寺駅南口噴水前集合
ば私たちにとってもこの上ない喜びです。	
8日(金) 環境部動植物調査
	
10:00姿見の池、西恋ヶ窪緑地
8日(金) X山等市民協議会
13:30 室内プール３階会議室
子供達の斬新なアイデアに感動!	
9日(土)
幹事団体執行部会議
自然塾指導者 梶山ななえ	
10:00 恋ヶ窪公民館
１２月２０日に森の自然塾に初参加しま
した。自然塾とはどんなものなのだろ
合同連絡会議
う？とワクワクしながら迎えた当日。子供
13:30 恋ヶ窪公民館
達は最初、少し戸惑いながらキャンドル
野川源流自然再生設立準備会
グラス作りを始めましたが、クリスマスリー
15:30 恋ヶ窪公民館
ス作りでは、休憩を取るのも忘れるくらい 13日(水) 森の教室指導者養成講座
熱中し、私達大人が想像もしなかった斬
9:00 恋ヶ窪公民館
新なアイデア、発想によって個性豊かな
森の教室運営委員会
リースを完成させていきました。その様
13:30
プレハブ会議室
子に私は本当に驚かされ感動！最後に、
16日(土) 日吉町町内会定例会
伊達さんの作詞作曲した親しみやすく
13:30 第五小学校ランチルーム
覚えやすいオリジナルソングを全員で歌
17日(日)
環境ひろば
い、聖しこの夜では、子供達が作ったグ
10:00
室内プール３階会議室
ラスのキャンドルに火を灯して、クリスマ
スムードに包まれながら会は終了。そこ 20日(水) 日吉町町内会意見交換会
にいる全ての人達がつながり合い、楽し
13:00 第五小学校ランチルーム
い時間を共有する事ができる自然塾。こ 24日(日) 防災推進の街づくり仲間の会
れからもぜひ参加していきたいです！よ
14:00 定例会 第九小図書室
ろしくお願いします。	
25(月) 野川源流自然再生設立準備会
13:30 恋ヶ窪公民館
29日(金) 会報配布準備(印刷は13:30)
14:00 恋ヶ窪公民館
30(土) 野川「自然再生推進法」講演会
12:30 いずみホール Bホール：関係者
講演会開催！！「自然再生推進法及び基本方針見直しの背景について」	
野川再生準備会座長代行 村瀬方郎	
準備会では、自然再生活動に対する
知識を高めてスキルを身につけるため
環境省のご支援を得て、下記の通り講
演会を開催しますので、ふるさとの会を
はじめ関係団体の方々にご支援・ご協
力並びにご参加のほどよろしくお願い申
し上げます。	
	
	

記	
1.講演会演目：自然再生推進法及	
び基本方針見直しの背景について	
1.講 師：環境省自然環境局自然	
環境計画課 課長補佐 木村吉寿様	
1.開催日時：平成28年1月30日(土)	
午後１時３０分～	
1.開催場所：国分寺市立いずみホール	
Ｂホール(ＪＲ西国分寺駅南口)	

