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２９年度総会開催
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７団体の総会を、平成２９年６月１０日恋ヶ窪公民館で開催、
・平成２８年度事業報告・収支決算
・平成２９年度事業計画・収支予算が承認されました。
２９年度重点業務計画は、以下の通りです。
会員の皆さまのご支援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(会員550名)
理事長 白木昭憲
1.森の自然塾：29年5月～30年4月（10回開催)
2.森の教室指導者養成講座：現在実施中の毎月型を8月迄開催(終了)
：短期集中講座を30年5月に開催予定
3.多摩の自然を楽しむ会 ：5月～11月(6回開催)
4.グリーンズ・ツアー・ウオーク：29年11月、30年4月開催
5.「国分寺市にふるさとをつくる会」会報発行：毎月1日に発行

関連団体名
里山づくり仲間の会
代表 近藤 洋
森の教室
インストラクター会
代表 加藤昌代
都市緑化を考える会
代表 上野直彦

多摩に歩く会
代表 前島征武

ふるさとの自然観察会
代表代行 飯島太平冶

日吉町町内会
会長 鹿島義之

防災推進の街づくり
仲間の会
代表 武川光男

事業・活動
・恋ヶ窪村用水跡樹林地の手入れ作業を月の
第１土曜日の午前中に４回/年程度実施
・指導者養成講座：毎月型6～8月開催
：短期集中講座30年5月予定
・小学校総合学習・サマースクール支援
・恋ヶ窪公民館祭・環境まつりへの協賛
・セラピー：6/25 新宿御苑7/8おとめやま公園
＆自然観察 9/24 高尾山10/28西沢渓谷
11/18 東京薬科大学薬草園
30/ 1/27 野川公園
・ウオーキング
29/ 7 湧水の街 東久留米を訪ねる
29/11 異郷の多摩河畔 狛江を歩く
30/ 3 埼玉の古墳を探る
30/ 5 鎌倉街道 堀井の井と周辺風景を歩く
・自然観察会
29/ 8 神代植物園
29/10 都立薬用植物園
30/ 4 東大農園
・町内パトロールの実施
・参加人員の増加により抑止力アップを図る
・狐狸道安全作業の支援
・通学路・高齢者の見守り強化を図る
・小金井警察署の防犯啓発チラシ年6回配布
・防犯防災の知識向上を図る
・空地・空家の情報収集強化を図る
・会員の増強を図る
・消火器・栓の実態調査、防犯カメラの確認
・危険ヵ所を調査し、対策を検討する
・第九小学校防犯・防災委員会への継続参加
・防災訓練、研修の実施
・防災講演会の開催

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
監
事 金澤 誠一
監
事 縄田 敬二郎
名誉顧問 前島 征武
相 談 役 武川 光男
理事代行 近藤 洋
〃
加藤 昌代
〃
武藤 正美
〃
小林 孝敏
〃
上野 直彦
〃
中村 隆彦
監事補佐 村山 淳彦

環境保全・伝承を目指して
国分寺市にふるさとをつくる会
理事長 白木昭憲
創業者で前理事長前島征武様が、平成15年
5月に「国分寺市にふるさとをつくる会」を
設立し今日まで、長年にわたり全知全霊を
もって事業の維持・発展にあたられ、NPO法
人及び関連７団体を設立、環境活動、地域防
犯・防災等に当たられ、貴重な事業を引渡し
て頂きました事を、深謝申し上げますと共に、
事業の社会的重要性に鑑み、継続の必要性を
痛感致しております。
国分寺市にふるさとをつくる会が開催いた
します、子ども達を対象とした「森の自然
塾」・「小学校総合学習」「サマースクー
ル」支援、そのスタッフ養成の「森の教室指
導者養成講座」は文部科学省が掲げます体験
学習の一環を担う事業であります。
学校教育法は「体験活動により、子ども達
が豊かな人間性、自ら学び、自ら考え、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」としており、子供の成長を支
援する活動と考えます。
一方関連団体が取組みます事業の内、防
犯・防災事業は、昨今の社会不安が求めます
活動であります。その内、防犯につきまして
は、警察と協力し、毎週2回のパトロールを
行い、地域の防犯活動の一翼を担っています。
私達は、多くの関連団体と会員を擁してお
ります。それぞれが協働し、活動致します。
ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

感謝申し上げます
ふるさとの会名誉顧問 前島征武
各地にアジサイが咲く梅雨の晴れ間
で、第８回の合同総会を迎えました。
８の字の末広がりの期に、特定非営利
活動法人国分寺市にふるさとをつくる
会理事長職を務め終え、白木昭憲様に
引継がれることができましたこと、関
係者皆々様の尽力であり、厚く御礼を
申し上げます。
平成１３年春にＸ山の自然林保全と 道具を使って自然と親しむ
子孫にふるさとを伝えようと立上がり
自然塾リーダー 綿貫清明
ました会の活動は、皆々様の御支援か
６月の自然塾がエックス山で開催
ら平成２８年度会員数５５０名の仲間 され、３７名の元気な子供たちの笑
の出会いができました。
い声が、緑濃い木々の間に響き渡り
Ｘ山自然林保全では、近隣の多くの ました。 今回のテーマは「木の高
方、専門家先生方々、国分寺市市議会 さを測ろう」「木の年齢を測ろう」
全党、国分寺市担当部署、推進役の多 それに「野鳥観察」の３本でした。
くの仲間方々に感謝申し上げます。
いずれも、身近な自然を、巻き尺や
Ｘ山の保全は、険しい財政難ながら 双眼鏡などの「道具類」を用いて捉
判断された市長・市議会議員各位・市 えてみようとするものでした。1・2
役所関係部署・地権者・会の仲間達の 年生の低学年にとっては、かなり難
結晶です。その後に、当時の国分寺市 しい内容であると予想され、私たち
企画財務部から声がかりで、現在の特 担当スタッフは、どのようにしたら
定非営利活動法人が設立されました。 理解が得られるか？と、正直なとこ
このＸ山は、冬の１月からウグイス ろ自信がありませんでしたが、それ
カグラが咲き、次に足下のクサボケが でも、それなりに工夫を加えたこと
添います。アズマネザサに隠れたキン で、かなりの成果があったと実感し
ラン・ギンラン・サイハイラン・シュ ました。アンケートにも『木の高さ
ンラン、声ではツクツクボウシやヒグ が測れて楽しかった』『木にも８６
ラシなど心に滲みます。また、野川源 歳などの年齢があるのだとわかっ
流の森として、自然保全を願う会とし た』『初めて双眼鏡で見て、鳥を見
て末永く子孫に伝えられる事を願い、 つけられた』など、多くの生の声を
今迄の御支援に感謝のご挨拶とします。聞くことができました。自然や仲間
たちとの触れ合いの楽しさに加え、
道具を用いることで、自然の実際の
姿を実感できること。工夫すること
の大切さを学んだ半日でした。

多摩に歩く会

ぶらり黒目川源流を行く
7月28日(金)開催!
みどりの湧水をたどり、荒川の
支流・黒目川の源流を行く。川沿い
の神社・仏閣は、湧水に呼び寄せら
れた様に連なる。周りは武蔵野台地
の古き集落が浮き出ている。
始まりは古刹紳護山淨牧院から、
上流は小平霊園に囲まれた源流「さ
いかち窪」をめざす。

集合：9:00西武池袋線東久留米駅
(スタッフは8:30集合)
解散は、15:30小平駅予定
持物：敷物・飲物・昼食・雨具・
返信ハガキ・雨天決行
参加費：500円
(距離約12㎞)
参加申込先：〒185-0032国分寺市
日吉町1-9-13前島宛往復ハガキで
参加者全員氏名・住所・電話・
年齢を記入。締切は、7月20日(木)

QRコード
ホームページをご覧ください。

・npo-kokubunzifurusato.jp
・国分寺市にふるさとをつくる会

７月行事予定
7月 8日(土) ふるさとをつくる会理事会
10:00 恋ヶ窪公民館
8日(土) ふるさとの会合同幹部会議
13:00 恋ヶ窪公民館
8日(土) 野川源流自然再生準備会
15:30 恋ヶ窪公民館
9日(日) 環境ひろば
10:00 国分寺市役所第２庁舎
12日(水) 森の教室指導者養成講座
9:30 恋ヶ窪公民館
12日(水) 森の教室運営委員会
13:30 恋ヶ窪公民館
15日(土) 日吉町町内会定例会
13:30 第五小学校 ランチルーム
16日(日) 森の自然塾
8:30 Ｘ山中央
16日(日) 姿見の池ホタルの会作業・会議
9:30作業 14:00会議（都営住宅集会所）
18日(火) 多摩の自然を楽しむ会(御岳渓谷)
9:15 ＪＲ青梅線沢井駅改札口
23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
28日(金) 多摩に歩く会(黒目川)
9:00 西武池袋線東久留米駅
30日(日) 姿見の池ホタルの会作業
9:30 姿見の池
31日(月) 会報配布準備
14:00 恋ヶ窪公民館（印刷は13:30～）
31日(月) 広報委員会
15:30 恋ヶ窪公民館
31日(月) 多摩に歩く会会議
16:30 恋ヶ窪公民館
セラピー森林浴高田の馬場
おとめやま公園のご案内(ホタル観賞あり)
日時：29年7月8日(土) 15:30～20:30
集合：JR高田馬場駅早稲田方面改札出口
講師：松野大樹(森林セラピスト)
持物：筆記用具・帽子・健康保険証・
雨具・シート・お弁当
参加費用：一人500円(保険料/入園料含)
募集人数：20名限定(先着順)【小雨決行】
申込期限：29年7月6日(木)

申込先:都市緑化を考える会代表 上野直彦
〒185-0014東京都国分寺市東恋ヶ窪
３－８－２７
TEL&FAX
042-328-7023
MOBILE
090-1656-2758
MAIL
ueno@elf.ocn.ne.jp

