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ふるさとの森自然観察会

ストップ・ヒアリ
「被災建築物応急危険度判定員」
運営会計委員長 中尾明長
副代表 片桐義雄
昨年東京都が震災対策の一環として
今年5月に神戸港にヒアリの上陸が確認さ
上記タイトルの養成講習会を都庁で催 れて大騒ぎとなった。その後国内では8回以
した際に、長年職業として建築に関
上発見されており、国分寺市に近い所では
わって来た私は、老齢で非力になって 大井ふ頭の他8月に狭山市で女王アリの死骸
も経験をボランテイアに活かせるので がみつかった。
はないかと思い受講した。地震で被災
ヒアリは元々は南米中部が原産で毒針で
した建築物がその直後に発生する余震 刺されると火傷のような激しい痛みを生じ
によって更に大きな破壊に進展し、多、また毒性が強く、各種の激しい症状やア
くの人々に被害が及ぶ事も有る。判定 レルギー反応により生命に危険な場合もあ
員は簡易な道具を使った計測と目視に るという。
よる調査結果を所定の報告書に記載し ヒアリ（火蟻）は赤茶色、体長２．５～６
て所轄行政に報告する。行政は委嘱判 ミリで、土でアリ塚をつくる。攻撃性が強
定士によって「危険」「要注意」「調 く巣を刺激すると咬みついたり、毒針で刺
査済」の三種別ステッカーを選定し、 すなど集団で攻撃してくる。アリの多くの
各住戸に貼付ける事によって二次災害 種は針を持たず持っていても針が脆弱であ
を回避するという制度。地元から要請 まり刺さない種類が多いがヒアリは腹部に
を受けて国内で発生した被災地にボラ ある針で刺して毒物を注入する。アリは昆
ンテイアで出向くケースも有るようで、虫の分類上はハチ目、スズメバチ上科・ア
勤務を退いたら、判定員として実働出 リ科に属する。世界で1万種以上、日本では
来るよう備えようと、思っています。 ２８０種以上いると言われている。
毒をもつ虫としては１９９５年にセアカ
ゴケグモが大阪府で見された。このクモは
獲物を咬んだ時に神経毒を注入する。２０
１５年時点で４２都道府県で生存が認めら
れており一部では定着も確認されている。
ヒアリは強いアルカロイド系の毒をもっ
たアリで日本での定着、繁殖は絶対に防が
なければならない。
西沢渓谷(紅葉シーズン）
ヒアリを発見したら環境省や保健所、警
「森林セラピー」募集要項
察に連絡することが重要である。
主催：都市緑化を考える会
協力（森林セラピー）山梨市
観光課
※ガイドあり
【森林セラピーメニュー】
グラウンディング・五感を開く・
水を感じる森林散歩など
日
時 2017年10月28日（土）
集合場所 JR西国分寺駅・改札前
ふるさとの森自然観察会
集合時間 午前6時20分
秋の草花観察(東京都薬用植物園)
解
散 西国分寺駅19:40
日
時：平成29年10月18日(水)
参 加 費 2,500円（セラピーガイ
午前10時集合(雨天中止)
ド料・セラピー弁当・保険含む）
集合場所：東京都薬用植物園前
別途(電車・バス往復4,910円）
(西武東大和市駅から２分)
申込 都市緑化を考える会
参 加 費：３００円(保険料他)
代表上野直彦
東京都国分寺市東恋ケ窪3-8-27
案
内：ボランティアの人
090-1656-2758
園内は、フジバカマ、ヤマジソ
042-328-7023(TEL&FAX)
ヤマホトトギス、ノヒメユリ
ueno@elf.ocn.ne.jp
等々が見頃です。
(申込は、TEL/FAX/メールにて、名前/
住所/電話番号をお知らせ下さい）
【申込期限は10/24まで 10名限定】

また、希望者は、近くの足湯へ案内

申込期限：１０月１０日(火)
申 込 先：ハガキに住所、氏名、
年齢を記入し、小平市仲町27-22
飯島太平冶まで（042-342-1167）

日吉町町内会

新会員の勧誘活動
会長代行 西浦茂光
日吉町町内会は、「安全・安心なまち
づくり」に貢献するため、毎週２回防犯
パトロールを実施しています。９月６日
で１１７４回となりました。この活動に
対して、警視総監、国分寺市社会福祉協
議会長、東京都知事からそれぞれ感謝状
を戴いており、大変誇りに思っておりま
す。
しかし、町内会としては色々な悩みを抱
えています。その第一は、会員の高齢化、
および退会です。そこで昨年１１月から
新会員の勧誘活動として、チラシの配布
５００枚、勧誘の戸別訪問を実施してお
ります。
今年６月までの実績は、チラシによる
増員１名、友人紹介１名、戸別訪問５名、
の合計７名の新会員を増員することがで
きました。
戸別訪問(２月から６月までの８回)の分
析結果は、訪問戸数１５３戸
1.お留守５７戸(37.2％)
2.主人に面会４２戸(27.5%)
3.夫人に面会５４戸(35.3%)
今回の活動経験から会員に友人、知人を
勧誘して貰う方法が最も効果的です。10
月から勧誘活動を再開する予定です。

多摩に歩く会

“東京の高麗(こま)の里・歩き狛江“
狛江市は全国で3番目に小さい市です。
古墳、万葉歌碑、神社仏閣、四季
折々の自然豊かな光景の多摩川沿
いを、当時を偲びながら回ります。
(約6km・雨天決行)
日
時：平成29年１０月２６日(木)
９：３０集合
※スタッフは９：００集合
集合場所：小田急小田原線狛江駅改札前
解
散：狛江駅１５：００予定
持
物：敷物・飲物・昼食・
返信ハガキ・雨具
参 加 費：５００円
申
込：10月12日(木)までに必着
往復葉書に、
住所・氏名・年齢・電話番号・
返信宛名を明記し、
〒185-0032国分寺市日吉町1-19-13
前島征武へ(042-322-1964)

お知らせ
９月第三日曜日(9/17)の森の自然塾は,台風18号が強風を保ちつつ本州を縦断するとの状況により、
子ども達の安全・安心を考慮し、中止とさせていただきました。なお、十月は、予定通り実施致します。

特別寄稿
九小プレサマースクール「知らなかった,本当の姿見の池」
九小コミュニティースクール協議会委員 鈴木まき子
8月26日土曜日初めての取り組み・プレサマースクールを行いました。天候に
恵まれ、児童、幼児、保護者30名が参加しました。「国分寺の歴史を知ろう、ま
ずは姿見の池から始めよう！」という趣旨で、姿見の池がどのようにしてできた
のか、その周辺の緑地には、今どのような動植物が生息しているのかを学習しま
した。講師には「国分寺市にふるさとをつくる会」「姿見の池ホタルの会」の方
コスモス
QRコード
にお願いしました。
ホームページをご覧ください。
参加者は、体育館でガイダンスを受けた後、九小から恋ヶ窪谷を下り、西恋ヶ
・npo-kokubunzifurusato.jp
窪3丁目JR武蔵野線ポンプ場まで行きました。ここでは、かつて大雨で溢れ出し
・国分寺市にふるさとをつくる会
た地下水を集めて導水管で姿見の池に流していると聞き、とても驚いていました。
「湧水」と書かれたマンホールの蓋を「あった！」と辿りながら、恋ヶ窪用水
伝 言 板
の吐き出し口まで行きました。現れた水のきれいなことにみんな歓声をあげまし
全国地域安全運動市民の集いのご案内!
た。そして姿見の池に到着。
日時：平成２９年１０月１１日(水)
そこは、以前は田んぼであったが用水を止めてからは埋め立てられ駐車場に
午後２時から
※入場無料
なっていたこと、そこを掘り、水漏れしないように工夫をし、水草を植えて地下
場所：小金井宮地楽器ホール
水を流し、今の姿見の池になったとの説明を聞き、若いお父さんお母さんが一番
主催：小金井警察署、
感動していました。
小金井・国分寺防犯協会
さらに、日影山の広場でセミについての学習をしました。「セミのぬけがらで
内容：詐欺被害防止教室や歌謡ショー
オスとメスのちがいが分かった」「セミの目が5つもあるなんておどろいた」
(あべ静江)などがあります。
「セミのぬけがらを見つけることができてうれしかった」と子どもたちの反応。
そして、姿見の池に降りてザリガニ釣りを楽しみました。初めて釣った子、釣
り上げているうちに逃げられてしまった子、いずれも「もっとやりたい」「また
来たい」と口々に言っていました。
帰るときの子どもたち、大人たちの表情がとても素敵でした。親子で楽しめた １０月行事予定
ことも大事な収穫でした。
10月 1日(日) 姿見の池ホタルの会作業
「本当の姿見の池」を知った参加者は、「来年もまたやってほしい、参加した
9:30 姿見の池
い」と感想を寄せてくれました。「1年生になったらまた行きたい」と入学する
1日(日)
姿見の池緑の会作業
のを楽しみにしている5歳児の声も届きました。
10:00
姿見の池(日影山)
講師を引き受けてくださった、それぞれの会の皆さん、ありがとうございまし
1日(日)ザリガニ捕獲大作戦(国分寺市)
た。
13:00 姿見の池
10日(火) 多摩の自然を楽しむ会
10:00 京浜急行・浦賀駅集合
11日(水) 森の教室運営委員会
9:30 恋ヶ窪公民館
14日(土) ふるさとの会 合同幹部会議
13:00 恋ヶ窪公民館
14日(土) 野川源流自然再生準備会
15:10 恋ヶ窪公民館
東京都"里山へＧＯ！"姿見の池 アンケート結果!!
15日(日) 森の自然塾

８月２７日(土)東京都環境局が
主催し、国分寺姿見の池緑の会が
共催した、自然体験イベントに、
国分寺市にふるさとをつくる会は
支援し、自然観察を担当しました。
日頃子ども達を対象に、森の自然
塾を実施しております、NEAL自然
体験指導者７名が、セミ殻採取・
観察、ザリガニ釣りを担当しまし
た。親子での作業、自然体験に満
足して頂いた様子をあちこちで見
ることができました。
樹林、動植物、湧水と自然が揃
った「姿見の池緑地・保全地域
(日影山)」を季節ごとに訪れてみ
てください。散策路もほぼ整備さ
れています。 ( 文責 白木昭憲 )

8:30
15日(日)
10:00
18日(水)
10:00
21日(土)
13:30
22日(日)
9:30
22日(日)
13:00
22日(日)
16:00
22日(日)
14:00
26日(木)
9:30
28日(土)
6:20
31日(火)
13:30

Ｘ山中央
環境ひろば
国分寺市役所会議室
ふるさとの森自然観察会
東京都薬用植物園前
日吉町町内会定例会
第五小学校ランチルーム
姿見の池ホタルの会作業
姿見の池
ザリガニ捕獲大作戦(国分寺市役所)

姿見の池
姿見の池ホタルの会会議
都営住宅集会所

防災推進の街づくり仲間の会
第九小学校図書室
多摩に歩く会
小田急小田原線狛江駅集合
西沢渓谷・森林セラピー
西国分寺駅改札出口前
会報配布準備
恋ヶ窪公民館（印刷は13:00～）
(注)終了次第広報委員会
31日(火) 多摩に歩く会会議
15:00 恋ヶ窪公民館

