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日陰山の武蔵野の
自然を復活させるとりくみ
国分寺姿見の池緑の会・泉山自治会
会長 高橋 邦宏
昨年２月、東京都指定「姿見の池緑地保全
地域」の保全活動ボランティア団体が誕生し
ました。
以来毎月第１日曜日を定例作業日として活
動を続けてきました。植生の保護のため、遊
歩道に杭を打ち、ロープを張りました。市民
が安心して散策路として自然にふれ、憩える
場となるように心がけてきました。また、下
草刈り、枯損木の除去・整理を行ってきた結
果、日が射し、風通し、見通しが良くなり、
キンラン、ギンラン、釣鐘草等の貴重種が復
活し、群生する場所も見られます。駅から数
分と恵まれたこの地域には、１００種類を超
える草花が生息するかけがえのない自然の宝
庫になっています。
今年８月には、都環境局による「里山へＧ
Ｏ！」というイベントが初めてこの地区で開
催され参加されたみなさんに大変喜ばれまし
た。国分寺にふるさとをつくる会・自然塾を
運営しているみなさんに協力いただき、地元
ボランティア団体として、保全活動体験、自
然学習・体験の指導者として役割を担いまし
た。
保全地域が、緑豊かな都民の憩いの場とし
て、自然に親しむ学習の場として大きな役割
を果たせるよう願っています。
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新聞記事からちょっと心配2題

地域福祉について

森の自然塾指導者 近江吉郎
最近市内を歩いていると、まと
まった規模のマンションや建売住宅
等への開発が目立ちます。2022年問
題と新聞の記事がありました。1992
年にスタートした「生産緑地優遇制
度」で生産緑地を選択した農地は、
期限が30年で2022年にその期限が来
るそうです。更に10年間延長できる
そうですが、農家の高齢化、後継者
問題等でこの機会に売却を決意する
ケースが増えるだろうという記事で
す。住宅政策の一環で土地値上がり
を抑える為に市街地の農地を宅地化
へと政策がとられてきましたが、人
口減少の流れの中で空き家が増える
傾向です。開発が進んで緑が減らな
いことを望んでいます。
私は尾瀬が大好きです。尾瀬が国
立公園として日光国立公園から独立
して、今年の8月で10年になったそう
です。群馬・栃木・新潟・福島の4県
にまたがる3万7千2百ヘクタールの土
地の約40％を、東京電力ホールディ
ングが保有しているそうです。
こちらの心配は東京電力が色々問題
を抱える中ですが、自然をしっかり
守って欲しいと願っています。

日吉町町内会会長 鹿島義之
国分寺市では平成２８年度から地
域福祉推進協議会を立ち上げていま
す。地域福祉とは、全住民が住み慣
れた地域で安心して暮らし続けるこ
とができる社会をつくることです。
私はこの活動に最初から参加してい
ます。さて何をやるかについて日吉
町町内会でやっている防犯活動によ
り安心して暮らせる地域社会をつく
ることを目標としました。地域福祉
では「助けられたり助けたり」の共
助が不可欠と思いましたので、助け
るための防犯知識の向上による防犯
パトロールの効果を上げること。地
域の人に防犯知識に関心をもつても
らうため小金井警察署の防犯チラシ
を配布し啓発活動をやっています。
このような活動を通じて地域の防犯
は地域のみんなでやることが大切で
あることの理解を深め「おたがいさ
ま」という共助の関係を構築する第
一歩になればと思っています。最後
に地域福祉は住民が積極的に主体と
なって活動して初めて、実現すると
思います。

全国地域安全運動
市民のつどい
都市緑化を考える会
代表 上野直彦
「都市緑化を考える会」は、自然観
察、自然教育の活動を年７回、開催
しています。
５年目を迎えました。森の重要性、
を考察することは、重要であると思
います。森でのセラピー活動も取り
入れています。自然の森を少しでも
活かすことができればと考えていま
す。
右記、11月募集要項です。ご興味あ
る方は、ご連絡頂ければと思います。

薬草
＜募集要項＞

平山城址公園散策と
東京薬科大学薬用園視察
日時：2017年11月18日（土）10～15時
[講師] 三田晴美
集合：10時 京王線・平山城址公園駅
解散：15時 京王線・平山城址公園駅
持ち物：筆記用具・健康保険証・（コ
ピー不可）・帽子・飲み物
弁当・雨具
募集締め切り：11月13日（月）
連絡先：上野直彦
携帯：090-1656-2758
メール：ueno@elf.ocn.ne.jp

今年も毎年開催の市民のつどいが
１０月１１日小金井宮地楽器ホール
で、小金井警察署、小金井・国分寺
防犯協会主催で、多数の参加者にて
開催されました。
第一部式典・第二部詐欺被害防止
教室・第三部あべ静江さん歌謡
ショーの内容でした。本年も、
スローガン

「守ろうよ・わたしの
好きな・街だから」
のための特殊詐欺・侵入窃盗被害
等を減らして、みんなで安心・安全
な街をつくりましょうの合言葉で終
了しました。今回も多数の参加をい
ただきありがとうございました。
(鹿島義之)

多摩の自然を楽しむ会”浦賀"
川崎末利子
浦賀ってペリーが来航した
・・・その程度しか知りませんでし
た。今回は海辺の植物の観察会で初
めて訪れました。最初の植物、浦賀
駅の側に大きなハゼの木があり小さ
な実がボール状の房になって沢山つ
いていました。真っ赤に紅葉した葉
は良く見かけるけど、こんな実を見
るのは初めてです。「多摩の自然を
楽しむ会」には昨年から参加させて
いただきました。植物の観察などい
つも初めて知ることが多く感動して
います。駅から少し歩いて西叶神社、
更に渡し舟（３分）で渡り、対岸の
東叶神社へ。東西の神社が湾を挟ん
で向かい合っているとの事。２つの
神社が１対になっている珍しい神社
です。ここには大きなソテツの木が
あり、先端に大きな実が付いていま
した。包まれた苞の中に赤い実が見
えます。裸子植物で果肉などに覆わ
れていない為、実はいきなり種との
事。この大きなソテツも感動です。
ここから大分歩いて観音崎自然博物
館へ。そこではソナレマツムシソウ
（磯馴れ松虫草）が咲いていました。
今では三浦半島でしか見られない絶
滅危惧種との事でした。淡い紫色の
可憐な花でした。博物館の庭で海を
眺めながら昼食。海の色が沖縄の海
みたいに綺麗でした。昼食後は観音
崎灯台へ向かいます。途中いたると
ころに崖や切り通し・トンネル等が
あり地層が露出していて何層にも重
なり素晴らしい眺めでした。何百万
年か昔に海に堆積した地層が地底か
らプレートと共に押し上げられた？
地殻変動に伴いこういう形で残った
地層の姿です。ブラタモリです
ね・・・。最後に観音崎灯台へ上り
ました。螺旋状の階段で疲れました
がとても見晴らしが良かったです。
沢山歩いたご褒美の懇親会は楽し
かったです。源原先生・冨村さんあ
りがとうございました。

Ｘ山と私
森の自然塾リーダー 三田晴美
私がX山と出会ったのは、２０１２
年９月指導者養成講座に入ってからで
した。２０１４年９月に無事修了しま
したが、その直後に家の事情で活動出
来なくなりX山にも行かなくなりまし
た。
その後時間が出来た頃、養成講座同
期の友人が「森の自然塾」の参加を
誘ってくれました。X山の変わらない
姿にホッとしたのを覚えています。現
在は「森の自然塾」と「都市緑化を考
える会」のお手伝いをさせて頂いてい
ます。
X山の演習に参加した頃は植物の名
前が全く分からず、X山の植物は全部
覚えたいと頑張りました。とても全部
覚えたとは言えませんが、「知る喜
び」を知り、自然が愛おしくなりまし
た。塾に参加する子供達にも「知る喜
び」を体験し自然を楽しんで欲しいと
思います。
１０月の「森の自然塾」では「X山
の鳥が食べる木の実・草の実」を担当
しました。事前調査で２８種類の実を
確認しました。この数は私の想像以上
で、X山の豊かさを実感しました。こ
の実を食べに飛んで来る鳥を是非見た
いものです。

グリーンズ・ツアー・ウォーク
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伝 言 板
1１月 森の自然塾のご案内
日時：11月19日(日）受付9時20分～40分
場所：Ｘ山に集合 その後九小に移動
塾の内容：「森のドリームキャッチャー
作成」「ひっつきむしで魚釣り」
晴天でも九小に移動します。
学校で使う上履きをご用意ください。
解散はX山です。

１１月行事予定
11月 8日(水)
9:30
11日(土)
13:00
11日(土)
15:10
12日(日)
9:00
12日(日)
9:30
14日(火)
9:30
18日(土)
10:00
18日(土)
13:30

「武蔵国府と武蔵国分寺の歴史
を訪ねる」
日時：平成２９年１１月２６日(日）
集合：9時JR府中本町駅前広場
内容：武蔵国府跡から武蔵国分寺跡を巡
り、古代の歴史に焦点をあてて探索しま
す。
また、植物や地理などの自然を観察しな
がら、西国分寺駅まで約１０ｋｍの
ウォーキングを楽しみます。解散は午後
3時頃の予定。
会費：500円。 昼食と水持参。
申し込み：11月15日までに、はがきに住
所・氏名・電話番号を記入し、

森の教室運営委員会
恋ヶ窪公民館
ふるさとの会 合同幹部会議
恋ヶ窪公民館
野川源流自然再生準備会
恋ヶ窪公民館
市民クリーン運動
わらびの道
姿見の池ホタルの会作業
姿見の池
多摩の自然を楽しむ会
南武線・中野島駅
都市緑化を考える会(表面参照)
京王線・平山城跡公園駅
日吉町町内会定例会
第五小学校ランチルーム

19日(日) 森の自然塾
8:30 Ｘ山中央
19(日) 環境ひろば
10:00 国分寺市役所会議室
26日(日) グリーンズ・ツアー・ウオーク
9:00 府中本町駅前広場
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
26日(日) 姿見の池ホタルの会作業
9:30 姿見の池
26日(日) 姿見の池ホタルの会会議
15:00 都営住宅集会所
〒185-0032
国分寺市日吉町3-7-8岡本浜夫宛に
送ってください。定員30名です。
多数の方の参加をお待ちしています。

30日(木) 会報配布準備
13:30 恋ヶ窪公民館（印刷は13:00～）
(注)終了次第広報委員会
30日(木) 多摩に歩く会会議
15:00 恋ヶ窪公民館

