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防災推進の街づくり仲間の会

日吉町町内会

防災科学技術研究所の見学会

日吉町町内会の祝賀会

仲間づくり委員 植原 茂次
ここ２年間に３回の防災講演会をお
願した、文部科学省の研究開発法人防
災科学技術研究所の見学会を３月16日
に行った。所はつくば市にあり、２１
名が参加した。本研究所は、研究領域
によっては、雪氷に関しては、新潟県
長岡市と、山形県新庄市にあり、神戸
地震後には、大型耐震実験施設が兵庫
県三木市に設置され、また地震観測網
が全国の陸域及び東北の太平洋沿岸か
ら伊豆湾の海域にまで展開している。
つくば本所には、当初から設置され
た大型耐震実験施設、大型降雨実験施
設、降雨レーダー観測施設等がが有り、
実験・研究成果は、本館の映像施設に
より紹介され、また本所の大型施設の
見学をおこなった。
研究所の研究目的は、災害発生の危
険性の評価手法の開発と、災害に抵抗
性の高い防災科学技術の確立にあり、
国内及び国際的な関係諸機関との共同
研究、観測・調査データの提供等、幅
広い研究活動が展開されている。

会長代行 西浦 茂光
町内会では、毎週水・土曜日の２回防
犯パトロールを実施しています。
平成２４年１０月に発足した祝賀会制
度があります。パトロール参加１００回
毎に達成者の祝賀会を日吉町の中心部に
あるフードセンターで達成者以外の会費
は、1,000円で実施しています。スタート
時は参加人員が少ない時もあったのです
が、最近は達成者の希望日に実施するこ
とにより、参加者が大幅に増え、大変賑
やかな楽しい祝賀会となっております。
防犯パトロールで町内を３～４㎞歩く
のみでは何か楽しみを感じない。しかし、
100回達成毎に祝賀会と平成２７年２月に
発足した表彰規定制度により、表彰状が
授与されますので達成感が大きくなり、
自分に実績が残るためモチベーションに
もなっています。
３月１７日には、加島会長の５００回
達成記念祝賀会を予定しており、第３７
回目の祝賀会となり、対象人員は合計４
６人(３人合同の時もありました)となり
ます。

"多摩の自然を楽しく学ぶ会"のご案内
多摩地域の豊かな自然を観察しながら、楽しく散策してみませんか。
草木の名前や見分け方等を学び、新たな親しみと興味を深めることが出来ます。専
門のベテラン講師も同行致します。
又 その中で植生・地域の歴史・地形などを観察して、種の保全・自然生態系の問
題等を考え次世代へ伝えて行きたいと思います。
皆様のご参加をお待ちしております。

5月 8日（火）長池公園・小山内裏公園
7月10日（火）小石川植物園
10月 9日（火）狭山丘陵

6月12日（火）五日市・広徳寺 その周辺
9月 4日（火）水元公園
11月13日（火）多摩川・羽村方面

参加費：
１回 ５００円（資料代・保険を含む）
持ち物：
筆記用具・お弁当・飲物・雨具・帽子など
定 員：
３０名（先着順）
申込み方法： 申込書 又はハガキ・Faxに住所・氏名・年齢・電話番号
メールアドレス（可能ならば）を記入
申込み・問い合せ先
〒185-0014 国分寺市東恋ヶ窪４-１５－８－４０４ Tel・Fax 042-315-2493
冨村 隆子
締切り： 4月25日（水）必着

三宝寺池の"キンクロハジロ"

「石神井公園散策」
多摩に歩く会 小泉 郁雄
3月20日は生憎の雨と真冬並みの寒
さに見舞われましたが、「石神井
公園の七不思議」というキャッチ
コピーのもとで30名に参加いただ
き石神井公園・石神井城址・練馬
区立ふるさと文化館、公園周辺の
社寺等を訪問しました。石神井公
園は三宝寺池と石神井池を囲む、
武蔵野の面影を残す自然豊かな公
園であり、池で遊ぶ様々な水鳥、
沼沢植物群落、トウカエデ・メタ
セコイア・ラクウショウ・ヒヨク
ヒバ等々「ねりまの名木」に指定
された樹木を見ながら散策しました
。この木の名前は漢字ではどう書
くの、どこが珍しいの、といった
質問には森の自然塾、多摩の自然
を楽しむ会の皆さんから分かりや
すい回答をいただき、成る程そう
いうことか納得、というやり取り
を楽しみました。
自然の中を歩く一方、武蔵国の豊
島郡を中心に室町時代後期まで勢
力を誇った豊島氏の拠点の一つで
ある石神井城が太田道灌に攻められ
、１４７７年(文明９年)に落城し
た歴史の跡も確認しました。豊島
氏は、恋ヶ窪に縁があることから
国分寺では特に知名度が高い畠山
重忠と同じく秩父平氏の名族であ
ることはあまり知られていないと
思います。
多摩に歩く会の行事は前回からか
なり間があきましたが、今後も自
然と歴史の跡を楽しく歩くウオー
キングを企画・提案していきたい
と思っています。

『森の自然塾２０１８年度』開催のご案内
主催：特定非営利活動法人国分寺市にふるさとをつくる会
主管：森の自然塾 代表 岡本浜夫
後援：国分寺市教育委員会
今年度で｢森の自然塾｣は、１７年目を迎え、年々充実しており、全国体験
活動指導者認定委員会（NEAL）認証の『森の教室指導者養成講座』で学んだ
指導者たちが、皆様のご参加をお待ちしております。
趣 旨1. 自然に触れ親しみ、自然の大切さや有り難さ、生命の尊
厳を実感して自然への理解を深め、人との係わりを通し、
人間性を育みます。
2. 自然体験に挑戦し、森などの自然と接することによって
｢観察力｣｢創造力｣を養い、人間としての｢感性｣を豊かに
します。
3. 森の遊びから『汗を流す』達成感を得て、｢やる気｣と
｢生きる力｣｢生きがい｣を育みます。
対 象 小学生、なお 小学１年生のお子さんは、保護者の付添いを
お願いします。
また、行き帰りの安全･安心の確保は、保護者の方にお願い
致します。
費 用 行事保険料･材料費･特別講師謝礼など、1,500円 をご負担く
ださい。
募集人数 ４０名（※ 募集人数を超えた場合は、抽選とさせて頂きます。）
申込み法 普通はがきに、住所･名前（ふりがな）･学校名･学年･保護者
お名前･電話番号･携帯番号（差し支えなければﾒｰﾙ･ｱﾄﾞﾚｽ）
を記入のうえ、下記の宛先にお送りください。
送り先 〒185-0032 東京都国分寺市日吉町３－７―８
（特非）国分寺市にふるさとをつくる会 岡本 浜夫 あて
申し込み締め切り 平成３０年５月７日（月）必着
問合せ先 事務局
電話番号 ０４２－３２５－７６１６（携帯：090-6937-8070）

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

伝言板
森の自然塾のご案内
4月は15日に行います。2017年度
最終回の塾です。
「春の花さがしビンゴ」と「菜の花
博士になろう」です。
集合はX山に9時20分~40分、雨天で
も行います
後半は九小に移動します。
（上履き持参ください）
【エックス山で春の花観察、
ご父兄の参加歓迎です】

４月行事予定
１回５月20日「おもしろ葉っぱの葉脈ｸﾗﾌﾄづくり」「春の草笛合奏」
２回６月17日「樹高と樹齢を測定する」「春のﾊﾞｰﾄﾞ・ｳｫｯﾁｨﾝｸﾞ」
３回７月15日 タケ･ｻｻ類の見分け方」「“水でっぽう”作り!!」
４回８月19日「セミの生態とその一生」「セミのぬけがらさがし」
５回９月16日「森の宝さがし!!」「“どうぶつ”ｸﾗﾌﾄ作り」
６回10月21日「木の実、草の実の生態観察」「どんぐり相撲対決!!」
７回11月18日「森のﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ」「ひっつきむしで魚釣り!!」
８回12月16日「ｸﾘｽﾏｽ･ｷｬﾝﾄﾞ、ﾙ･ﾘｰｽ作り」「ｸﾘｽﾏｽ・ｿﾝｸﾞ合唱」
９回 2月17日「冬の池に生息する水鳥の観察」「冬のﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁｨﾝｸﾞ」
１０回４月15日「春の花さがしﾋﾞﾝｺﾞ」｢菜の花博士になろう!!｣
※２０１８年度は、５月から始まり、２０１９年４月終了となります。

NPO法人国分寺市にふるさとをつくる会年会費納入のお願い
会計担当理事 中尾 明長
先月会報で予告させて頂きました通り、平成３０年度会費納入は、例年通
り4月、5月の２ヵ月間に、貴方の担当地区委員が、領収書を持参してご訪問
致します。
前納して頂いております方の場合は、残額をお知らせし、当方でその中か
ら引落し致します。ご不在もあり再三伺うケースもありますが、どうぞご協
力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
尚、昨年度銀行振込を頂きました方には、当方の銀行口座を変更致してお
りますので、別途ご相談申し上げます。

4月 1日(日) グリンーズ・ツアー・ウオーク
9:00 国分寺駅改札口
1日(日) 姿見の池ホタルの会作業
9:30 姿見の池
3日(火) 自然観察会：東大田無演習林
9:00 西国分寺駅南口噴水前
11日(水) 森の教室運営委員会
9:30 恋ヶ窪公民館
13日(金) エックス山等市民協議会
13:30 市民プール会議室
14(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
15日(日) 森の自然塾
8:30 西恋ヶ窪緑地(Ｘ山)中央
15日(日) 環境ひろば
10:00 国分寺市役所会議室
21日(土) 日吉町町内会定例会
13:30 第五小学校ランチルーム
22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
27日(金) 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
27日(金) 多摩に歩く会会議
15:00 恋ヶ窪公民館
29日(日) 姿見の池ホタルの会作業
9:30 姿見の池
29日(日) 姿見の池ホタルの会会議
14:00 都営住宅集会所

