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平成30年７月1日発行

３０年度通常総会開催
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30年6月9日に恋ヶ窪公民館で開催、
平成２９年度事業報告・収支決算、平成３０年度事業計画・収支予算が
承認されました。平成30年度重点業務計画は、以下の通です。
会員の皆様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
理事長 白木 昭憲
・森の自然塾：2018年5月～2019年4月(10回開催)
・小学校総合学習・サマースクール支援、東京都等行政行事の協賛
・指導者養成観察会の開催：2018年5月～11月(6回開催)
・歴史・植生観察ウオークの開催(11・4月開催)
・会報発行：毎月発行
関連団体・代表者
森の教室
インストラクター会
代表 加藤 昌代
日吉町町内会
代表 鹿島 義之

防災推進の街づくり
仲間の会
代表 縄田 敬二郎
多摩に歩く会
代表代行 酒井宏幸

都市緑化を考える会
代表 上野 直彦

ふるさとの森
自然観察会
代表 飯島 太平治

事 業・活 動
①森の教室運営委員会の開催：毎月
②行政行事への参加(恋ヶ窪公民館等)
③講師派遣 ・小学校総合学習・サマースクール
・東京都：里山へＧＯ！
①町内パトロールの実施
②防犯パトロールを強化するため、巡回コースを
拡大し、抑止力アップを図る
③小金井警察署の防犯啓発チラシの配布(6回/年)
④通学路の見守り強化、高齢者の見守り強化
⑤防犯パトロール1250回達成記念意見交換会実施
①定例会議の開催
②防災講演会の開催
③研修会・防災訓練の実施
④国分寺市立第九小学校防犯・防災委員会への参加
①30年 7月 最古の運河と見沼田んぼめぐり(東浦和)
②30年10月
横沢入里山保全地域を歩く(あきる野市)
③31年 2月
歴史と文化の街・文京区散策(文京区)
④31年 4月
根川緑道の桜とママ湧水探索(国立市)
①30年 9月23日
高尾山
②30年10月
セラピー：西沢渓谷
③30年11月24日
セラピー：檜原都民の森
④31年 3月30日
東京薬科大学薬草園
①30年11月
滄浪泉園
②31年 4月
小平霊園
③31年 5月
東大農園

コラム
ふるさとのむかしばなし
「国分寺は県境の街！？」
明治４年，それまで数百あった藩が
県になったのは有名ですが、天領
（幕府直轄地）はどうなったかご存
知ですか？実は廃藩置県より数年前
に，明治政府により代官の支配地区
ごとに県になったそうです。
ところで国分寺市内には10の村があ
りましたが、すべて天領であり、

大体内藤橋と戸倉通あたりを境に，南
東部５か村と北西部５か村で代官が違
いました。そして東は品川県、西は韮
山県に属することになりました。
イメージしてください。戸倉と新町・
富士本の間に県境が通っていたんです
よ？
のちに多摩地区全体が神奈川県に編入
明治26年に東京府に移管されました。
（てつ）

国分寺市にふるさとをつくる会
理事長 白木 昭憲
〒185-0024 東京都国分寺市泉町2-6-2-404
Tel : 090-6034-4616 Fax:042-324-2125
E-mail: shiraki @way.ocn.ne.jp

社会のニーズにあった活動の推進
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 白木 昭憲
平成１３年に「樹林地の保存維持、地域の
安全活動により豊かな環境の提供と心豊かな
まちづくりの推進」を理念とし、ボランテイ
ア団体を設立、今日までに８団体と多くの仲
間づくりをされ、５月にご逝去されました、
前理事長故前島征武氏に、感謝と深甚なる哀
悼の意を表します。
さて今年度は、つぎの２点を重点推進事項
として活動して参ります。
①文部科学省報告書に記載しております、
教育現場の多忙による学校の疲弊を支
える一環として、自然体験学習サポー
ト活動を、独自及び行政と協働で、推
進いたします。(右重点業務計画参照)
②「国分寺市にふるさとをつくる会」及
び関連団体「日吉町町内会」「防災推
進の街づくり仲間の会」は社会の現状
に鑑み、右の重点業務を推進致します。
会員皆様のご支援、心からお願い申し上げま
す。

＜新体制で二期目を迎へ＞
特定非営利活動法人

国分寺市にふるさとをつくる会
副理事長 岡本 浜夫
５月２３日にご逝去された“ふるさとの
会”の創設者、前理事長故前島征武氏に心よ
り哀悼の意を捧げるとともに、生前いただい
たご指導とご教授に厚く御礼申し上げます。
心より、ご冥福をお祈り申し上げます。
さて、会員の皆様方には平素より「ふるさと
の会」の事業･行事運営にご協力とご尽力を
賜わり、深く感謝申し上げます。
創設者前島氏の後継者として引き継がれた、
白木昭憲理事長体制も、平成二十九年度事業
報告並びに収支決算報告も、総会の承認を受
け、また、今年度の事業方針と予算案が承認
されました。
白木理事長体制二期目を迎えるにあたり、微
力ながら理事長のサポート役として組織運営
の潤滑油になれればとの思いです。
１）財源確保に向けた基幹事業の更なる充実。
２）行政との連携を密にｷﾞﾌﾞ&ﾃｲｸの基本精神
で双方の協力関係の構築。３）ふるさとの会
の、事業･行事内容の理解を深めるための広
報活動を柱に、
“白木体制”の手足になれれば幸いです。

6月の自然塾を終えて
企画責任者 二瓶文博
6月の森の自然塾は、葉っぱをテーマ
にしました。前半は、葉っぱの形を観
察して、気に入った葉っぱの形を紙に
写し取る、「葉っぱの写真」に取り組
んでもらいました。
今月の目玉は、後半の「草笛をならそ
う」です。草笛はなかなか難しいので、
昭和記念公園で草笛の講師をしている
福田利之さんと小出孝昭さんに、先生
をしていただきました。
お二人が最初に、ご挨拶がわりに一曲
演奏されたとたん、子供たちの表情が
変わりました。最初に取り組んだのは、
シラカシの葉を割りばしに巻きつけて
つくる、巻き笛です。これは、ほとん
ど全員が音を出せるようになり、全員
で「幸せなら手を叩こう」の曲に合わ
せて巻き笛で拍子とって、楽しく盛り
上がりました。
続いて、柔らかい葉っぱを唇にあてて
吹く本格的な草笛に挑戦しました。大
人でもなかなか音を出すことができな
い難しいものです。先生たちの熱心な
指導で、約3分の１の子供が音を出すこ
とができたのは驚きでした。保護者の
皆さんと一緒になっての挑戦は、家に
帰ってからも、しばらく続きそうでし
た。

日吉町町内会
防犯パトロール1250回の歩み
会長 鹿島義之
6月20日(火)に来賓12名を含め31名
の出席で意見交換会を開催する事が
出来ました。意見交換会は本会で7回
開催しました。開催できるのも防犯
パトロールが継続しているからです。
ではなぜ継続できるのでしょうか。
①第五小学校を拠点としている
ことです。②国分寺市・小金井警察
署の指導・支援がある。
③当会が表彰制度を導入したことな
ど、それ以外にもあると思いますが、
今はこの3点をあげたいです。何のた
めに実施するのか、まず当会の活動
を発表し、そして 問題点と今後の構
想等について、来賓を交えて意見交
換をして少しでも今後の活動に生か
したいためです。今回の意見交換会
は委員全員の力と多数の来賓が参加
してくれた結果すばらしい会となっ
たと思います。ありがとうございま
した。次回は防犯パトロール1500回
達成記念意見交換会を２年先に今の
メンバーと新しいメンバーで開催し
たいと思います。よろしくお願いし
ます。

QRコード

ホームページをご覧ください。

・npo-kokubungifurusato.jp

伝言板
森の自然塾のご案内
7月は15日に行います。
「変わった名前・おもろい植物さ
がし」と「竹水鉄砲を作って遊ぼ
う」です。
集合はX山に9時20分~40分、雨天で
も行います
雨天の場合は受付後九小に移動し
ます。（上履き持参下さい）

７月行事予定

多摩に歩く会

「最古の運河と見沼たんぼめぐり」の御案内

見沼田んぼは約1,260haの大規模
な緑地空間で、田んぼや畑、雑木林、
河川、見沼代用水によってつくられ
る田園風景が残されています。
今回は武蔵野線東浦和駅からス
タートして、見沼通船堀、見沼代用
水東縁に沿って緑と水の景観を楽し
みながら見沼自然公園・さぎ山記念
公園まで散策します。

期日：2018年7月12日（木）
荒天中止
集合場所と時刻：西国分寺駅南口
噴水前、９時
解散：午後３時頃、東浦和駅
歩行距離：約８ｋｍ
参加費：500円

メタセコイア並木

持物：飲物、昼食、雨具、交通費
申込：酒井宏幸(多摩に歩く会代表代行)
〒186-0013 国立市青柳2-25-8-406
℡：０７０－６６６７－９２４１
Email:nemimi2006@adagio.ocn.ne.jp
申込締切：平成30年7月6日(金)

7月 1日(日)
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11日(水)
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14日(土)
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14日(土)
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姿見の池ホタルの会作業
姿見の池
多摩の自然を楽しく学ぶ会
都営三田線・白山駅
森の教室運営委員会
恋ヶ窪公民館
多摩に歩く会
西国分寺駅南口噴水前
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
森の自然塾
西恋ヶ窪緑地(Ｘ山)中央
環境ひろば
国分寺市役所会議室
環境委員会
国分寺市役所会議室
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
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
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

