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防災推進の街づくり仲間の会

日吉町町内会

北区防災センター
研修会に参加して

姿見の池のホタル復活

防犯パトロール＋アルファ

姿見の池ホタルの会代表 近藤洋
時季外れの感もありますが、今シー
ズンの姿見の池のホタルの復活活動の
状況をお知らせします。
本会も参画するこの活動は昨年から
養殖したホタルの幼虫の放流を開始し
ましたが、残念ながら成虫への羽化は
確認出来ませんでした。今シーズンは
その失敗に学び、幼虫がサナギをつく
り易い環境を整備する等の工夫を加え
たうえで、ヘイケボタルの幼虫約２５
匹の放流を行いました。その結果、約
２５％が羽化したと思われます。
私も６月１９日にある会合の帰り路、
の夜８時半頃に放流場所を覗いてみる
と運よく４～５匹が点滅しているのが
目撃できました。水面近くで飛翔し点
滅する青い光は、なかなか幻想的なも
のでした。この成果は本会の小林敏孝
さんを始めとする皆さんの幼虫の育成、
サナギ化・羽化の環境整備等の努力の
賜といえます。
しかしながら、これでホタルの復活
完了というわけにはいきません。まず、
今シーズンの放流はサナギになる直前
の幼虫であり、来シーズン以降はもっ
と若い幼虫で挑戦する必要があります。
最終的には、姿見の池で羽化したホタ
ルが産卵し、その幼虫が羽化するとい
うサイクルの完成が必要となります。
従って、今シーズンはその第一歩を
標したことになると思います。

監査委員長 笠井健次郎
記録的な猛暑で参加人員も近年になく低調
研修委員長 高島シズ子
だった夏も過ぎ、快適な秋になりました。仲
9月14日、北区防災センター（地震
間と一緒に、行き交う人に挨拶し、周囲に目
の科学館）の研修会に参加しました。
を配りながら歩くことが、防犯に役立つだけ
本日は簡単にご報告させて頂きます。
でなく、健康寿命確保に有効なことが、最近
私は防災に対する意識は高い方だと
の研究で明らかになっており、われわれもな
思っていましたが、研修参加後、まだ
かなか良いことをしているのだ、という自信
まだ学習不足なことに気付きました。
につながります。
１階展示ホールでは、来館者の防災意
私もこの７月に参加７００回になりました。
識を高めるために、地震対策の学習、
１１年半前に故前島さんのお誘いで入会しま
地震体験、煙体験、消火体験などの訓
したが、こんな日を迎えられるとは想像もし
練が実施されています。２階では、応
ていませんでした。良い仲間に恵まれたお蔭
急手当の講習もあります。中学生以上
です。
の方には消火器を使って初期消火訓練
さて、侵入盗いわゆる空き巣は市全体とし
や出張講習も企画されているそうです。
ても減少傾向であることは、結構な事ですが、
今回、私が大変驚いたのは煙体験で
最近はこれに替わって頭を使った特殊詐欺が
す。火災で室内に煙が充満した時、自
増大しています。
分がどのような状況に置かれるのか、
テレビによる啓発が有効と思いますがＮＨ
煙の恐怖を生々しく体験できました。
Ｋ以外では望めません。警察主催の今月９日
体験は心の準備ができます。また、
の“市民の集い”には年配女性の方々も集ま
生存への希望と意欲に繋がります。
るので有効でしょう。当会は、これに対処す
これからも、命を守る行動について積
るため、警察発行の啓発チラシのポスティン
極的に学ぶとともに、地域防災の共感
グを年６回行っています。枚数は２３００枚、
の輪を広げて参りたいと思います。
会長肝いりの二つ折りとし、「無断立ち入り
禁止」のマンションや「チラシ一切お断り」
のお宅を除いたほぼ全戸に配ります。五小前
を東西に走る道路の南側は家屋数が多く、９
ブロックに分け１人約２００枚を受持ってい
ます。
更に効果を上げる次の一手は？
スーパー店頭でのチラシ配りか？など、
知恵を絞りたいと思っています。

コラム
ふるさとのむかしばなし「やと」
みなさんは「谷戸」をご存知ですか？
崖線沿いに湧く湧水が大地部分を侵食
し，谷みたいになった地形のことで，
そういった土地のことを昔のやまと言
葉で「やと」「ほど」というそうです。
神奈川には「保土ヶ谷」なんて地名が
ありますね。ちなみに「ほど」は女性
の体の部分を示す言葉でもあるそうで
す。泉が湧いて，台地の下で窪んでい
て…どこのことですかね？
ところで東元町の野川，小金井市との
境のところに「長谷戸橋（はせどば
し）」という橋が架かっています。し
かし地形図を見ると，橋の近くの国分
寺崖線から「谷戸」が国分寺7小や2中
の窪地まで「長く」続いています。橋
の名前，本当は何て読むのでしょう
ね？（てつ）

分倍河原の合戦と府中宿の歴史を訪ねる ！
戦国時代～江戸時代の歴史にゆかりのある地域を歩きながら、自然（樹木、野草、
野鳥等）を観察します。・郷土の森博物館で、分倍河原の合戦と府中宿の歴史につい
て、学芸員に解説してもらいます。
日時：30年11月４日（日）小雨決行 集合：午前9時 京王線分倍河原駅改札口
解散：午後3時頃 大国魂神社境内
会費：800円（博物館の入館料を含む）
持ち物：弁当・水筒、歩くのに適した服装、雨具、健康保険証（コピー不可）
申し込み： はがきに「ふるさとを訪ねる会参加希望」と書き、氏名、年齢、住所、
電話番号（携帯）を添えて、下記宛てに送ってください 。
〒185-0032 国分寺市日吉町３－７－８ 岡本浜夫
締切り:10月25日(木）必着 問合先：042-325-7616・090-6937-8070 岡本浜夫
コース（徒歩約８ｋｍ）:分倍河原駅前⇒分倍河原古戦場碑⇒郷土の森博物館
⇒郷土の森博物館庭園⇒三千人塚⇒旧甲州街道⇒高札場⇒大國魂神社
※従来のグリーンズ・ツアー・ウオークを「ふるさとの自然と歴史を訪ねる会」に変更

多摩の自然を楽しく学ぶ会

森の自然塾
子供の想像力はすごい
NEALインストラクター二瓶文博
9月の森の自然塾を、16日（日）に開催
しました。前半は、「森の宝ものさが
し」として、「生きものが食べたあと」、
「かくれていた生きもの」などの問いに
対する答えを、各自の感性で見つけ出す
ゲームをしました。子供たちは、リーダ
のヒントを参考にして、真剣に宝ものを
見つけ出してくれました。
後半は、「動物クラフトづくり」です。
葉っぱ、花、木の実、枯れ枝など森にあ
るものを使って、画用紙の上に「動物」
を作ってもらいました。「動物」には、
人間やお化けも含め、何でも良いことに
しました。
大人は通常、何をつくるかしばらく考え
るのですが、子供たちは、あまり悩まず
に、直観的に作りだすのは驚きです。あ
る子は、枯れ枝だけで、ピコ太郎がPPAP
を歌っている姿を作り、自ら歌ってくれ
ました。
また、ある子は恐竜を作りました。大
きく開けた口の中に並んだたくさんの歯
を、小さく切った茎をならべて表現した
のには、感心しました。
森の自然塾で、子供たちとお付き合い
をして、子供たちは大人が敵わない想像
力を持っていること、好奇心や知識欲が
強く、豊かな感性を持っていること、そ
して細かい作業が得意なことなどに、改
めて感じ入った次第です。

水元公園の水生植物を訪ねて
NEALインストラクター演習者
目黒区 田中由美子
現在、私はNEAL（自然体験
活動指導者）の上級コース、
インスタラクター取得を目指
しています。
ふるさとの会がエックス山で
開催する小学生対象の「自然
塾」と80代の諸先輩もいらっ
しゃる「多摩の自然を楽しく
学会」において幅広い年齢層
の皆様に説明をする演習は、
得難い経験を積むことができ
感謝しております。
今回は、水元公園が都内唯
一の自生地である希少植物の
アサザと、天然記念物のオニ
バスの花の観察を目的に訪れ
ました。台風の影響で日程が
1週間延期されたにも関わらず、
群生するアサザの明るい黄色
の花と、鋭い棘に包まれた紫
のオニバスの花の両方を観ら
れる幸運に恵まれました。
また、ヒシ、ガガブタ、オモ
ダ等の珍しい水生植物や、広
大なハス池なども見応えがあ
りました。
説明下さる源原先生の深い
造詣にも触れ、参加の皆様に
はきっと満足して頂けたので
はと思います。

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
10月は21日に行います。
「X山の木の実、草の実をさがそう・ど
んぐりごま相撲対決」です。集合はX山
に9時20分から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）どんぐりで、こ
まを作って回しましょう。

防災学習会のご案内
地域の防災力を高める防災学習会
を開催いたします。
・日時：平成30年11月18日（日）13：30
・会場：恋ヶ窪公民館会議室
・講師：日本防災士会・防災士
・題目：地域防災力の向上に向けて
・参加費：無料（どなたでもできます）
・主催：防災推進の街づくり仲間の会

１０月行事予定

西沢渓谷(紅葉シーズン）「森林@セラピー＋温泉」のご案内
日時 2017年10月27日（土）
集合場所:JR西国分寺駅改札出口前
集合時間: 午前6時20分
ガ イ ド: 村岡淳子、上野直彦
参 加 費: 4,000円(ガイド・保険
白龍閣温泉・食事)
※交通費別途(4,910円)
持
参: 保険証(コピー不可)・
雨具・レジャーシート
スケジュール:西国分寺駅発 (塩山駅
経由）⇒山梨市・道の駅みとみ⇒ 森
林セラピー⇒ ナレイの滝⇒西沢山荘
森林セラピー実施

⇒三重の滝⇒白龍閣温泉・食事
⇒ 西国分寺駅着
解散：19:40
申込：都市緑化を考える会
代表 上野直彦宛
東京都青梅市河辺町2-1001-2-304
090-1656-2758(携帯)
0428-27-2827(TEL&FAX)
Email:ueno@elf.ocn.ne.jp
(申込は、TEL/FAX/メールにて
名前/住所/電話番号をお知らせ
ください）
申込期限は10/24まで (10名限定)

10月 6日(日) 姿見の池ホタルの会作業
9:30 姿見の池
9日(火) 多摩の自然を楽しく学ぶ会
9:30 ＪＲ立川駅北口
10日(水) 森の教室運営委員会
9:30 恋ヶ窪公民館
13日(土) ふるさとの会 合同幹部会議
14:00 恋ヶ窪公民館
15日(月) 多摩に歩く会
8:30 西国分寺駅改札前
16日(火) 美しい用水の会会議
15:00 市民活動センター
20日(土) 日吉町町内会定例会
13:30 第五小学校ランチルーム
21日(日) 森の自然塾
8:30 西恋ヶ窪緑地(Ｘ山)中央
21日(日) 環境ひろば
10:00 国分寺市役所会議室
21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(日) 姿見の池ホタルの会作業
9:30 姿見の池
28日(日) 姿見の池ホタルの会会議
14日:00 都営住宅集会所
30日(火) 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(火) 多摩に歩く会会議
15:00 恋ヶ窪公民館

