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新年にあたり年頭のご挨拶を申し上げます
特定非営利活動法人国分寺市にふるさとをつくる会
新年あけましておめでとうございます
念頭にあたり、当会重点事業を申し上げ、
会員の皆様のご支援・協力をお願い申し上
げます。
森の自然塾スタッフの充実
子ども達対象の自然体験学習「森の自然
塾」は、設立以来続いており、１２年目に
なります。国分寺市「緑のボランテイア制
度」と連携し、スタッフを会員の皆様及び
市民に広くお願いし、充実を図りたいと思
います。
防犯・防災活動による地域貢献
関連団体であります「日吉町町内会」
「防災推進の街づくり仲間の会」と連携し
安全・安心の街づくりに貢献したいと思い
ます。
障害者への配慮
私は市民の一人として、国分寺市障害者
自立支援に携わっております。皆さんが
おっしゃられますことは、「自分達を理解
して欲しい」であります。機会あるごとに
お伝えして参りたいと思います。
理事長 白木 昭憲

明けましてお目出とうございます
会員皆様方、及び､ご家族皆様方におかれま
しては、ご健勝にて穏やかで清々しい新年
をお迎えのことと、お慶び申し上げます。
旧年中も、一方ならぬご厚情とご支援を
賜わり心より感謝申し上げます。
思えば、昨年、ふるさとの会（平成15年5月
認証）創設者の前島征武氏、また、後を追
うかのごとく創設者のお一人であられた、
金澤誠一氏の重鎮、お二人をお見送りした
現実は、悲しみが募ると、ともに、ふるさ
との会にとってボディーブローのごとく、
じわじわと影響を及ぼし始めていると痛感
した年でした。
迎えた、平成最後のお正月、およそ２０
０年ぶり、現天皇陛下が４月３０日ご退位
され、皇太子さまが翌５月１日即位される
歴史的イベントが執り行われます。平成か
ら新たな元号に変わるこの年、我々の組織
団体も近未来を見据え、脆弱な財政基盤を
鑑み、事業の見直しと身の丈に相応しい事
業運営を心掛けたいと考えております。
今年度も、より一層のご支援とご厚情を賜
ります様、お願い申し上げます。
副理事長 岡本 浜夫

「団体の財政改革、
先ず意識改革から」
団体の財政問題を平たく言えば資
金の問題即ちお金に余裕があるか、
不足か。お金の問題といえば「誰か
が解決してくれる。」と他人ごとの
ようにとらえる人が多いと思われる
が、果たしてこれでよいか、よくよ
く考えてみる必要がある。団体を維
持していくためにはその構成員のひ
とり一人がその団体を支えていく必
要がある。このことから団体のお金
についても団体の構成員のひとり一
人が自分のお金で支えていかねばな
らない。団体の構成員が自ら支えな
いような団体をその構成員以外の他
人が援助して助けてはくれないこと
は明白である。お金の問題は解決す
るのに時間がかかるので、すぐ検討
を開始して動き出す必要がある。
団体の収入面ではお金の不足を会
費の値上げとか寄付などその団体の
構成員の負担でその団体を支えてい
く必要がある。
団体の費用とか経費の面において
は、団体がボランティアで成り立っ
ているときは、その団体の費用とか
経費はその団体の構成員が基本的に
負担すべきである。他の団体のその
費用とか経費を負担することは普通
ではなく異常であり、他の団体の構
成員が負担すべきである。
理事 村瀬 方郎

散策の楽しみ、最近の一例
初冬の一日、朝から晴れ渡り風も
ない暖かさに、市内在住同趣味の友
を誘って八王子駅から南約５ｋｍに
有る美術系私大に向かった。目的は
知己の同大学教授の彫像個展を付属
美術館で開催中なのと、キャンパス
内の施設建築物が、自分が京都で学
生時代好きだった著名建築家の構想
に基づいて建てられたと知ったから
だった。美術館では彫刻家の先生と
久々に会え作品につい懇切丁重な説
明を頂いた。

キャンパス内を巡り学生食堂で昼食
後今の学生は恵まれているなと感じ
乍ら帰路に向かった。往路は最寄駅
から無料送迎バスで上ってきたが、
同じ道を歩くこ事にして舗装された
一車線ですれ違いのため数ヶ所で広
げた道を20分程下った。道の片側は
谷のような所が鉄道線路で反対側は
数ｍの崖上に畑や屋敷が続く。常緑
の花樹が色鮮やかで乗馬クラブなど
有ってのどかな風景が懐かしく思え
た。
理事 中尾 明長

新年明けまして
おめでとうございます
会員各位とお家族皆さまのご健康
と更なるご繁栄を心よりお喜び申し
上げます。
今年は５月に天皇陛下がお替わり
になり、３１年間の平成の時代は終
わり新しい年号となり、また翌年の
１０月には５６年ぶりに東京でオリ
ンピックが開催されます。そのなか
で、当会は、平成２９年度に新体制
で出発し、創立１８年目の節目に臨
んで今、各々が活動中です。新しい
分野、役割、連携のなか、会員５０
０余名と７部門が各々スケジュール
を組み行動し、更に都庁、国分寺市
の担当部門とも話し合いし、更に大
学、各小学、中学と他の会とも行動
を行っています。今後もお互いに協
力しあい地域に役立つ成果を上げる
のが当会の役割で、今後も更に充実
し進めていきます。
監事 縄田 敬二郎

森の自然塾

キャンドルとリースとクリスマスソング
自然塾インストラクター 伊達 人教
１２月の自然塾はグラスキャン
ドルとクリスマスリースづくり、
それに松ぼっくりの話とクリス
マスソングを歌いました。
キャンドルはグラスに両面テー
プでおはじきをくっつけて、
紙粘土でまわりをおおいまし
た。キャンドルに火を灯すと、
おはじきの色とりどりの灯り
が輝きます。リースはツルの
輪に森で拾ってきた木の実や、
ドングリや松ぼっくりを張り
付けて作りました。なかには、２０ｃｍもある大きな松ぼっくりもあり、子
供達は、おおはしゃぎです。個性のある作品を、しっかり作りました。最後
にクリスマスソングを、歌いました。私のギターと姫野さんのハーモニカの
伴奏で、あわてんぼうのサンタクロース、赤鼻のトナカイ、ジングルベル、
きよしこの夜、を歌いました。こども25名、父兄15名、スタッフ12名、計52
名の合唱です。
回を重ねる毎に、スタッフのチームワークの良さが発揮されています。
冨村さんの松ぼっくりの話はわかりやすく、長谷、綿貫サンタはサンタさ
んもビックリのはまりようでした。今年も子供たちから元気をもらった１年
間でした。森の自然塾はこの素晴らしいスタッフと子供達で笑顔と歓声があ
ふれる場所、楽しい時間を共有する場所、自然にふれ、自然をしっかり学習
する場所になっています。

多摩に歩く会

伝言板
森の自然塾のご案内
1月はお休みです。
2月は冬の野鳥観察を計画してい
ます。
寒さに負けないで参加して下さい。

「東経自然に親しむ会」のご案内
<講演３> 1月18日(金)10:00～11:30
講演者：国分寺市にふるさとをつくる会
インストラクター二瓶 文博氏
テーマ：旧石器時代の暮らし
会場：cocobunjiＷ 5Fセミナールーム
<講演４> １月19日(土)18:00～19:30
講演者：美しい用水の会 代表
佐藤 敬臣氏
テーマ：国分寺の用水と新田開発
会場：cocobunjiＷ 5Ｆセミナールーム
<講演５> 2月14日(木)13:30～15:00
講演者：国分寺にみどりと水辺を
はぐくむ会 中村 隆彦氏
テーマ：野川流域の湧水と遺跡
会場：恋ヶ窪公民館講座室１
問い合わせ：東京経済大 学務課
石原 融様
℡：042-328-7755
ishi@s.tku.ac.jp

早春の文京区（湯島天神・本郷・東大赤門）お散歩
・集合日時 31年2月5日（火）9時 西国分寺駅南口噴水前集合
・会費 500円
・雨天中止（中止の連絡は前日夜）
・持ち物 交通費、雨具（昼食は東大学食で取る為お弁当は必要なし）
・申し込み メールに（不可能な方は往復葉書にて）
住所、氏名、携帯番号、参加人数を明記の上
1/26までに 下記 酒井宏幸まで
186-0013 国立市青柳2-25-8-406
nemimi2006@adagio.ocn.ne.jp
℡070-6667-9241
・行程(約６ｋｍ)
JR西国分寺駅→JR御茶ノ水駅→湯島聖堂（平日の為講堂内見学は不可）
→神田明神（銭形平次碑などを見学）→湯島天神
→東大龍岡門→学食生協2号館で昼食
→学内散策（安田講堂、法文1・2号館、三四郎池）→東大赤門
→かねやす跡地（「本郷もかねやすまでは江戸のうち」の川柳で有名）
→菊坂→旧伊勢屋質店（文人ゆかりの地を散策）
→文京区役所（シビックセンター25F 展望台より都内を眺める）
→区役所ロビーにて解散（3時半予定）
すぐそばの地下鉄後楽園駅又はJR水道橋駅などから各自帰宅
＊区役所近くのサイゼリアで打ち上げ反省会を予定

１月行事
9日(水) 森の教室運営委員会
9:30
12日(土) ふるさとの会 合同幹部会議
14:00 恋ヶ窪公民館
13日(日) 姿見の池ホタルの会作業
9:30 姿見の池
19日(土) 日吉町町内会定例会
13:30 第五小学校ランチルーム
20日(日) 環境ひろば
10:00 国分寺市役所会議室
20日(日) 防災推進の街づくり仲間の会
14:00 恋ヶ窪公民館
27日(日) 姿見の池ホタルの会作業
9:30 姿見の池
27日(日) 姿見の池ホタルの会会議
14:00 都営住宅集会所
31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
31日(木) 多摩に歩く会会議
15:00 恋ヶ窪公民館
ホームページをご覧ください。
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