キ ツネノ カミ ソ
リ
ヒガンバナ科

７月下 旬、 地
下 のリン 茎か ら
高 さ30～ 40cmの
花 茎を出 し、 頂
き に長さ 5～6cm
の オレン ジの 花
を つけま す。 美
し い植物 です が
毒 があり ます 。
葉が日 本か み
そ りに似 てい る
こ とから 名が つ
い たよう です 。
キツネ がヒ ゲ
を そるの に使 う
と 考えた ので し
ょ うか。

▲府中崖線（本宿町緑地）に自生するキツネノカミソリ

ヒートアイランド対策として期待される“打
ち水”の慣習が、市内各地に広がっていくこと
を願い、７月２７日（土）午後５時から、フォ
ーリスけやき広場で一斉に打ち水を行います。
市民の皆様もこの機会を通じて、打ち水を体
験してみてはいかがですか。
また、これに先立ち午後３時３０分から、見
た目で涼を感じていただくために、フラダンス
ショーや、浴衣ステージショーを実施します。
この外、午後３時１５分から３回に分け、各
回先着２００名の方に、ペットボトル入り飲料
水を１本お配りします。
▽日 時 ７月２７日(土)
午後３時３０分から５時２０分
▽内 容 「エコ・ハピステージ」
フラダンスショー
FUCHUゆりーとダンサーズショー
浴衣ステージショー
「一斉打ち水」
▽場 所 フォーリスけやき広場
（雨天時には、｢エコハピステージ｣
のみフォーリス１階光と風の広場で
実施します。）

５月１５日（水）に実施した当センター主催
の日立中央研究所庭園及び都立殿ヶ谷戸庭園見
学会に参加した、葛西利武サポーターからの報
告です。
幸いにも、１５０人の応募者の中から７０人
の枠に入り、日立中央研究所庭園を見学した。
同庭園は１年に２回一般公開されているが、
それぞれ１万人を超える人が訪れるとのこと。
昭和１７年の設立以来、「よい立木は切らず
に、よけて立てよ」という方針が、ケヤキ、サ
ワラ、サクラ等約１２０種２万７千本の樹木の
生育を支え、カワセミ、コゲラ等４０種類を超
える野鳥を呼び寄せる。
樹木医の新井孝次朗サポーターの解説が、う
っそうと茂る木立を身近なものに感じさせる。
ハケの湧水が集まる大池からの流れは、野川
として約１９キロの旅をし、多摩川に吸収され
る。
ここは、里山の生活圏と自然が入り混じった
武蔵野の面影が残る地、期待に違わぬ風情を味
わうことができた。

▲日立中央研究所庭園

続いて訪れたのは、都立殿ヶ谷戸庭園。地元
国分寺市のボランティアの案内により、ハケの
傾斜をうまく利用した回遊式林泉庭園を１時間
３０分にわたり散策した。
ここはＪＲ国分寺駅南口から徒歩２分の近場
にありながら、けんそうとは別世界。ここの湧
水も野川の水源の一部である。
園内にはサクラは見当たらない。これは、以
前の所有者であった三菱の岩崎彦弥太氏が、華
美な樹木よりモッコクのような木を好んでいた
ことによる影響であろうか。
時折り庭園を見つめ、思いを巡らせてみるの
もいい。

▲都立殿ヶ谷戸庭園

府中環境まつり２０１３が、６月１日（土）
府中公園で開催されました。
主催は府中市と府中環境まつり２０１３実行
委員会で、環境保全活動センターも参加しまし
た。
今年度第２回となる本イベントでは、リサイ
クルを実践するフリーマーケットのほか、市民
団体、事業者、学校、行政などによる環境への
取り組みの紹介や、自然体験工作コーナー、リ
サイクル子どもみこしの練り歩きなどで、好天
だったこともあり、延べ２１,０００人の来場
者でにぎわいました。
環境保全活動センターの今回の活動内容は、
節電対策の一環として、グリーンカーテンの普
及啓発を目的に、ゴーヤの苗等、合計１，１０
５人の方に配布しました。
ゴーヤジュースの配布 ２５０杯
ゴーヤ苗の配布
５００株
ゴーヤ種の配布
３００袋
サツマイモ苗の配布
５５株
ゴーヤジュース
及びサツマイモ苗
の配布は、サポー
ターメンバーから
の提供によるもの
で、ゴーヤ苗の配
布は認定特定非営
利活動法人府中Ｐ
ＦＳの協力により
▲ゴーヤの苗配布
行われました。
また、ゴーヤの種はみどり東京・温暖化防止
プロジェクトからの提供によるものです。
今年の夏、ゴーヤなどが市内の各所で育ち、
グリーンカーテンができて、省エネに役立つこ
とを願いたいものです。

施して欲しい」旨の要請がありました。

（経緯）
６月初旬に第五中学校から府中市へ、１年生
の総合学習の課題に「環境問題」を選定したの
で、市で実施のふちゅうカレッジ出前講座「府
中の環境について」の講座依頼がありました。
市はこれを受け、環境保全活動センターの活
動目的の一つに、小中学生の環境学習があるこ
とから、センターに対し参画への打診がありま
した。
運営委員会で協議した結果、実施することは
今後の“中学生向け環境学習のためのベースづ
くり”と位置づけられる案件であることから、
テキスト素案の作成及び講師の派遣を行うこと
に決定しました。
学校から市の環境への取組みを中心とした講
座依頼を、次の４項目で構成しました。
・「環境問題とは」
・「府中の環境について」
・「府中市の環境問題への取組み」
・「私たちができる身近な環境問題対策」
この講座内容を踏まえ、講師の選出、講義シ
ナリオ案の作成及び今後の予定等について協議
し、テキストの作成については、主として「環
境問題とは」をサポーターで、府中市に関連す
る事項は環境政策課で行うことにしました。
後日テキスト内容のすり合わせを行い、パワ
ーポイントも作成する中で、講義日である６月
１３日（木）に備えました。
（講義の実施）
当日は講師（サポーター）３名と事務局３名
で学校へ出向き、午後１時４０分から２時２０
分まで、１年生１７０名全員への環境学習講義
を実施しました。
生徒は３グループに分かれ、武道場、視聴覚
教室及び多目的ホールの各会場で熱心に受講す
るとともに、事前に配布した資料のメモ欄に、
各項目のポイント、気付いたこと等を書き込ん
でいました。
講義終了後、各グループの代表から講座開催
と受講できたことへの感謝の言葉があり、また
今回の受講を契機に、「これからは、環境を意
識して、こまめに電気を消す」といった自分の
とる行動を、受講者全員の前で宣言しました。
本校は、エコスクールとして、太陽光発電等
を導入していることもあり、生徒はエコ関連設
備等についてよく理解していました。
学校側からは、「来年度もこうした講座を実

（講義項目）
１環境問題とは
①環境とは、環境問題とは ②主な環境問題
③環境問題はなぜ起きたのか ④地球資源の
限界 ⑤限りあるエネルギー資源とエネルギ
ー消費 ⑥地球の将来予測 ⑦環境問題はな
かなか解決しない
２府中の環境について
①多摩川の水質 ②ごみの収集量 ③耕地面
積 ④緑被率
３府中市の環境問題への取組み
①公害への対策 ②地球温暖化対策 ③府中
環境まつり
４私たちができる環境対策
①冷房の設定温度を２８℃にする ②３Ｒの
推進等

▲五中での環境学習講座

（生徒から）
全生徒からお礼と講義の感想がセンターへ寄
せられましたので、その一部を紹介します。
『私はこの環境学習講座で今の地球の危険な
状況とその原因、そして、環境問題を改善して
いくための方法を学ぶ事ができました。今まで
私は環境問題を深刻に考えておらず、何もしな
くても大丈夫だと思っていましたが、今後は学
んだ事を使いきちんと環境の事を考え、省エネ
や節電に節水、リサイクルなどを心がけ、私も
環境問題に取り組んでいきたいと思います。』
（Ｋ.Ｒさん）
『いままでは「環境問題がある」ということ
くらいしか知らなくて、「なぜ起きたのか」、
「どんな問題があるのか」などは知りませんで
した。でも、今回の講座を行うことで、「なぜ
起きてしまったのか」、「どんな問題があるの
か」だけでなく、「府中市がどんな取組みをし
ているか」まで分かりました。
これから、簡単なことから環境対策をしてい
きたいと思います。』
（Ｆ.Ｒさん）

当センターのサポーター登録団体である浅間
山自然保護会から、活動報告がありました。
７月７日（日）午前１０時から若松小学校の
親子１３組２８人と副校長等関係者８人が参加
して、親子による自然観察会を行いました。
若松小には、浅間山清掃班が組織され、春秋
の全山清掃やヤマユリの手入れに、親子で参加
していただいています。作業を通じて親子で同
じ仕事をする楽しさや、自然を大切にする心を
育んでもらうことを目的に行っています。
今回はヤマユリの手入れの協力のお礼に、親
子による自然観察会を開催したものです。
当日は、３３℃を超す猛暑の中、子どもたち
は昆虫に夢中になり、ゲストティーチャーとし
てお招きした村松野川公園所長は、嬉しい悲鳴
をあげていました。
一方親は、見事に咲いたヤマユリに感嘆する
とともに、植物の種類の豊かさを再認識し、改
めて浅間山のすばらしさを肌で感じているよう
でした。
帰り際に籠の中の採取した虫たちを、そっと
草むらに放していた父子の姿が印象的でした。

■所在地
■電話番号
■利用時間
■休業日

府中市寿町１丁目５番地
府中駅北第２庁舎７階
０４２－３３５－４４１０
午前９時から午後５時
土曜日、日曜日及び祝日
年末年始
（１２月２９日から１月３日）

ホームページ
メールアドレス

http://fuchu-kankyo.com
mail@fuchu-kankyo.com

▲浅間山親子自然観察会

各種見学会での案内やホームページ、会報の
作成、環境学習講座等、センター活動にご協力
いただける方を募集しています。
環境保全活動に関心をお持ちの方ならどなた
でも、サポーターとしてご登録いただけます。
また、企業及び団体単位でも募集しています
ので、ご応募をお待ちしています。
新規サポーター紹介 （敬称略）
・内山 雄太 ・永淵 琢也 ・高原美智子
・井田 陽子 ・岡
正義 ・外山 史也
・安藤 正邦 ・佐ヶ野久美子
・株式会社内山住宅
編集後記
今年も暑い夏がやってきました。昨年に引き
続き「クール・エコの集い」として「一斉打ち
水」をフォーリス前の“けやき広場”で開催し
ます。
今年は「浴衣のステージショー」に加えて、
「フラダンスショー」もあり、それぞれの衣装
姿で「打ち水」に参加していただきますので、
盛り上がりが期待できそうです。
飛び入りも大いに歓迎しますので、夕涼みが
てら皆様お誘いあわせの上お出かけください。
開催日、時間など詳しいことは、1頁をご覧
ください。
（編集委員 Ａ.Ｔ）
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