
ススキ

      【イネ科】

　原っぱや土手、

山地の日当たりの

よい場所に生える

多年草で、高さは1

～2㍍になる。大き

な株を作って群生

するススキは、す

くすく立つ木(草)

の意味であろうと

いう。

　花期は7～10月。

　秋の七草の尾花

（オバナ）はスス

キのことである。

　万葉の頃より親

しまれ、お月見に

はなくてはならな

い植物である。

▲浅間山のススキ

▽日時　11月3日(祝)午前9時半～正午／雨天の

　　　　場合中止

▽集合場所　浅間山公園駐輪場

▽対象　小学生と保護者

▽定員　先着20組

▽費用　無料

▽内容　自然の中で親子が一緒に、自然の素材

　　　　を使ったクラフトの楽しさや、自然を

　　　　より身近に感じる事により、秋の浅間

　　　　山の素晴らしさを知る。

▽講師　浅間山自然保護会・かんきょう塾ネッ

　　　　ト

▽共催　西武・武蔵野パートナーズ

▽申込み　電話(361-6861)または直接武蔵野公

　　　　　園サービスセンターへ

▽問合せ　環境保全活動センター

(335-4410)、また

は武蔵野公園サー

ビスセンターへ

▲昨年の開催の様子

　環境保全活動センター事業として、府中かん

きょう塾2016第6回講座を開催します。

▽日時　平成28年11月12日(土)午前9時～正午

▽場所　府中駅北第2庁舎3階第2会議室

▽内容　講演「ブルーベリー史」

　　　　日本のブルーベリー発祥の地、府中か

　　　　らの話。

　　　　自然散策「府中の名木百選」

　　　　ケヤキ並木周辺の名木を訪ね、歴史、

　　　　現状などを解説

▽講師　丸茂泰彦氏及び山本正昭氏

▽申込み　環境保全活動センター

　　　　　電話(335-4410)

▽問合せ　同センターへ

　　　

▲ブルーベリーの原木▲名木のケヤキ並木



　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30日(土)に専門店街フォーリスけやき

広場にて、府中市民クールキャンペーン「クー

ル・エコの集い」を環境保全活動センター主催

で開催しました。

　午後3時からの「エコハピステージ」では、

「打ち水」に先立ち、よさこい鳴子踊り、フラ

ダンスショー、浴衣ステージを実施し、司会を

気象予報士の末広響子氏にお願いし、会場を盛

り上げていただきました。会場には、約1,000

人の市民の方が来られ、午後5時からの「一斉

打ち水」に参加し、暑い夏の午後のひと時に　

「涼」を感じているようでした。

　打ち水後の効果として、気温が1度、地表温

度が11度下がり参加者全員で喜び合いました。

　9月17日(土)朝から暑い日ざしが照りつける

日になり、四谷文化センターへ向かいました。

　センターでは、環境保全活動センター運営委

員長の室英治氏からISO14001に関する最新情報

を聞き、受講生の皆様には勉強になったものと

思います。次に、下堰緑地の会の山原充氏によ

る緑地と多摩川の保全状況を聞きながら、散策

に出発しました。

　下堰緑地のヒガンバナの開花は6～7割で、蕾

の数の方が多いように思えました。緑地を抜け

ると多摩川へ出て、絶滅危惧種のウマノスズク

サの生育状況を確認しながら、五本松のジャコ

ウアゲハの繁殖場所へと向かい、ウマノスズク

サにつく幼虫や、松葉の先につくサナギや、優

雅に飛ぶ成

虫の確認が出

来ました。参

加者の皆さん

は、大変貴重

な体験をしま

した。

　

▲説明を聞く参加者の皆さん ▲稲刈りを楽しむ子どもたち

　8月23日(火)台風が抜けた朝、親子25人を乗

せたバスは河口湖に向けて出発しました。最初

の訪問は山梨県富士山科学研究所で、富士山の

裾野にあることから、溶岩の上の木道を歩きな

がら環境学習が出来る場所で、子ども達には好

評でした。次の施設は、環境省の生物多様性セ

ンターで、富士山周辺に生息する動物の剥製が

展示されており、ここでは実際に触る事が出来

るため、子ども達は毛皮の感触などを確かめて

いました。展示物も映像や音声による演出がさ

れており、子供達には大変好評でした。最後は

西湖いやしの里根場(ネンバ)で、茅葺屋根の大

きな家が立ち

並ぶ所で、タ

イムスリップ

したような感

覚を覚える場

所であり、ホ

ッとする場所

でした。

▲涼しげな一斉打ち水

▲ジャコウアゲハの成虫と幼虫

■田んぼの学校2016「稲刈り・ハサ掛け」

　　　(NPO法人府中かんきょう市民の会　寄稿)

　9月25日(日)東京農工大学本町農場で、稲刈り

・ハサ掛けを実施しました。当日は生徒・保護

者あわせて62名が参加しました。当日の天候は

晴れでしたが、お盆以降の台風と秋雨前線の影

響で、田んぼはぬかるんでいて、参加者は泥ん

こになりながらも、何とか無事に終えることが

できました。今年は雨の日が多いため、刈った

稲は、農場内のビニールハウスの中で自然乾燥

することにしました。10月9日(日)には脱穀・籾

すりを行い、玄米にしました。また、11月6日(

日)には、修了式、収穫祭を行います。無農薬で

作ったコシヒカリを、おにぎりにして、参加者

みんなで楽しむ予定です。

▽問合せ

環境政策課

環境改善係

(335-4196)

(協力）NPO

法人府中か

んきょう市

民の会



■浅間山全山清掃

　　　　　　　　（浅間山自然保護会　寄稿）

　9月24日(土)午前10時から浅間山秋の全山清掃

を実施しました。心配された雨も前日の夕方あ

がり、曇り空の中、浅間山南麓の新規開園した

公園の清掃をしました。

　若松小学校浅間山班親子の皆さん50人を含め

て、総勢73人の皆さんが参加しました。

　児童たちも慣れない手つきで草を刈ったり、

背丈より高いアメリカセンダングサやクズを抜

き取ったり、親子で汗を流し、きれいに整備さ

れた跡を見て満足そうでした。

　東芝ソリューショングループ主催による環境

フォーラムが12月8日(木)に開催されます。

　第11回となる今回は、俳優・気象予報士の石

原良純氏を講師に迎え「空を見よう～いま自分

たちにできること～」と題して講演いただきま

す。なお、10月21日号広報ふちゅうにも掲載。

▽日時　12月8日(木)午後6時～午後7時45分

　　　　（開場午後5時半）

▽会場　府中グリーンプラザ　けやきホール

▽定員　490席、車イス4席

▽参加費　入場無料(要事前申込み)

▽申込み　e-mail：forum@toshiba-sol.co.jp

          FAX（042-340-6062）/TEL(042-340-6

          111)いずれかの方法にて、必要事項 

          を記入して11月25日(金)までにお申 

          し込み下さい。

▽問合せ　東芝ソリューション㈱環境フォーラ

　　　　　ム事務局 電話:042-340-6111(受付時

　　　　　間 午前9時～午後5時 土曜日、日曜

　　　　　日及び祝日除く)または、e-mail：fo

　　　　　rum@toshiba-sol.co.jp

　東京ガス多摩支店と多摩動物公園の主催によ

る、親子で「生物多様性と私達のくらし」につ

いて考えるイベントが、11月13日(日)に開催さ

れます。主な内容は、朝日新聞通信員武田剛氏

による特別トーク屋久島「奇跡の森」を歩く等

の他、特典として無料招待となります。なお、 

10月1日号広報ふちゅうにも掲載。

▽日時　11月13日(日)午前10時半～午後12時半

▽会場　多摩動物公園(日野市程久保)

▽対象　小学～高校生と保護者(先着300人)

▽お話し　天然ガスって地球にやさしいの？

　　　　　多摩動物公園の今日の見どころ紹介

▽特典　入場券無料進呈

▽申込み　10月1日(土)から、参加申込書に必

　　　　　要事項を記入して、FAX(042-526-614

　　　　　2)で東京ガス多摩支店へ(市環境政策

　　　　　課へ申込書持参可)参加申込書は、多

　　　　　摩動物公園(http://www.tokyo-zoo.n

　　　　　et/zoo/tama/)及び市、環境保全活動

　　　　　センターホームページからダウンロ

　　　　　ードできるほか、市環境政策課窓口

　　　　　で配布（市の取扱いは開庁時のみ）

▽問合せ 東京ガス多摩支店電話(042-526-6125)
▲昨年の修了式で修了証を授与される参加者

■田んぼの学校2016「収穫祭・修了式」開催

   　(NPO法人府中かんきょう市民の会　寄稿)

　5月に開校された「田んぼの学校2016」の締

めくくりとして、次の日程により「収穫祭・修

了式」を開催します。

▽日時　11月6日(日)午前9時～午後2時

▽場所　中央文化センター

▽内容　田んぼの学校で作ったお米で「おにぎ

　　　　り」を作り試食します。その後に「修

　　　　了式」を行い、全員に修了証が授与さ

　　　　れます。

▽主催　府中市・NPO法人府中かんきょう市民

　　　　の会

▲若松小学校浅間山班親子の皆さん

mailto:forum@toshiba-sol.co.jp
mailto:rum@toshiba-sol.co.jp
http://www.tokyo-zoo.n


　私たち人間は、豊かで便利な生活を追い求め

て、その便利さ、豊かさを手に入れ、何の疑問

も抱かず当たり前のように生活しているのでは

ないでしょうか。当たり前になっている私たち

の快適な生活が、生活排水による水質汚濁、ゴ

ミ処理問題などの都市生活型公害や自然破壊を

引き起こしています。この快適な生活を維持す

るためには、多くの貴重な資源を使ってエネル

ギーを作り出す生活活動が必要となり、その結

果、更に地球温暖化は進み、環境問題はますま

す多様化することでしょう。

　現在、環境問題解決に世界レベルで検討され

ていますが、私たちも、一人ひとりが日常生活

を見つめ直して、今こそ、省エネ、３Ｒを実践

するときです。　　　　　（会報担当　Y.Y）

編集後記

■所在地　　〒183-0056  　

            府中市寿町１丁目５番地

　　　  　　府中駅北第２庁舎７階

■電話番号  ０４２－３３５－４４１０

■利用時間  午前９時から午後５時

■休業日　土曜日、日曜日及び祝日、年末年始
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■西府崖線(ハケ)歴史・自然遺産めぐり開催

　　(主催　NPO法人府中かんきょう市民の会）

▽日時　11月3日(祝)午前9時～正午

　　　　小雨決行 (雨天時は5日(土)に延期)

▽集合　JR府中本町駅改札口付近　8時50分

▽コース　府中本町駅⇒善明寺(鉄造阿弥陀如来

　　　　　坐像見学)⇒高安寺(山門・本堂・弁

　　　　　慶硯の井戸見学)⇒新田義貞像(分倍

　　　　　河原駅前)⇒高倉塚古墳⇒八雲神社と

　　　　　板碑⇒本宿町緑地⇒市川緑道(あずま

　　　　　や前)⇒西府町湧水⇒御嶽塚古墳⇒JR

　　　　　西府駅(解散)　《所要時間約3時間》

　　　　　※5日(土)に延期の場合、善明寺鉄造

　　　　　阿弥陀如来坐像は見学できません。

▽対象　市民

▽定員　先着30名

▽費用　300円 

　　　（資料代）

▽問合せ　NPO法人

　　　　府中かん

　　　　きょう市

　　　　民の会

　　　　葛西 (090-5564-5838)

　　　　※11月1日号広報ふちゅうに掲載。

　環境保全活動センターの活動は、サポー

ターのご協力により支えられております。

　環境保全活動に関心のある方なら誰でも

参画できますので、皆さまからのサポータ

ー登録をお待ちしております。

　エコプロは、日本最大級の環境展示会で、環

境問題の解決に貢献することを目的に産官学民

の知恵が集まります。最高の環境性能をもつ製

品や、原料の段階から製品やサービスが消費者

の手の届くところまで見通して環境負荷低減に

励む先進企業の取組など、時代に求められる環

境ソリューションを一堂に紹介するものです。

　今回は「地球温暖化対策と環境配慮」「クリ

ーンエネルギーとスマート社会」を２大テーマ

に掲げ、展示会名もエコプロ2016に改称。

　今回も「みどり東京・温暖化防止プロジェク

ト」のブース内で、活動センターサポーターの

「浅間山自然保護会」協力による、木の実細工

のワークショップがあります。府中市も出展し

ます。

▽会期　12月8日(木)～10日(土)午前10時～午

　　　　後6時 [最終日は午後5時まで]

▽会場　東京ビッグサイト[東ホール]

▽主催　(一社)産業環境管理協会、日本経済新

　　　　聞社

▽入場料　無料(登録制)エコプロホームペー　

　　　ジ専用フォームの登録をお薦めします。

　　　(現場でも可)

▲高安寺山門

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

