コウヤ ボウ キ
キク科の落葉低木

草の よう に見
えます が、 茎の
寿命は ２年 で木
質化の 程度 は弱
い小低 木で す。
高さ は１ ｍ程
度で１ ０月 頃、
一輪ず つ白 色か
ら淡紅 色の 花を
咲かせ ます 。
木名 を漢 字で
書くと 、高 野箒
で実際 高野 山で
は竹箒 でな く、
幹枝を 束ね て箒
として 使用 して
いたこ とに 由来
してい ます 。

▲都立浅間山公園に自生するコウヤボウキ

市内にはまだ多くの貴重な自然が残されてい
ます。府中崖線を始め都立浅間山公園や多摩川
には、様々な植物が自生しています。また、新
田開発のために江戸時代に開削された府中用水
や、古墳等の史跡も点在し、これらを訪ねるこ
とで府中の自然と歴史を学ぶことができます。
活動センターでは、「府中の自然等を訪ねる
ツアー」をシリーズで企画しましたので、この
機会を利用し“もう一つの府中”を体験してみ
てはいかがですか。
第１回は「府中用水の源泉を訪ねて」です。
府中用水は、国立市青柳にある多摩川・根川
からの取水口が農閑期には閉じられ、ママ下湧
水や谷保天満宮等からの湧水しか流れなくなり
ます。国立市から流れてきた水は、日新町の市
川緑道を通り、新田川緑道を経由して、やがて
多摩川に至ります。
今回はこの流れに沿って歩きます。
▽日 時 平成２５年１１月２１日（木）
午前９時から正午
▽対 象 市民
▽定 員 ２０人（抽せん）
▽費 用 無料

▽申込み １１月１２日（火）まで（当日消印
有効）に、往復はがきで住所、氏名(ふりがな)
年齢、性別、電話番号を記入して、環境保全活
動センター（〒183－0056寿町１の５）へ
☎（335－4410）

▲市川緑道

▲谷保天満宮湧水
◆ 行程 JR南 武線 矢川駅 （北 口集合 ）～ 矢川 湧水緑
地 ～ママ 下湧 水～ 谷保天 満宮 湧水～ 西府 町湧水 ～市
川 緑道～ JR南 武線 西府駅 （解 散）

次回は、平成２６年５月に府中崖線の散策
（瀧湧水・いききの道を歩く）です。

ヒートアイランド対策の一環として期待でき
る「打ち水」の慣習が、市内各地に広がってい
くことを願い、去る７月２７日（土）に専門店
街フォーリスけやき広場に特設舞台を設置し、
昨年に続き府中市民クールキャンペーン「クー
ル・エコの集い」を開催しました。
午後３時３０分から「打ち水」に先立ち、目
で“涼”を感じていただくために、フラダンス
ショーと浴衣ステージショーが行われました。
井上裕子先生の指導によるフラ・ハラウ・レ
イ・オ・カラニの皆さん２２人によるフラダン
スは、色鮮やかな衣装を身にまとい、細やかな
表現力により、優美で魅力的なフラを披露し、
けやき広場は一斉に華が咲いたようでした。

▲フラダンスショー

また、浴衣ステージショーでは、今回も和文
化研究会倶々楽の皆さんのご協力による、日本
の夏の風情を彩る浴衣姿の３５人による共演は
圧巻であり、浴衣での立ち振る舞い、帯の花結
び等の紹介は日本情緒を醸し出すものでした。
この外、ゆりーとダンサーズが開幕間近に迫
った国体のＰＲに努めました。
ステージの合間には、地元企業の提供による
ペットボトル入り飲料水６００本を、サポータ
ー等が観客及び道行く市民に配布しました。
「打ち水」は午後５時から高野市長、高野議
長を始め、サントリーラグビー部サンゴリアス
の村田選手、竹下選手や浴衣姿の市民及びステ
ージ参加者等約１００人が、司会者の合図によ
り一斉に行いました。
「打ち水」は、その後買い物客等も加わり再
度行われ、30.6℃あった地面の温度が29.1℃と
1.5℃下がりました。
今回、ご協力いただいたサポーターは３４人
で、前年に比べ２１人増え、また東京外国語大

▲フォーリス前で打ち水

学、東京農工大学の皆さんにご参加いただき、
活動センターのサポーター制度が、軌道に乗り
つつあることを示すものとなりました。
なお、商店街のイベント等で「打ち水」を実
施する場合には、木桶等の貸出しやサポーター
による協力も行いますので、お気軽に環境保全
活動センターへお問合わせください。
協賛団体及び企業 （敬称略、順不同）
井上裕子＆フラ・ハラウ・レイ・オ・カラニ
和文化研究会倶々楽
東京ガス㈱多摩支店
東京ガスライフバル西むさし㈱
サントリー酒類㈱武蔵野ビール工場
サントリーフーズ㈱東京第一支店
キユーピー㈱中河原工場
専門店街フォーリス、㈱フォルマ

地元府中の農業を知り、地産地消を体験して
もらうことを目的に、９月２８日（土）押立町
で「府中産の野菜でエコクッキング」講座を開
催しました。
これは、地
域の食材をそ
の地域で食べ
ることが、食
材の輸送距離
を減らすこと
になり、CO2
の排出量の減
少につながる
▲種まき
こと等を学んでいただくものです。
本講座は、種まきから収穫、調理まで全４回
行い、初回はサポーターで農家の比留間吉郎講
師に教えていただきながら、親子が協力して種
まきや苗植え等の作業に汗を流しました。

講師 俳優
中本 賢 氏
東 京都浅 草出 身
個 性派 俳優と し
て映 画・ ドラマ な
どで 幅広 く活躍 中
多 摩川 を中心 と
する 環境 活動を 流
域の 小学 校など で
紹介
子 ども たちに 植
物に 覆わ れた川 辺
等で の遊 び方「 ガ
サガ サ探 検」を 指
南し 、自 然や生 き
物と のふ れあい を
通し て子 どもの 好
奇心 を育 む活動 を
主催 して いる。

恒例となった当センターのサポーターである
東芝ソリューション（株）主催の第８回環境フ
ォーラムは、中本賢氏を招き「多摩川はオモシ
ロイ～身近な自然と水辺の環境～」をテーマに
１２月３日（火）午後６時からグリーンプラザ
けやきホールで開催します。
申込み方法等詳細については、１０月２１日
号ふちゅう広報、または同日から掲載される環
境保全活動センター及び東芝ソリューションの
各ホームページをご覧ください。
環境保全活動センターホームページ
http://fuchu-kankyo.com
東芝ソリューションホームページ
http://www.toshiba-sol.co.jp/forum/

サポーターである東京ガス㈱多摩支店と、多
摩動物公園の主催による、「自然と私達のくら
し」について親子で学べるイベントを、１２月
１５日（日）に開催します。
主な内容は朝日新聞記者による「南極から地
球が見える」講演等の他、特典としてライオン
バス無料乗車券等が配布されます。
定員は先着３００人で１０月１５日（火）か
ら申込みを受け付けています。なお、府中市か
らも環境への取組みのパネルを展示します。
お申込みは
http://tama.tg-news.com
お問い合わせは
東京ガス多摩支店 TEL 042-526-6125へ
（受付時間9：00～17：00 土・日・祝日除く）

飲んでいます。
緑のカーテンは、夏の直射日光を遮り節電対
策にも有効です。今回は以前からゴーヤで実践
している竹内 章サポーターからの報告です。
毎年５月下旬に、近くのホームセンターでゴ
ーヤの苗を２本買い、大きめのプランターに植
えています。幅約1.7ｍ、高さ約４ｍのネット
を、西日が当たる窓側に設置して、２階のベラ
ンダまで這わせています。
ゴーヤカーテン越しの窓際は、日中で１～２
℃低くなり、見た目も涼しくゴーヤの実もたく
さん収穫できます。
我が家では白ゴーヤの苗を植えており、苦み
も少なく柔らかく、ゴーヤジュースを作り毎日

独立行政法人科学技術振興機構低炭素社会戦
略センター（LCS）より、府中市に家庭の電力
使用量見える化実験に、ご協力いただける方の
募集依頼がありました。
この機会にご家庭の電力使用の実態を調べて
みてはいかがですか。
▽内容 LCSが自宅に電力計測器を設置して、
電力使用状況を測定します。このデータをイ
ンターネットにより提供していただくもので
す。なお、電力使用状況はご自宅のパソコン
で、リアルタイムでご確認いただけます。
▽応募条件
・市内在住世帯
・やむを得ない場合を除き、最低2年間は協
力できる方
・年3～4回のアンケートに協力できる方
・電力使用データを提供し、研究のための利
用に同意いただける方
・太陽光発電システムを導入していない方
・自宅で店舗を兼ねていない方
▽費用
電力計測器の電気代（約７５円／月）及び

■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 （１２月２９日から１
月３日）
ホームページ
http://fuchu-kankyo.com
メールアドレス mail@fuchu-kankyo.com

インターネット通信に係る費用は各家庭負担
▽募集件数
５世帯（抽せん）
▽応募方法
平成２５年１１月１５日（金）までに、は
がき（当日消印有効）、またはFAX（３６１
－００７８）に、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を記入して、環境政策課環境
改善係（〒183-0056寿町１の５）へ
☎（335-4196）

センターでは、次の活動にご協力いただける
方を募集します。活動時間等詳細については、
ご相談のうえ決定させていただきます。
・ホームページの更新
・図書の分類整理
・環境関連図書購入の推奨
・イベント時の写真、ビデオの撮影と編集
・市内でまだ知られていない自然環境情報の提
供
・小中学校での環境学習の講師
・上記活動をできる人を紹介
なお、サポーターの募集は常時しており、環
境保全活動に関心をお持ちの方なら、個人ある
いは団体、企業単位でもご登録いただけます。
また、ご協力をいただく活動内容は上記以外
にも、各種見学会の企画実施、環境学習に伴う
教材の作成等多数ありますので、お問合わせく
ださい。
編集後記
東日本 大震 災で津 波被 害を 受けた 、岩 手県陸 前
高 田市に 行っ てきた 感想 です 。
震災か ら２ 年半経 ち、 被災 地のが れき はほと ん
ど 撤去さ れ、 高台で は住 宅な どのた めの 土木工 事
が 始まり 、防 潮堤の 工事 も行 われて いま した。
しかし 、津 波の被 害を 受け た旧市 街地 には全 く
家 はなく 、空 地には 草が 生い 茂り、 水溜 まりも 多
く 、多摩 川の 河川敷 のよ うで した。
復興ス ケジ ュール も、 色々 な理由 で計 画通り に
進 んでは いな いよう です 。一 日でも 早く 、震災 前
に も負け ない 「まち のに ぎわ い」が 実現 するこ と
を 願うば かり です。
（ 編集 委員 Ｎ.Ｃ）
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