ホ トケ ノザ
（ 別名 サンガ イ
ソ ウ）
対生 する２ 枚
の 葉が 、茎を ま
る く取 り囲ん で
い るの を、仏 の
座 る蓮 華座に 見
立 てて この名 が
あ りま す。
シソ 科の越 年
草 で、 ３月～ ６
月 に２ cm位 の紅
紫 色の 花を数 個
ず つつ けます 。
冬で も畑の 陽
だ まり 等で咲 い
て いて 、足元 を
見 るの も楽し み
の ひと つです 。

▲市内随所に見られるホトケノザ

玉川上水は、多摩川上流の羽村市の取水堰か
ら、新宿区に至る延長約４３㎞の上水路です。
その歴史は古く今から３６０年前に、玉川庄
右衛門、清右衛門兄弟により開削され、以来多
摩川等の水を送り続けています。
平成１５年には、国の史跡に指定され、水と
緑の空間として多くの人に親しまれています。
また、上水の両岸
のヤマザクラ並木は
名勝「小金井桜」と
して広く知られてお
り、飢餓にひんした
農民を救済したこと
で知られる、府中で
生まれた川崎平右衛
門定孝が、植栽した
と言われています。
今回のツアーは、
「ＮＰＯ法人小金井
桜を復活する会」の
▲玉川上水
皆さん等の案内により、玉川上水駅から上水沿
いを散策し、その途中から見られる小金井桜を
観賞しながら、桜まつりが行われている小金井

公園に至る約１０㎞の行程です。
参加ご希望の方は、次の申込み方法によりご
応募ください。
なお、募集定員に
満たない場合には、
ふちゅう広報３月１
１日号で再募集しま
す。
◆ 行程
多摩 都市モ ノレ ール
玉 川上 水駅（ 集合 ）～
上 水小 橋～小 川水 衛所
跡 ～小 金井橋 ～関 野橋
～ 小金 井公園 （解 散）
▲小金井桜

▽日

時

平成２６年４月４日（金）
午前９時から正午
▽対 象 市民
▽定 員 ２０人（先着）
▽費 用 無料
▽申込み ２月１０日（月）まで（当日消印有
効）に、往復はがき（１人１枚）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）

「府中用水の源泉を訪ねて」ツアーを引率さ
れた塚原 仁サポーターからの報告です。
秋の好天に恵まれた昨年１１月２１日（木）
午前９時に、ツアーに応募された市民２３人が
矢川駅に集合、江戸時代初期に新田開削された
府中用水の源泉をたどるウォーキングツアーが
スタートしました。
矢川駅から谷保天満宮までの国立地域では、
国立市環境政策課の長南氏と茂木氏に案内をお
願いし、同天満宮から河童池までは、活動セン
ターのなかでも府中用水について造けいが深い
サポーターの進藤氏にお願いしました。
始めに、
雑木林の中
を湧水が流
れる矢川緑
地保全地区
を散策した
後に、家先
の川岸に野
菜洗い場が
残る矢川沿
▲矢川緑地
いを通り、校庭内に用水が流れビオトープがあ
る国立第六小学校を抜けて、ママ下湧水まで一
気に歩きました。
ママ下湧水では、水量
の豊かさに驚きつつ、湧
水保護のため階段を木製
にしている等、市の自然
保全への気遣いを感じま
した。
▲ママ下湧水
この後、今回特別な計
らいで普段は通り抜けできない滝乃川学園のキ
ャンパスを経て城山に向かい、一休みした後、
脇をきれいな水が流れる小道に沿って谷保天満
宮に向かいました。
天満宮では、
湧水池の説明を
長南氏から受け
た後、ここで国
立市のお二方と
は拍手で感謝を
表し別れ、案内
は進藤氏に交代
しました。
▲谷保天満宮
谷保天満宮からは、崖線下の住宅地を通る府
中用水に沿い西府方面へ向かい、途中昔話、府
中用水の課題、ホタル養殖の状況等、昔の写真

や資料を示しながら、参加者に分かりやすく説
明していただきました。
やがて最後の見学地である西府町湧水に到着
し説明を受けた後、残念ながら現在水のない河
童池の前で、散策を終了しました。行程３時間
１万１千歩の小さな旅でした。
今回、ご参加の皆さんからは、大変好評をい
ただき、これを糧にまたこうしたツアーを、セ
ンターとして企画したいと思いました。

２５人の参加者のもとに、昨年５月に第１回
環境講座を開始したかんきょう塾は、１２月で
最終回を迎え、同時に修了式を行いました。
これまでの講座では、感染症、大気汚染、エ
ネルギー及び食の問題について、それぞれの専
門家から講義を受け、その興味深い話の内容に
塾生は認識を新たにしていました。
また、環境関連施設見学会では、江東区の清
水建設技術研究所を訪ね、都市の自然を守る最
後の砦ともいえる、「ビオトープ」について学
ぶとともに、港区の芝浦水再生センターでは、
改めて水の大切さを感じるものとなりました。
塾生は修了式に先立ち、「けやき並木は都市
開発から守れるか」、「府中の野鳥」、「一公
園、一花壇運動」のテーマで、この７か月自主
的に取り組んできたグループ活動の成果を発表
しました。
かんきょう
塾は、来年度
も分かりやす
くタイムリー
な講座と、自
然に親しむ野
外活動や環境
関連施設見学
▲講義「大気汚染について」
会を通して、
市民の皆さんと一緒に環境問題について学んで
いきます。
市民の目線で考え実践していくかんきょう塾
に、皆さんのご参加をお待ちしています。
＜２０１３かんきょう塾プログラム＞
５月１１日 環境と健康
６月１５日 大気汚染
９月 ７日 地球温暖化とエネルギー問題
１０月２４日 環境関連施設見学
１１月１６日 食・農・環境と消費者の関わり
１２月１４日 グループ活動成果発表(修了式)

小学校五年

土にも虫にも触れながら、種をまき水を与え
間引きも行い、やがて収穫する一連の作業を通
じて、自然の仕
組みを学びなが
ら、府中の農業
農地や地産地消
に関心をお持ち
いただくための
親子体験教室も
今月実施予定の
「収穫した野菜
▲ベビーリーフの間引き
で調理」で終了となります。
昨年９月から５か月間の長丁場でしたが、５
歳から１２歳までの子どもと保護者１６組４５
人が参加し、農地を提供された比留間吉郎講師
による指導や、センターのサポーターに手助け
されながら、熱心に作業にあたっていました。
普段なかなか
味わえない作業
体験に、参加親
子は自然と笑顔
がこぼれ、自然
環境に対する新
たな思いが少し
芽生えたようで
した。
▲白菜の収穫
参加児童からの声が届いています。
小学校六年 今飯田 元 君
ぼくは府中をよく知りたくて参加しました。
野菜や土地・歴史を教わりながら収穫した野
菜は、今まで捨てていた部分までおいしく食べ
られて、とれたての素晴らしいことを知り、産
直も積極的に利用するようになりました。
最終回の調理も楽しみです。
姉妹で参加の小学校五年

國富

萌さん

白菜の収穫は、初めての体験でした。
大きくてびっくりしました。
根っこが抜きにくく、抜くのが大変でした。
農家の方に教えていただいた、大根のしゃぶ
しゃぶを夕飯に食べました。
甘くてとても美味しかったです。白菜もサラ
ダで食べたら、美味しかったです。
白菜にとげがあったので、お母さんが痛いと
言っていました。
新鮮だと、白菜にとげがあることを、初めて
知りました。

國富

直さん

白菜の収穫は初めてでした。
思ったよりぬくのがたいへんでした。
家に帰って食べたら、さくさくしていて、お
いしかったです。
新鮮だから、さくさくしているんだなと、お
もいました。
指導した比留間吉郎さんの話
この度、市民のご家族の力と府中の野菜栽培
を通じて、触れ合うことができ楽しい経験をさ
せていただきました。
特に、子どもの感情豊かで畑での行動や考え
方に、私どもが教えられるほどでした。
府中市の農政、市民講座で大人向けの講座を
多数実施させていただきましたが、子ども（家
族）に教えるのは初めてでしたので、参加者の
皆さんに行き届かない事が沢山あるように思い
ますが、今回は「ごめんなさい」で許してくだ
さい。
できれば、子ども中心の市民農業小学校など
考えてみたいです。

冬の多摩川は北国からやってきた鳥たちで賑
わいを見せています。どんな鳥たちがいるでし
ょうか。冬鳥をじっくり観察してみましょう。
▽日

時

２月２日（日）午前９時～正午
雨天の場合は１１日（祝）
▽集 合 郷土の森博物館正門前
▽対 象 市民／小学３年生以下は保護者同伴
▽定 員 先着３０人
▽費 用 無料
▽講 師 大澤邦男氏（ＮＰＯ法人府中かんき
ょう市民の会会員）
※筆記用具、双眼鏡を持参してください。
▽申込み 電話でＮＰＯ法人府中かんきょう市
民の会野口宛（３６４・０６２３）
へ（１月２１日から受付）
▽問合せ 環境政策課環境改善係（３３５・４
１９６）

▲野鳥観察

この度、府中市環境保全活動センター運営委
員会設置要綱第７条（専門部会の設置）に基づ
き、下図のとおり専門部会を設置しました。
これは「具体的にどのようなことに協力し、
どう係わっていくのか分かりづらい」とのサポ
ーターの皆さんの声にお応えし、所掌事務を簡
潔かつ明確化したものです。
これにより、サポーターの皆さんに希望する
専門部会に所属していただき、各部会内で協議
検討しながら事業展開し、組織の活性化を図る
ことにしたものです。
専門部会への加入連絡をお待ちしています。

当日は、会員と近隣住民を含めて１６人の参加
があり、収集したゴミは
燃えるゴミ８袋、不燃ゴ
ミが１１袋でした。
清掃活動は、会員だけ
でなく近隣住民にもビラ
を作成してお知らせして
います。そのビラも１０
号となりました。
参加した住民の皆さん
は、一様に「気持ちがよ
い」、「世の中の役に立
ててうれしい」などと感想をもらします。
西府崖線（ハケ）は貴重な自然林です。緑あ
り、用水あり、わき水ありの「水と緑の回廊」
といってよいでしょう。さらに、多様な生き物
の住みかにもなっています。
当会では、それらを「後世に残そう！ハケ
用水 わき水」を合言葉に、保全活動を行って
います。今春にも６回目を実施しますので、よ
ろしかったらご参加ください。

■所在地

○広報 活動 部会
「か んきょ う活 動セン ター だより 」及 び「 府中市
環 境保 全活動 セン ターホ ーム ページ 」の 編集 等広報
全般
○環境 学習 用小冊 子作 成等 検討部 会
小学 ５・６ 年生 から中 学１ 年生を 対象 に、 分かり
や すい 環境に 特化 した小 冊子 内容の 検討 及び 環境学
習 事業 の講師 の派 遣等
○環境 学習 講座等 企画 運営 部会
「か んきょ う塾 」で実 施す る講座 テー マ等 の企画
運 営の 外、個 別的 環境情 報の 提供及 び実 施
○クー ル・ エコの 集い 等企 画運営 部会
クー ル・エ コの 集い及 び環 境まつ り開 催時 のセン
タ ー出 展ブー スの 企画運 営等
○セン ター 拡充化 検討 部会
セン ター機 能及 び組織 の拡 充を図 るた め、 施設の
在 り方 を含め た運 営方式 等の 検討

サポーター登録団体である府中かんきょう市
民の会から、活動報告がありました。
府中かんきょう市民の会では、春・秋の年２
回清掃活動を行っています。昨年１０月２７日
に実施して通算５回となります。ちなみにその

〒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）
編集後記
「 活動 センタ ーだ より 」は季 刊で すので 、第 ８
号は 創刊 から丸 ２年 経っ たこと にな ります 。
当 初は 編集す るの も手 探りの 状況 で、印 刷も 事
務局 職員 が行っ てい まし たが、 号を 重ねる ごと に
印刷 予算 の確保 と合 わせ 、自賛 にな ってし まい ま
すが 、よ うやく 会報 とし ての体 をな してき たも の
と思 って います 。
今 号の 紙面に ある よう に、新 たに 広報活 動部 会
等５ つの 専門部 会が 設置 されま した が、編 集委 員
会も ホー ムペー ジの 更新 等の役 割が 加わり 、次 号
から 巻末 にある 発行 者は 、広報 活動 部会に なる 予
定で す。 引き続 きよ ろし くお願 いし ます。
（編 集委 員 Ｍ ．Ｋ ）
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