ロウバイ(蝋梅・臘梅)
ロ ウバイ 科ロ ウバ イ属
中 国原産 の落 葉低 木

名前の由来は、花弁
みつろう
の色が密蝋に似た梅の
ろう
ような姿からとも、臘
げつ
月(陰暦１２月)に咲く
風情が、梅に似ている
ため名付けられたなど
とも言われています。
郷土の森公園の梅林
内には、ロウバイ、ソ
シンロウバイ、マンゲ
ツロウバイが約100本植
えられており、１２月
下旬から２月まで楽し
むことができます。
寒空に優しく咲く花
を鑑賞してみては。
▲郷土の森公園のロウバイ
ねんば

春休みの３月２８日（木）に、山梨県富士吉
田市にある環境省生物多様性センターと、富士
河口湖町の西湖いやしの里根場を、バスで巡る
見学会を実施します。
生物多様性センターでは、生きもの同士や、
生きものと環境とのつながり及び生物多様性に
ついて、映像やパネルの外、解説によって学ぶ
ことができる施設です。
いやしの里は、日本の原風景である茅葺屋根
の民家２０棟の外、炭焼き小屋、水車小屋があ
り、砂防資料館では、災害について学べます。
▽対 象 小・中学生の市民（但し小学３年生
以下は保護者同伴）
▽定 員 ３６人（抽せん）
▽費 用 入館料(大人350円、小・中学生150
円)の外、昼食代(弁当持参可)及び
施設内での催し物参加希望者は、各
自負担
▽申込み ３月１２日(火)まで(当日消印有効)
に、はがき、またはＦＡＸ(３６１－００７８)
に住所、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(〒183-0
052寿町１の５)へ 電話(３３５－４４１０)

▲生物多様性センター

▲西湖いやしの里根場
◆生物多様性
地球上に存在する全ての生きものの間に違いがあること
を意味し、生態系、種、遺伝子の３つの観点から捉えら
れています。また、生態系のバランスを維持するうえで
重要であるばかりでなく、私たちの生活にも計り知れな
い恵みをもたらしてくれます。

２
本宿小学校から講師依頼を受け、昨年の１０
月３０日（火）に、環境保全活動センターとし
て初めて「環境学習会」に参加しました。

▲本宿小学校での環境学習会

本宿小学校では、６年生向けの「総合的な学
習の時間」に、社会問題として取り上げられて
いる環境問題について、「守れ！３０年後の地
球」を単元として設定し、取り組んでいます。
１ 第６学年向け環境学習の方針
(１)単元設定の狙い
①過去・現在・未来の地球環境について考え、
環境問題を身近なものとして捉え、自分で改善
策を考え、実践させる。
②この活動を通して、児童一人ひとりが環境を
守る視点から、生活を見直し、自ら実践し、か
つ、自ら多くの人たちに発信して、未来の地球
は自分たちの手で守って行くという気持ちをも
たせる。
(２)単元の学習計画（学習問題設定）
①地球環境の過去・現在・未来を見つめ直し、
直面している問題に関心を持つ。
②環境問題を整理して、取り組みたいテーマを
決める。
各クラス毎にテーマ別のグループをつくり、
課題追求の計画を立てる。
③グループで取り組む環境問題を、８項目に設
定した。
(３)問題の追求方法
①自分達の計画に従って問題を追求し、課題に
ついて調べて表現する。
②環境の専門家を招き、地球救済策を聞き、グ
ループの課題解決に生かす。
③問題をさらに追求し、中間報告会のアドバイ
スを生かして「本宿小地球環境会議」に向けて
考えをまとめる。

環境保全活動センターの対応と支援
環境保全活動センターの機能の一つに、「学
校の環境教育の支援」があり、今回の本宿小の
環境学習会を、小中学校向け環境学習のモデル
ケースとして、対応したいとの思いを持ってお
り、まさに双方のニーズがマッチングした形と
なりました。
環境学習会の進め方については、担当教諭と
打ち合わせを重ね、８項目の環境問題を、活動
センターのサポーター５人で受け持ち、各担当
者が教材を準備して対応することにしました。
１時限が４５分という短い時間内で、各担当
者が原則２つの環境問題の基本的な概要を伝え
なければならず、難しい面もありましたが、概
略次のような内容で学習を進めました。
(１)絶滅動植物問題
①絶滅動植物の分類（絶滅、絶滅危惧種Ⅰ類、
同Ⅱ類、準絶滅種）や国（環境省）、東京都の
指定になっている絶滅動植物の種類などについ
て。
②世界と日本の絶滅危惧動植物や、レッドリス
トとレッドブックの違い。絶滅危惧動植物が増
加する原因や、それを防ぐために私たちにでき
ることなど。
(２)地球温暖化問題
①地球温暖化が原因と思われる異常現象につい
て、地球上で起こっている現象や海の中で起こ
っている異常現象について。
②地球温暖化の大きな要因である二酸化炭素が
増加した理由や、地球上における二酸化炭素の
役割などについて。
(３)エネルギー問題
①エネルギー資源の種類やエネルギー利用の移
り変わりなど。
②これからのエネルギーと私たちの暮らしにつ
いて、再生可能エネルギーの利用や新しいエネ
ルギー資源の開発。エネルギー消費節減への取
り組みなど。
(４)大気汚染問題
①大気汚染はなぜ起こるのか。大気汚染物質に
はどのようなものがあるか。大気汚染が人間の
生活に与える影響などについて。
②オゾン層の破壊とは何か、そのメカニズムや
オゾン層が破壊される原因は何か。
また、オゾン層の破壊による人や生態系に及
ぼす影響などについて。
(５)水質汚染問題
①水質とは何か、水が汚れる原因は何か。自然
と人間のかかわりについて。
②水質を奇麗にする方法について、自然の力を
利用する方法や人間の手で科学的に行う方法、

自然界で起きている事を人工的に行う方法など
について。
(６)ごみ問題
①ごみの分類では、人間や動植物が生きていく
時に出るごみで、地球に返せるごみ。人間が生
活していくために出てしまうごみで、地球に返
せないごみなどについて。
②府中市のごみ問題を改善する取り組みについ
て。（ごみ総量、分別、有料化など）
(７)森林減少問題
①日本や世界の森林の現状と、森林が持つ生態
系を育む重要な役割や、世界の森林面積と地球
の陸地面積に占める割合など。
②森林面積減少の原因や、日本国内の森林破壊
を防ぐための法律や開発規制。森林を守るため
に私たちにできることなど。
(８)砂漠化問題
①砂漠化が特に進んでいる地域と、その面積や
陸地面積に占める割合など。
②砂漠化の原因となる気候変動の大きな要因な
どについて。
環境の専門家の話を聞いた児童の感想
児童109名から感想文が寄せられました。そ
の中の何点かを紹介します。
(１)地球温暖化問題、大気汚染問題
地球温暖化はクリオネや島国に住んでいる人
やホッキョクグマに影響を与えていることがわ
かりました。また、大気汚染についても教えて
くれました。オゾンホールは眼の病気が起きや
すくなることがわかりました。酸性雨は、湖や
川の魚が死滅したりすることもわかりました。
府中市では酸性雨のＰＨが減ったり増えたりす
るので気をつけたいと思います。（H.Oさん）
(２)絶滅動植物問題、森林減少問題
私は、地球環境問題について、いろいろなこ
とを知ることができました。特におどろいたこ
とは、絶滅動植物のお話を聞いた時です。恐竜
時代は、千年に一種しか絶滅していなかったの
に、今は、十三分に一種も絶滅していると知っ
ておどろきました。私はいろんなことを理解す
るだけじゃなくて、実行できたらいいなと思い
ました。（Y.Hさん）
(３)水質汚染問題、ごみ問題
私がごみ問題、水質汚染問題の話を聞いてお
どろいたことがあります。それは、お話をして
くださった人が、私たちと同じくらいの年だっ
た頃、今の日本の川は中国の川よりひどかった
ということです。工場からの排水などから水が
汚れてしまったことを知りました。私は、今の
環境を良くしていくための学習で、中国の川の

写真を見たことがあるので、あの川よりひどく
なってしまったことにびっくりしました。
これから、私は食べ物を残さないようにしよ
うと思います。食べ残しは、すべてごみになっ
てしまい、ごみ問題ともつながっていくし、水
をよごす原因にもなってしまうからです。ごみ
を「しょり」するお金も、けっこうかかってい
るということもお話を聞いて分かりました。ま
た、全然知らなかったことが知れたので良かっ
たです。（R.Kさん）
(４)エネルギー問題、砂漠化問題
ぼくは、「エネルギー問題と砂漠化問題」の
話を聞いて思ったことは、問題はすべて人間が
おこしているということです。砂漠化問題は、
森林に火をつけて畑にすると栄養が最初はある
が、最後にはなくなり、そこが砂漠になるから
です。しかし、エネルギーを自然の物から作り
さらに、再生してもつかえるエネルギーを作っ
たのは人なので、人ががんばれば問題も少なく
することができると思うので、ぼくも、できる
ことをしたいです。（Y.Nさん）
（以上、原文のまま掲載しました。）

３

サポーターの元宮内庁職員大崎清見氏の案内
による、皇居東御苑を訪ねる散策会は、募集定
員を大幅に上回ったため、抽選により決定した
２５人の参加者により、晴れ渡った昨年１０月
２１日（日）に実施しました。

▲皇居東御苑内

二の丸雑木林

苑内では、ジュウガツザクラやギンモクセイ
の花が咲いており、草本ではフジバカマやワレ
モコウ等が見られ、およそ東京の中心にいるこ
とを忘れさせる風情でした。
大崎講師からは、お濠に棲む外来魚の繁殖問
題、苑内に生息する植物の種類、江戸城の歴史
を含めた説明の外、庭園課長在任当時に担当し
た二の丸雑木林の樹林化計画の経験談等、普段
では聞くことはできない話を随所に交えた説明
に、参加者は熱心に耳を傾けていました。

見学会（詳細は１頁に掲載）の実施に伴い、
サポーター登録者の中で当日引率いただける方
（４～５名）を募集します。
応募・問合せ等は環境保全活動センター（３
３５－４４１０）へ

・小島孝司
・小倉千枝
・宮﨑健介
・住田浩光
・長谷川文英 ・萩原達雄
・エンフタイワン サナー
・中村健一
・髙橋勝彦
・ＮＰＯ法人府中ＰＦＳ
・東京ガス株式会社多摩支店
（敬称略）
平成２５年１月１０日現在
個人登録５９人 団体登録９団体

市では、府中市環境基本計画及び環境行動
指針に基づき、環境保全活動を実践していく
ための拠点として、また市民等が行う環境保
全活動を支援するため、「府中市環境保全活
動センター」を、平成２３年１２月１日から
開設しております。
環境保全に関するご相談・お問い合わせ等
がございましたら、お気軽にお立ち寄りくだ
さい。
■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）

環境保全活動センターの環境学習、環境イベ
ント、所蔵書籍一覧等は、ホームページに掲載
しておりますので、ご覧いただきますようお願
いします。ＵＲＬは次のとおりです。
環境保全活動センターホームページ
http://fuchu-kankyo.com

センター活動にご協力いただける方を募集し
ています。資格、年齢等に関係なく、環境に関
心をお持ちの方なら、どなたでもご応募いただ
けます。ご登録いただきますと、これまで発行
した「かんきょう活動センターだより」を送付
いたします。
編集後記
「活動センターだより」は４号となりました。年４回
の発行ですから、ちょうど一巡したことになります。
創刊号からサポーターとして関わり、市の担当職
員と協働で編集作業をしています。手前味噌にな
りますが、創刊号より２号３号と紙面が読みやすく
なっているような気がします。今後も、よりよき紙面
づくりに努めていきたいと思います。
「さかなクンが語る／水環境について」は、さかな
クン急病のため開催直前に中止になりました。大
変残念でしたが、その代わり、さかなクンが書いた
「おしえて！さかなクン」という本をいただきました。
読んでみると実におもしろい。学術的な図鑑と違っ
て、さかなクンが本当に魚を好きだという思いが伝
わってきます。さかなクン、体調には気をつけてく
ださいね。
（編集委員 T.K）
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