ヒトリシズカ
センリョウ科の多年草

浅間山では４月
中旬に明るい林の
縁などに見られ、
高さは１０～３０
㎝で４枚の葉に包
まれ、花は白色で
１～３㎝の穂状の
花を一つつけ、こ
の姿を静御前の舞
姿に例え、ヒトリ
シズカと名付けら
れました。
清楚さが愛しい
小花を、そっと眺
めてみてはいかが
ですか。
▲浅間山のヒトリシズカ

木々の緑がひときわ色濃くなる季節に、国分
寺市にある日立製作所中央研究所庭園と、都立
殿ヶ谷戸庭園の見学会を実施します。
中央研究所庭園は、野川の源流の一つである
湧水が見られ、約１２０種２万７千本もの樹木
が生い茂り、今では武蔵野に残された数少ない
自然の一つです。
同庭園は普段公開されておらず、年に２回一
般公開されるだけですが、今回特別に見学の機
会をいただいたものです。
殿ヶ谷戸庭園は、崖の上の明るい芝生地と崖
下の湧水池、樹林で雰囲気が一変する造園手法
がみどころの一つです。
▽日 時 ５月１５日（水）午後１時から
▽対 象 府中市民
▽定 員 ４０人（抽せん）
▽費 用 １２０円（６５歳以上５０円）
中央研究所庭園見学のみは無料
▽申込み ４月３０日(火)まで(当日消印有効)
に、はがき、またはFAX(042-361-0078)により
住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、電話番号
をご記入のうえ、環境保全活動センター
（〒183-0052寿町１－５）へ

▲日立製作所中央研究所庭園

３月２８日（木）に環境省生物多様性センタ
ー及び西湖いやしの里根場の見学会を、27人の
参加者を得て実施しました。
見学終了後のアンケート結果によると、今回
の参加により「あなたの環境への意識変化につ
ながりましたか」の問に、84％の子どもが「つ
ながる」と答えるとともに、「こうした企画が
あれば次も参加したい」とする子どもが88％で
した。
▼環境省生物多様性センター

このコーナーは、サポーターの皆さんが環境
保全活動センターの活動に、多少を問わず従事
した体験等を、投稿していただきご紹介するも
のです。
初回は、内藤サポーターからの「炭焼きが見
たい」です。
１月某日、
モンゴルから
の留学生サナ
ーさん、その
友人ヘルレン
さん、私の三
人で、一本杉
公園（多摩市
南野）での炭
焼き作業を見学した。東京農工大の大学院生で
あるサナーさんから事務局に、日本の炭焼きの
現場をぜひ見てみたいとの要望があり、事務局
のお骨折りで実現したものである。
炭焼き小屋は、谷戸の中ほど、ひな壇状にな
った梅林のなかにあった。見回せば懐かしい山
里の風景。私の知人の仲間である「一本杉炭や
き倶楽部」代表の祐乗坊進さん、ボランティア
の皆さんが快く迎えてくれた。

祐乗坊さんは、サナーさんに炭焼きの作業工
程、炭焼き釜の構造を、要領よく説明してくれ
た。この炭焼き小屋はほとんど地元の材料で造
られているそうだ。また近頃は、煙やその臭い
対策に特に力を注いでいるという。
いよいよ炭焼きの最初の重要な作業「炭材詰
め」である。炭材は、多摩市の街路樹や公園の
樹木などの剪定で出た枝をカットしたもので、
スズカケの木やらサクラ、コナラ、エノキやら
ごちゃまぜである。この詰め方には人それぞれ
の流儀があるらしい。モンゴルの二人は炭材運
び、炭材詰めの手伝いと、よく働く。作業予定
ではほぼ２週間後に「火入れ」、更に１週間後
に「炭出し」であるが、彼女たちは数日後にモ
ンゴルに帰ってしまうので、完成した炭は見ら
れない。そこでお土産に前回ここで作られた炭
をいただいた。

たき火を囲んでの昼食は楽しく、有意義な時
間であった。サナーさんは実験室で作った牛糞
のペレットを見せながら、モンゴルにおける燃
料や水の浄化、土壌改良等の諸問題、また森林
づくりなどを語る。木の多い国と木の少ない国
との違いは大きい。祐乗坊さん、ボランティア
の皆さん、私も加わっていろいろな考え方や提
案、意見等々が飛び交う。日本語・英語・モン
ゴル語が入り交じり、話の輪は広がり、盛り上
がる。ここの炭を使って焼いた焼き肉や焼き魚
をいただきながらの雑談会は、しまいにはモン
ゴルの歴史・文化から日常生活の話題にまで及
び、誠に素晴らしい国際交流の場となった。
「炭」が、今回モンゴルとわが国とを結びつ
けてくれたが、これからの時代、炭の取り持つ
縁は意外に広く世界につながるかもしれない。
この炭焼き見学を終えて、あらためてわが国
の人々の暮らしと文化に深くかかわってきた炭
というものを、再認識する必要があるのではな
いかと思った次第である。

◆第13回ふるさとレンゲまつり（NPO法人府中
かんきょう市民の会）
日時 4月27日(土) 10時〜14時
(雨天の場合は4月28日(日)に延期)
場所 府中市押立町1丁目の田んぼ
(押立体育館の東側の田んぼ)
費用 無料(どなたでも参加できます)
内容 レンゲ畑の
中で花かざ
りあそび、
コマ作り、
紙芝居、し
ゃぼん玉あ
そび、藁細
工あそび、
▲楽しく花かざりあそび
府中産野菜
及びはちみつの販売など。
問合せ レンゲまつり広報担当（竹内：042-36
4-3428）
◆キスゲフェスティバル（浅間山自然保護会
外3団体）
日時 5月4日（土）、5日（日）、11日（土）
12日（日）各日10時～16時
場所 浅間山あずまや周辺
内容 写真展示、葉っぱプリント、会員による
園内案内
植物観察会（5月4日のみ10時あずまや集
合）
◆日立中央研究所庭園等見学会（環境保全活動
センター）
詳細は1頁に掲載
◆府中かんきょう塾2013（環境保全活動センタ
ー）
全6回の連続講座で、参加費は無料で定員は
30人、4月25日（木）までに申込みが必要
応募者多数の場合は抽せん。詳細及び申込み
は活動センターへ
日時及び内容
第1回 5月11日（土）13時～17時―開講式、
環境と健康について
第2回 6月15日（土）14時～17時―大気汚染に
ついて、農工大見学
以降12月14日（土）まで4回講座あり
場所
府中駅北第2庁舎3階会議室

◆河原に咲く花の観察会（府中市）
日時 5月19日(日) 9時〜12時 小雨決行
集合場所 京王線中河原駅改札口付近
内容 多摩川関戸橋下流の河川敷で草花を観察
問合せ 環境政策課環境改善係(042-335-4196)
◆浅間山全山清掃（浅間山自然保護会）
日時 5月25日（土）10時から1時間半程度
場所 浅間山あずまやに集合
内容 草刈り、清掃等（軽作業ができる服装で
ご参加ください。）

▲力を合わせてクリーンな山に

◆田んぼの学校－米づくり体験－（府中市）
日時 5月26日(日) 9時〜12時 開校式・田植
え
7月6日(土) 9時〜12時 田の草とり、
生き物さがし
以降11月17日（日）の収獲祭まで3回予
定
場所 東京農工大学本町農場（本町3-7）ほか
対象 小学生〜大人(3年生以下は保護者同伴)
問合せ 環境政策課環境改善係(042-335-4196)
◆府中環境まつり2013（府中市）
日時 6月1日（土）10時～15時（雨天時は翌
日に順延）
場所 府中公園
内容 市民団体や事業者等の環境への取組みを
紹介、自然体験や工作、フリーマーケッ
トの外、ステージイベントを実施
◆府中市民クールキャンペーン「クール・エコ
の集い」（環境保全活動センター）
日時 ７月27日（土）15時～17時20分（雨天時
は翌日に順延）
場所 フォーリス「光と風の広場」
内容 地球温暖化対策に係わるイベントの外、
17時から「打ち水」を実施

府中測定局（宮西町２－２４）に東京都が測
定装置を設置し、この４月１日から測定を開始
し、公表しています。
東京都のホームページで、測定結果を報告し
ていますので、ご参照ください。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/cgi-bin/b
unpu1/p101.cgi

活動センターを広く知っていただくために、
Ａ３判のポスターを作成しました。
学校には既に配布しましたが、掲示いただけ
る方は活動センターまでご連絡ください。

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
和知 光儀 齋藤 正志 田中 伸吾
株式会社東芝府中事業所
株式会社フォルマ （敬称略）

■所在地
■電話番号
■利用時間
■休業日

小野 梓

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

編集後記

昨年 10月 1日に環 境税が施 行され、電気 ・ガス料 金が
値上 げされました。うかつにも私 は、また税金 を取られ
るのかと単 純に考 えていましたが、ある日、刊 行物で環
境税 制定の本 来の目 的を知りました。
環境 税とは、「地球温 暖化 対策のための税 」のことで、
化石 燃料のＣＯ2排 出量 に応じて課税す るものです。
その使途は国 で行う省 エネ諸 施策の費 用に充 てるも
ので、全 国民 が課税の対 象となります。
国民 一人ひ とりが日 常生活 のなかで、こまめに電気 を
消したり、エアコンの温度 調整などの節電 や車 の利用
を控える等 の省エネ生 活が、結 果としてＣＯ2が削 減さ
れ、温暖 化防 止につなげることを意図したものです 。
私たちも毎日の生 活を見 直してみましょう。
（編集 委員 Y.Y）
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