
ノコンギク

       [キク科]

山や野にごく普通

に生える多年草。

高さ50cm～100cmに

なり、よく分枝し

た枝先に淡青紫色

または白色の頭花

を沢山つける。　

花期は8月～11月。

　花名は「野に咲

く紺色の菊」とい

う意味で、一般に

野菊と云われるも

ののひとつ。 市内

では浅間山や武蔵

台公園などで見ら

れる。

▲浅間山のノコンギク

　環境保全活動センター事業として、都立野川

公園周辺の自然観察会を開催します。

　この観察会は、かんきょう塾2015の講座の一

部として実施するものですが、当日参加（若干

名）も歓迎します。費用は無料。※交通費が別

に必要

▽実施日　11月7日(土) 

▽開催場所　都立野川公園周辺 

▽集合場所　京王線多磨霊園駅北口

▽集合時間　午前9時（終了予定午後12時半）

▽申込み　環境保全活動センター

          電話(335-4410)

▽協力　西武・武蔵野パートナーズ

▽内容　野川周辺の自然観察会を通じ、生物多

　　　　様性や環境保全について学ぶ。

▲緑の多い野川の風景

　エコプロダクツ展は、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り組みなど、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。特に今回は電力自由化や水素社会

・再エネ拡大などを見据えたエネルギー分野、

温暖化適応分野としての防災や健康、食などの

テーマに重点的に取組んでいます。

　今回は「みどり東京・地球温暖化防止プロジ

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

細工の実演があります。府中市も出展します。

▽会期　12月10日(木)～12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[東京ホール]

▽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）エコプロダクツホー

　　　　　ムページ専用登録フォームの登録を

　　　　　お薦めします。(現場でも可)



　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、8月1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、エコガールズライブ、浴衣ステ

ージを実施しました。よさこい鳴子踊りは威勢

のいい踊りで会場を盛り上げていただき、フラ

ダンスショーでは色とりどりの衣装が織り成す

一糸乱れぬ踊りで、観客を魅了していました。

また、司会も勤めていただいた上田マリノさん

には、環境をテーマにした歌と踊りを披露いた

だきました。浴衣ステージでは、色彩豊かな浴

衣を身にまとい、そのしなやかな所作で「和」

　　　　　　　　　　　　　　　　の魅力を体

　　　　　　　　　　　　　　　　現するとと

　　　　　　　　　　　　　　　　もに、涼し

　　　　　　　　　　　　　　　　げな夏の風

　　　　　　　　　　　　　　　　情を演出し

　　　　　　　　　　　　　　　　ていただき

　　　　　　　　　　　　　　　　ました。

　9月10日(木)小雨降る早朝に、バスは埼玉県

入間郡三芳町三富にある三富今昔村に向け出発

しました。2時間程で到着したこの村には、総

合リサイクル業者の石坂産業㈱と生物多様性豊

かな緑地帯くぬぎの森と環境対策施設がありま

す。この会社は、解体建設現場で発生する混合

廃棄物を再生資源化し、2014年には減量化・再

資源化率95%を達成したそうです。残る5%は最

終処分場で埋め立てをしていますが、100%の資

源リサイクルの目標達成に向けて、大学と共同

研究を進めています。

　また、周辺の広大なくぬぎの森は、野鳥飛び

交う生物多様性エリアとなっており、森を守り

続ける活動を行っています。当日は、もんぺ姿

の説明員に案内いただき、環境と健康に配慮さ

れた素晴ら

しい工場内

の見学と、

小雨の中

1.5kmのくぬ

ぎの森散策

を堪能まし

た。

▲留学生による浴衣ステージ

▲クラフトを楽しむ子どもたち

　10月3日(土)環境保全活動センター主催事業と

して、都立浅間山公園で西武・武蔵野パートナ

ーズと共催で「森キッズクラフトDAYin浅間山」

を開催しました。講師として環境保全活動セン

ターサポーター「府中かんきょう塾ネット」と

「浅間山自然保護会」のメンバーが協力しまし

た。

　自然の中で親子が一緒に自然の素材を使って

ヤジロベー、コマ、人形等のドングリ細工を楽

しみました。その他、木や草の葉を写し取る葉

っぱプリントも夢中になって楽しみました。ク

ラフトを始める前には、浅間山を散策して秋の

気配を感じてもらい、浅間山の素晴らしさをＰ

Ｒすると

ともに、

環境保全

の啓発も

行いまし

た。

　午後5時からの「一斉打ち水」では、ステー

ジ出演者、買い物客等に加え、日本文化に触れ

ながら環境について学んでいただこうと、今回

は東京外国語大学の留学生の方にも浴衣姿で参

加いただきました。また、氷柱が設置されたキ

ッズコーナーでは、親子で氷の冷たさを体感し

て楽しむ姿が見られました。

　打ち水の結果、33.5度あった会場地表面付近

の気温が28.2度と5.3度下がる効果がありまし

た。そのほか、地元企業の協力により提供いた

だいたペットボトル飲料水約500本を道行く市

　　　　　　　　　　　　　　　　民に配布し

　　　　　　　　　　　　　　　　打ち水のＰ

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒをしまし

　　　　　　　　　　　　　　　　た。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　環境保全活動センターでは、イベント等で打

ち水を実施する場合に、木桶等の貸出しも行っ

ておりますので、お気軽にお問合せください。

▲涼しげな一斉打ち水

▲くぬぎの森を散策



■田んぼの学校2015「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2015」の締め

くくりとして、次の日程で「収穫祭・修了式」

を開催します。

▽日時　11月8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

　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(火)に開催されます。

　第10回となる今回は、日本最大級のサンゴ養

殖施設「さんご畑」で養殖サンゴを移植してい

る、沖縄県の金城浩二氏を講師に迎え、「サン

ゴ礁が、ぼくに教えてくれたこと」と題して講

演いただきます。

▽日時　12月8日(火)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

          http://www.toshiba-sol.co.jｐ/　

　　　　　forum/

          FAX（042-340-6062）

　　　　　のいずれかの方法にて、必要事項を

　　　　　記入して11月25日(水)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29日(日)に開催さ

れます。主な内容は、朝日新聞記者中山由美氏

による特別講演「雪と氷の世界のいきものたち

」等の他、特典としてライオンバス乗車券等が

配布されます。なお、10月21日号広報ふちゅう

にも掲載。

▽日時　11月29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)

▽催し　環境のお話・展示交流会

▽特典　入場券・ライオンバス乗車券無料進呈

▽申込み　10月21日(水)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

▽問合せ 東京ガス多摩支店電話(042-526-6125)
▲冊子の確認を行う生徒さん

▲昨年の修了式で修了証を授与される参加者

　10月5日(月)から9日(金)までの5日間、中学

生職業体験実習として、府中第一中学校の3名

の生徒さんが、環境政策課に来てくれました。

　今回、手伝っていただいた当課の仕事は、駅

周辺の禁煙シールの確認、腐葉土の袋詰め、ホ

タル小屋の水路の清掃等で、環境保全活動セン

ターの仕事は、現在作成中の小・中学生向けの

環境学習用小冊子の原稿の確認をお願いしまし

た。

　どの仕事にも熱心に取組んでいました。この

経験を活かして頑張ってくれると思います。

mailto:forum@toshiba-sol.co.jp
http://www.toshiba-sol.co.j
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　連続猛暑日や台風発生件数等、今年は記録破

りの夏になりました。異常気象は日本だけでな

く、海外で大規模な山火事や史上最悪の熱波等

が発生していることをマスメディアが伝えてお

りました。この現象が地球温暖化に起因するな

ら、来年の夏も覚悟をしなければなりません。

　9月にかんきょう塾でくぬぎの森へ行ってきま

した。この地は江戸時代、川越藩主であった柳

沢吉保の命で、不毛のすすき野を短冊状の森と

畑に変えました。森の木の葉は畑の肥料になり

森は地下水位を上げる効果があったそうです。

　温暖化対策には歴史から学ぶことも多いでは

ないでしょうか。 　 　（会報担当　M.S）
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■田んぼの学校2015「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27日(日)に東京農工大学の本町農場で開催

された「田んぼの学校2015」で「稲刈り・ハサ

掛け」を体験しました。

　この学校は、当会が、環境学習の一環として

市の委託を受けて行なっており、今年で10回目

となります。この日は生徒・保護者合せて59名

とスタッフ33名が加わり、総勢で92名が参加し

ました。スタッフからカマの使い方や刈り方な

どを教えてもらい、約1時間半かけて稲を刈り取

りました。刈り取った稲を直径10cmほどの束に

して麻ひもでくくり「ハサ(支柱の杭に横棒を掛

けた物干し)」に掛けて、稲を乾燥させるため10

日間ほど天日干しを行います。

　5月に田植えを行いましたが、今年は雨の日が

多く、稲の成長にも影響があり心配していまし

たが、さほど影響もなく無事に稲刈りができま

した。

　11月10月(日)には、

「脱穀・もみ擦り」

を行い玄米にしまし

た。11月には取れた

お米で「おにぎり」

を作り、試食します。

■下堰緑地ヒガンバナの鑑賞会

　　　　　　　　　（下堰緑地の会　寄稿）

　9月20日(日)ヒガンバナの鑑賞会を開催しま

した。会員は鑑賞とゴミひろいなどで、普段の

活動と併せて参加です。通常はお彼岸の前後に

咲くヒガンバナですが、今年はお盆以降の天気

が曇りや雨が多かったため、早めに開花しまし

た。シルバーウィークの期間中、花はピークか

ら終わりに近い状況でしたが、それでも花の数

は1,000株以上が咲き、市内外から多くの鑑賞

・散歩の方が来られました。

　ヒガンバナの開花は9月で終わりですが、こ

れからの秋冬早春

までは、ほとんど

が枯れて茶色にな

る緑地を緑色の葉

が彩りをつけてく

れます。

■葉っぱプリントワークショップを開催

　　　　　　（かんきょう塾ネット　寄稿）

　8月1日(土)に日鋼団地の夏祭りが行われてい

るすずかけ公園で、身近にある好みの葉っぱや

花びらを布や紙に写し取り、オリジナルな作品

を作って楽しむ葉っぱプリントワークショップ

を開催しました。当日は近隣から多くの子供た

ちが参加してくれました。葉っぱプリントはい

たって単純な作業ですが、身近な自然物を利用

して遊ぶことが子供たちの興味を引くものと思

います。葉っぱプリントの出来栄えは、葉液の

量と色で決まります。

▲色鮮やかな葉っぱプリントを楽しむ

▲みんなで稲刈りを楽しむ

▲下堰緑地のヒガンバナの群生

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

