
ガマズミ

　北海道西南部か

ら本州、四国、九

州に分布する落葉

低木で、山地の樹

林内や林縁に自生

している。樹高は

２～３ｍ、花期は

５月～６月、結実

は１０月～１１月

で果実は熟すと甘

酸っぱくなり、果

実酒にも利用され

る。ズミは染めの

意で、昔、果実の

汁で衣を染めたこ

とによると考えら

れている。市内で

は浅間山や武蔵台

公園で見られる。

▲浅間山のガマズミ

　環境保全活動センター事業として、日立中央

研究所庭園見学会を開催します。

　通常は年に２回のみ一般公開されている同庭

園を今回特別に公開していただきます。

　センター事業とし

ては昨年の春に続き

２回目で、今回は紅

葉の時期の開催とな

ります。

　この研究所の敷地

では、武蔵野の自然

が保護されており、野川の源流の一つがあるほ

か、４０種類を超える野鳥が生息し、約１２０

種類２万７千本の樹木を見ることができます。

　是非この機会にご見学ください。

　なお、申込み等詳細につきましては、１１月

１日号の広報ふちゅうをご覧ください。

▽日時　平成26年11月26日(水) 午後1時半～　

　　　　1時間程度 

▽場所　日立製作所中央研究所内庭園

▽主催　環境保全活動センター

▽内容・申込等

　　　　11月1日号広報ふちゅうにて掲載

▲昨年の見学会風景

　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(月)に開催されます。

　第９回となる今回は、ＮＨＫ　Ｅテレ「モリ

ゾー・キッコロ森へ行こうよ!」でおなじみの

プロ・ナチュラリスト(プロの自然案内人)の佐

々木洋氏を講師に迎え、「まちの生きものが教

えてくれること」と題して講演いただきます。

▽日時　平成26年12月8日(月)午後6時から午後

　　　　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　電子メール(専用アドレス：forum@t

oshiba-sol.co.jp),ホームページ(URL：http:/

/www.toshiba-sol.co.jp/forum/),FAX（042-34

0-6062）のいずれかの方法にて、「12/8環境フ

ォーラム申込」と明記して、出席される方全員

のお名前、ご住所、電話番号、アンケートをご

記入の上、平成26年11月25日(火)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　TEL:042-340-6111(受付時間　午前9

時から午後5時　土曜日、日曜日及び祝日除く)

e-mail：forum@toshiba-sol.co.jp

mailto:forum@toshiba-sol.co.jp


　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、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、１２

月７日(日)に開催されます。主な内容はジャー

ナリストで元朝日新聞編集委員武田剛氏による

特別トーク「丸い地球を歩く」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、府中市からも環境への取組みのパネル

を展示します。

▽日時　平成26年12月7日(日)

　　　　午前10時半から午後零時半　

▽場所　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　園内ライオンバス乗車券無料進呈等

▽申込み　10月27日(月)から、参加申込書に必

要事項をご記入の上、FAX(042-526-6142)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.net/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TEL:042-526-6125

　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、市内

在住・在勤・在学の外国人の方に浴衣姿でご参

加いただきました。打ち水の結果、３３度あっ

た会場地表面付近の気温が３１．５度と１．５

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

　　　　　　　　　　　　本を環境保全活動セ

　　　　　　　　　　　　ンターのサポーター

　　　　　　　　　　　　等が、道行く市民に

　　　　　　　　　　　　配布し、打ち水のＰ

Ｒをしました。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。

　今回、ご協力いただいたサポーターは、昨年

と比べ６人増となった全４０人で、割り当てら

れた各担当業務にご尽力いただきました。

　なお、環境保全活動センターが貸出した木桶

等により実施が予定されていた商工まつりの打

ち水は、天候不良により中止となりましたが、

今後の「打ち水」の広がりが期待されます。

　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いますので

お気軽にお問い合わせください。

▲浴衣ステージ

▲一斉打ち水

協力団体及び企業（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

　エコガールズ

　国際交流サロンの市内在住・在勤・在学の外

　国の学習者及びボランティア

　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　

　キユーピー㈱中河原工場　　　　　　

　㈱フォルマ

　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２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」を開催しました。

　午後３時半からの「エコハピステージ」では

「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、エコガールズ

ライブ、浴衣ステージを実施しました。

　　　　　　　　　　　フラダンスショーでは

　　　　　　　　　　　井上裕子先生を筆頭に

　　　　　　　　　　　フラ・ハラウ・レイ・

　　　　　　　　　　　オ・カラニの皆さんに

　　　　　　　　　　　よる、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エコガールズのお二人に

は、環境をテーマにした歌と踊りを披露いただ

き、会場を盛り上げていただきました。浴衣ス

テージでは、和文化研究会倶々楽の皆さんが、

色彩豊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。

▲フラダンスショー

http://www


■田んぼの学校「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２８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２０１４」で「稲刈

りとハサ掛け」を体験しました。この日は晴天

に恵まれ、２３組の親子が田んぼに入り、初め

て「稲刈り」を体験しました。

　スタッフからカマの使い方と刈り方を教えて

貰い、約１時間半をかけて稲を刈りました。刈

り取った稲の束を直径１０ｃｍほどに麻ひもで

くくり、「ハサ(稲架)」(支柱の杭に横棒を掛け

たもの)に掛けて、稲を乾燥させるため天日干し

を行います。

　この「田んぼの学校」は、５月に田植えを行

い、７月に田の草取りと生き物探しを行い、９

月のこの日に「稲刈りとハサ掛け」の体験を行

いました。１０月には天日干しした稲の脱穀と

籾すりを行い、玄米づくりも体験します。そし

て、１１月に「収穫祭と終了式」を迎えます。

　収穫祭は、この田んぼで取れたお米で、”お

にぎり”をつくり、みんなで試食を行い、田ん

ぼやお米の大切さを学びます。

　今年は、田んぼにクログワイと呼ばれる雑草

が繁殖し、それに加えてスズメに食べられてし

まい、収穫量が気になるところです。

■ＮＥＣ・東芝合同浅間山自然環境保全活動

　　　　　　　　（浅間山自然保護会　寄稿）

　９月２７日(土)午前１０時から、保護会の定

例作業日にＮＥＣ・東芝の府中事業所から親子

４２人の皆さんにご協力いただき、保護会メン

バー２４人を含め、あずまや下及び前山・中山

間の大規模な下草刈りを実施しました。今年は

猛暑と雨で雑草は異常に繁茂し、大人の腰まで

伸びた草や、クズの伸びた茎と格闘し、衣服や

手袋は、雑草の種まみれとなりましたが、皆さ

んの真剣な作業で見る見るうちに刈り取った草

の山が何か所もできました。作業終了後、きれ

いに刈り取った跡を見て満足していました。

　子どもたちには、間伐体験や、昼休みを利用

してヤジロベーやドングリゴマなどの工作を楽

しんでもらいました。皆さん初めての経験で

夢中になっていました。

　午後は、浅間山の自然観察がてら、住宅街の

中に残された貴重な自然を保護している活動状

況を見学してもらいました。参加者の方々から

は「身近にこれほどの豊かな自然が残っていた

とは思わなかった」との感想がありました。

■府中かんきょう塾２０１４「第４回」

　　　　　　　（かんきょう塾ネット　寄稿）

　第４回目の講座は「かわさきエコ暮らし未来

館と隣接する浮島大規模太陽光発電所及び浮島

処理センター(ゴミ処理施設)を訪問しました。

　９月１１日(木)午前８時４５分出発、２９人

を乗せたバスは川崎へと向かいました。エコ暮

らし未来館到着後、天候が悪いためゴミ処理場

からガラスごしにメガソーラー(約３万８千枚)

を見ながら説明を受けました。

　次に、エコ暮らし未来館玄関ロビーの航空写

真が印刷されているユニークなフロアでモニタ

ーを見ながら、再生可能エネルギー等を勉強し

ました。２階の展示室は、地球温暖化対策、太

陽光発電などの再生可能エネルギー、３Ｒ(リデ

ュース、リユース、リサイクル)などの資源循環

について、見て、聞いて、触って学べる体験型

環境学習施設で、楽しく学びました。

　昼食後は浮島処理センターで川崎市のゴミの

処理方法を見学しました。

▲説明を熱心に聞く受講生

▲稲のハサ掛けを行う子どもたち

▲ＮＥＣ・東芝の参加者の皆さん



  

秋の夜長を皆さまそれぞれに楽しんでいること

と思います。

　この春から編集部員になった新米の編集部員

です。

　地球温暖化には自然環境の破壊がかなり影響

している事、人間は植物が無ければ生きられな

い事など、私自身も勉強になっています。

　環境保全活動センターには、様々な自然保護

団体が登録して、自然保護の活動を行っていま

す。皆さまが少しでも自然環境に興味を持って

一人でも出来ることから参加しましょう。　　

　　　　　　　　　　　（会報担当　Ｃ．Ｙ）

編集後記

■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）
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【下堰緑地の会】

　下堰緑地の会は、四谷下堰緑地での緑地保全

活動を、地域の方々を中心に活動している団体

です。以前の緑地はゴミ捨て場状態だったもの

を、市民が憩える緑地に、市と市民が協働で変

えてきたものです。会の活動としては、緑地内

の清掃、草刈り、腐食した遊歩道の柵の入れ替

え、ヒガンバナ及びキツネノカミソリの保護等

で、毎月定期的に行っています。４月からは、

市のアドプト制度の第１号として登録もし、今

後の活動に対しても支援が整いつつあります。

　会の問合せ先　TEL:042-351-0035(山原)まで

　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。

　お問合せは、環境保全活動センターへ。

　環境保全活動センターは、環境保全活動機会

の提供及び環境問題に関する相談等を通じて、

市民、事業者及び学校等が行う環境保全活動へ

の取組みを支援しています。

【東京都立府中東高等学校生物部】

・活動年数３５年　・会員数４１人

・設立趣旨

　自らの感性をフィールドや生き物飼育で高め

るとともに、地域に積極的に発信し、将来的な

環境問題のリーダーとなり得る人材を育成

・主な活動歴

　月１回のフィールドワーク、蜜蜂等５０種約

７万匹の生物の飼育観察、ＨＰでの生物部新聞

東京都チャレンジ研究、小学生親子を対象とし

た公開講座、農業まつり・環境まつり参加等

・一言

　地域に向かって積極的に飛び出し、いろいろ

な団体との連携を深め、環境情報を相互発信で

きるような学校を模索しています。　

▲センター事業のゴーヤ及びヘチマを育成する生徒たち

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

