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““湧水・清流保全都市宣言”のまち東久留米

環環境境フフェェスステティィババルル開開催催ににああたたっってて  

「東久留米市環境フェスティバル」は今回で 25 回目を迎えました。昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で全

面中止といたしましたが、今年は集客型のイベントに代わり、参加団体の環境活動を動画やブックレットで情報発

信するかたちで実施することといたしました。 

今年、東久留米市は「湧水・清流保全都市宣言」から 10 年の節目となります。かつては川が汚れていた時期もあ

りましたが、人々の努力により清らかさを取り戻し東京で唯一「平成の名水百選」に選ばれました。昨年、市では市制

施行 50 周年を記念しプロモーション動画「東京別世界 東久留米」を制作しましたが、そこには川で子供たちが遊ぶ

姿がいきいきと映し出されています。令和の時代もこの美しい清流を次世代に引き継いでいかなければなりません。 

環境に関する問題は、生物多様性や地球温暖化、ごみ問題など多岐にわたります。引き続き、市民・事業者・行政

が力を合わせ共に取り組む必要があります。本フェスティバルを通して、環境について今一度目を向けていただくとと

もに、今後も市の環境行政にご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

東久留米市長  並木 克巳 

実実行行委委員員かかららのの思思いい

新型コロナウイルスの蔓延により、良好な環境の保全維持の活動にも、制約が出ています。 

昨年の環境フェスティバルは、残念ながら中止となりました。 

しかし、環境を守る各地域でのボランティア活動の団体や個人の方々は、制約を受けながらも、活動を行っており 

ます。 

東久留米の環境を守ろうとの取組んでいる活動の情報を発信すべきとの声が、実行委員からも上がり、今年度の 

開催は、従来の市役所での集合したイベント開催に代わり、インターネットとブックレットを組み合わせた環境活動

の情報発信する形態で実施することになりました。 

市民の皆様にも、多様化・複雑化する環境問題への関心や知識を高めて頂き、豊かな自然が残る市の環境保全

に向けて、行動の輪を広げ、環境を守る活動に、ご協力いただければ幸いです。 

第２５回 東久留米市環境フェスティバル実行委員会 

参参加加団団体体かかららのの活活動動情情報報発発信信  

１) ブックレットの配布：参加３３団体の紹介

２) ブックレットの情報を市ホームページに掲載・くるくるチャンネルにアップ

３) 活動の動画情報：市のホームページで各団体２～３分動画（１８団体）

アアククセセスス方方法法はは、、裏裏表表紙紙ををごご覧覧くくだだささいい。。

表表紙紙デデザザイインンのの学学生生かかららののメメッッセセーージジ  

第 18 回からポスター等のデザインを自由学園の学生が担当しています。 

より多くの方に関心を持っていただくために学生の新しいセンスが役立てれば 

と毎年続けてきました。今年は、こんな時だからこそ、東久留米市にある素晴ら 

しい自然が様々なヒントを与えてくれることをイメージして作成しました。 

少しでも多くの方がフェスティバルを通して元気になることを願っています。 

学校法人自由学園 最高学部副学部長 神明久  

デザイン：藤田明日香・小林遼 
文字デザイン：服部昂  

  （最後のページに第１８回～第２３回のデザインが掲載されています） 

ブックレット（カラー４０項）を配布！
参加団体の活動や面白情報が載っています

東久留米の今昔

環境フェスタ環境フェスタ

お問い合わせ：東久留米市環境安全部環境政策課　☎042-470-7777（代表）
 〒203-8555　東京都東久留米市本町三丁目３番１号

主催　東久留米市環境フェスティバル実行委員会　　東久留米市

あなたの手で！　未来は変わるあなたの手で！　未来は変わる

第２５回東久留米市環境フェスティバル

コロナにめげず、環境を守る活動に取り組んでいます。
参加３３団体の活動はさまざま！

今年は市役所での開催ではなく、インターネットやブックレットで情報を発信します。
（6月中旬から配信予定）　

それぞれの団体の
日ごろの活動が見られます

参加団体紹介
東久留米の今、むかし

環境ポスターコンクール入賞作品掲載しています！

くるくるチャンネル（ふれあい情報サイト）に

載せている団体もあります

J：com FMひがしくるめ でも

情報が流れます！J：com FMひがしくるめ でも

情報が流れます！

動画配信

ブックレット配布

環境フェスタ環境フェスタ
２０２１
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今はボランティアの方々の継続的な努力や市の取り組みで清流が蘇っています。 

二度とこのような世界に戻らないよう、環境維持にご支援、ご協力をお願いします。 

門門  前前  大大  橋橋  

落落合合川川源源流流  八八幡幡橋橋  

前前沢沢宿宿交交差差点点  

１９８０年 １９７９年 １９８５年

東久留米市郷土資料室所蔵資料（白黒写真６点）

東東久久留留米米のの今今、、むむかかしし  

かかつつてて川川ははゴゴミミ捨捨てて場場⁉⁉  
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参参加加団団体体一一覧覧  
動画でも参加の団体は（動画）と表記しています。 

 

 
pp５５  川川ぴぴかか森森ぴぴかかチチーームム  

【湧水の落合川は 冬でも川掃除ＯＫ   みんなできれいに！】 
pp６６  東東久久留留米米・・川川ククララブブ（（動動画画））  

【未来を創る 子どもたちを育てる】 
pp７７  （（学学））自自由由学学園園最最高高学学部部（（大大学学部部））「「庭庭園園・・自自然然環環境境：：草草本本・・潅潅木木」」生生活活経経営営研研究究実実習習ググルルーーププ  

【立野川の流れる自由学園の多様な自然環境と自然誌教育】 
pp８８  向向山山緑緑地地・・立立野野川川勉勉強強会会，，（（学学））自自由由学学園園  環環境境文文化化創創造造セセンンタターー（（動動画画））  

【水源の森の若返り：伐採後の萌芽更新と林床斜面の保護】 
pp９９  東東久久留留米米・・黒黒目目川川流流域域  水水のの会会（（動動画画））  

【この素晴らしい水をめぐる世界を何時までも！】 
pp1100  東東久久留留米米市市市市民民環環境境会会議議（（動動画画））  

【新しいあなたの力…活動への参加をおまちしております。】 
pp1111  東東久久留留米米市市市市民民環環境境会会議議水水ととみみどどりりググルルーーププ（（動動画画））  

【市とコラボ、市民と共に豊かな水と緑と生きものを！】 
pp1122  東東久久留留米米自自然然ふふれれああいいボボラランンテティィアア（（動動画画））  

【貴重な雑木林の豊かな 自然を次世代へバトン タッチ！】 
pp1133  東東久久留留米米のの井井戸戸水水位位をを調調べべるる会会（（動動画画））  

【湧水と清流のみなもと・東久留米の地下水の見守り人】 
pp1144  NNPPOO 法法人人  東東久久留留米米のの水水とと景景観観をを守守るる会会（（動動画画））  

【柳窪の環境を守る活動、ちょこボラ体験してみませんか】 
pp1155  東東久久留留米米  水水辺辺のの生生ききもものの研研究究会会  

【魚や昆虫好き、集まれ～ 東久留米の川はみんなの宝です！】 
pp1166  南南沢沢水水辺辺公公園園ののななかかままたたちち（（動動画画））  

【みんなでつくり育てるハーフメイドの公園】 
 
 
 
pp1177  イイトトーーヨヨーーカカドドーー東東久久留留米米店店  

【明るい未来のためにできること】 
pp1188  おおちちゃゃわわんんリリササイイククルルのの会会（（動動画画））  

【陶器を再利用します。】 
pp1199  オオモモチチャャとと文文房房具具ののリリササイイククルルのの会会  

【もう使わないけれど、まだ使えるものをサルベージ】 
pp2200  環環境境美美化化推推進進員員連連絡絡会会  

【ポイ捨てやめよう！きれいな街に～環境美化は身のまわりから】 
pp2211  社社会会福福祉祉法法人人椎椎のの木木会会  第第二二どどんんぐぐりりのの家家  

【資源物・バザー品の無料回収のご依頼は“どんぐり”へ！】 
pp2222  新新日日本本婦婦人人のの会会東東久久留留米米支支部部  

【誰一人取り残さない ＳＤＧｓの実現へ】 
  

自自然然環環境境分分野野  

生生活活環環境境分分野野  
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pp2233  東東京京都都水水道道局局立立川川給給水水管管理理事事務務所所  
【安全でおいしい水を 24 時間 365 日安定供給】 

pp2244  東東久久留留米米市市環環境境安安全全部部ごごみみ対対策策課課  
【ごみの分別にご協力お願いします。】 

pp2255  東東久久留留米米市市市市民民環環境境会会議議エエココななくくららししググルルーーププ（（動動画画））  
【「プラスチックに囲まれた生活」少し変えてみませんか。】 

pp2266  東東多多摩摩再再資資源源化化事事業業協協同同組組合合  
【地域のリサイクルネットワークパートナー】 

pp2277  放放射射能能かからら子子どどももをを守守るる会会＠＠東東久久留留米米（（動動画画））  
【震災後 10 年、今、考え、思うこと】 

pp2288  柳柳泉泉園園組組合合  
【地球環境守るごみの再利用。その為の分別は皆の裁量。】 

 
 
 
 
pp2299  東東久久留留米米市市医医師師会会  

【肺の生活習慣病-COPD-大丈夫ですか？あなたの肺】 
pp3300  東東久久留留米米市市建建設設業業協協会会（（動動画画））  

【災害発生時には、市の要請により出動する協会です。】 
pp3311  東東久久留留米米市市ココミミュュニニテティィササイイトト運運営営委委員員会会  くくるるくくるるチチャャンンネネルル  

【イベントや市民団体の情報はくるくるチャンネルで！】 
pp3322  東東久久留留米米市市市市民民環環境境会会議議みみんんななででワワーーククググルルーーププ（（動動画画））  

【人とつながる－協働・学習】 
pp3333  東東久久留留米米市市立立小小山山小小学学校校（（動動画画））  

【自然環境をはじめ小山地域の様子をこやマップで発信。】 
pp3344  東東久久留留米米市市立立図図書書館館  

【身近な疑問から調査・研究まで、調べものは図書館へ】 
pp3355  ボボーーイイススカカウウトト東東久久留留米米第第１１団団（（動動画画））  

【なろう。一人前に。なれる。一人前に】 
 
 
動画のみの参加団体 
 
 

小小山山茶茶園園ササポポーータターーズズククララブブ  
【東久留米市のお茶園でおいしいお茶をご一緒に】 

 
 

東東京京ガガスス株株式式会会社社  東東京京西西支支店店  
【東京ガスグループが取り組んでいる環境活動をご紹介します。】 

 
 

学学習習・・普普及及啓啓発発・・そそのの他他分分野野  

「第２５回東久留米市環境フェスティバル」で検索、右のＱＲコードまたは下記 URL、

市ホームページのトップページ「トピックス」からアクセスできます。 

動画は東久留米市ホームページ内 YouTube チャンネルをご覧ください。

https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kankyo/shizen/1017637/index.html 

生生活活環環境境分分野野続続きき 

生生活活環環境境分分野野 

自自然然環環境境分分野野 

ー 3ー ー 4ー



団体名         川川ぴぴかか森森ぴぴかかチチーームム 

 

【【活活動動エエリリアア】】  落落合合川川  宮宮下下橋橋～～御御成成橋橋  

【【活活動動日日】】      第第３３日日曜曜日日  44 月月～～1100 月月  ８８：：0000～～      1111 月月～～３３月月  ９９：：0000～～  

【【代代表表名名・・問問いい合合わわせせ先先】】  

          代代表表  伏伏見見  迪迪子子            連連絡絡先先  武武石石  百百合合子子    ００４４２２－－４４７７２２－－００３３４４２２ 

【【主主なな活活動動内内容容・・紹紹介介】】  
落落合合川川清清掃掃ボボラランンテティィアアググルルーーププのの一一員員ととししてて  落落合合川川でで清清掃掃活活動動ををししてていいまますす。。  

ゴゴミミをを拾拾いい、、川川のの流流れれををよよくくししたたりり、、外外来来植植物物のの除除去去ををししたたりりししまますす。。散散歩歩さされれるる方方たたちちにに環環境境保保

護護をを訴訴ええてていいまますす。。自自分分たたちちのの暮暮ららしし方方ににつついいててもも考考ええ、、話話しし合合いい行行動動ししてていいまますす。。 

散散歩歩、、ジジョョギギンンググ、、川川遊遊びびななどど  みみんんななにに愛愛さされれてていいるる落落合合川川でですすがが、、  

たたくくささんんののゴゴミミがが集集ままっってて来来るる所所ででももあありりまますす。。川川ににポポイイ捨捨ててさされれるるもものの、、  

風風でで飛飛んんででくくるるもものの、、雨雨水水とといいっっししょょにに流流れれ込込んんででくくるるももののななどどでですす。。 

                       

何何ででももあありりあありり 弁弁当当パパッックク  カカッッププ麺麺  

おお菓菓子子のの袋袋、、箱箱、、ププチチププララ袋袋、、空空ききカカンン、、空空ききビビンン、、  

ペペッットトボボトトルル、、薬薬ののケケーースス、、ママススクク、、カカイイロロのの袋袋  

破破れれ傘傘、、洗洗濯濯ババササミミ、、ハハンンガガーー、、ラライイタターー、、レレジジ袋袋  

タタババココのの吸吸いい殻殻、、乾乾電電池池、、仏仏花花、、  釣釣りり針針とと釣釣りり糸糸  

袋袋にに入入れれたた犬犬のの糞糞（（ととっったたふふりりししてて川川へへポポイイ））  

 

ここれれららののゴゴミミははどどここへへ行行くく？？  

下下流流のの地地域域へへ そそししてて海海へへ 

 

今今、、海海洋洋ププララススチチッッククがが大大問問題題ににななっってていいまま

すす。。ここれれららはは海海をを汚汚染染しし、、海海のの生生ききもものののの命命

をを奪奪っってていいまますす。。ややががててママイイククロロププララススチチッッ

ククととななりり、、そそれれははすすででにに人人間間のの体体にに入入りり込込んん

ででいいまますす。。  
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あれから 10 年岩手県大槌町に送った
　　　　　　　　支援車両「今も元気」
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（（学学））自自由由学学園園  最最高高学学部部（（大大学学部部））「「庭庭園園・・自自然然環環境境：：草草本本・・潅潅木木」」生生活活経経営営研研究究実実習習ググルルーーププ  

  

【【活活動動エエリリアア】】    自自由由学学園園南南沢沢キキャャンンパパスス，，向向山山緑緑地地・・立立野野川川源源流流域域  

【【活活動動日日】】  

【【代代表表名名】】最最高高学学部部長長  高高橋橋和和也也  （（実実習習担担当当：：柏柏木木めめぐぐみみ・・南南雲雲八八恵恵））  

  

【【主主なな活活動動内内容容・・紹紹介介】】    

    

 自由学園構内を流れる立野川周辺の自然環境保全については，男子部（中等科・高等科）の「川管理」 

グループの生徒達と一緒に取り組んでいます．例えば，オオカワジシャやキショウブ等の外来種の駆除，

在来のミゾソバやセキショウの保護等の保全を行っています． 

環環境境トトピピッッククスス：：自自由由学学園園南南沢沢キキャャンンパパススででのの自自然然環環境境保保全全のの取取りり組組みみ  

 自由学園の学生，生徒，児童，教職員にも南沢キャンパスの自然環境についてより知ってもらうため

に，私達のグループでは，毎月，正門近くの掲示板に自然環境に関する展示をしています．その時々に

観察することのできる植物や，構内に侵入している外来種について等も掲示して，構内に自生する 

在来の野生植物の保全に取り組んでいます． 

 自由学園の南沢キャンパス内には，東久留米市内を流れる黒目川の支流で

ある落合川の支流の立野川が流れています．その立野川の南には，台地との 

高低差約 10 M の北斜面（立野川崖線）があり，その縁崖林には武蔵野の 

野生植物が今も多く生育しています． 

 東久留米市はかつて農地や雑木林が多く，野生植物が生育する自然豊かな

地域でした．しかし 1960 年頃から，人口増加に伴い宅地開発が進み，自然

が急速に減少し始めました．そこで自由学園は，このことを危惧した地域の

方々と共に，東久留米の豊かな自然を維持するための保全活動を始めました．

現在は「庭園・自然環境：草本・潅木」グループとして，最高学部（大学部）

1・2 年生 8 名で，この自然環境を保全していくために，構内を中心とした 

調査や手入れ等を行なっています． 

 さらに 2009 年から，自由学園から 1 km 上流の向山緑地・立野川源流域

を参照地として，動植物や湧水のようすの観察，気温等の測定も行なっていま

す．そしてこれまでの観察調査の記録等の自然誌資料を元に，自然環境の変化

についてまとめ，これから先どのように豊かな自然環境を維持・復元していく

のか，保全活動について考えています． 
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向向山山緑緑地地・・立立野野川川勉勉強強会会、、（（学学））自自由由学学園園  環環境境文文化化創創造造セセンンタターー  

【【活活動動エエリリアア】】  向向山山緑緑地地・・立立野野川川源源流流域域  

【【活活動動日日】】毎毎月月最最終終土土曜曜日日  

【【代代表表名名】】岸岸昭昭一一（（向向山山緑緑地地・・立立野野川川勉勉強強会会））、、鈴鈴木木康康平平（（自自由由学学園園環環境境文文化化創創造造セセンンタターー））  

  

【【主主なな活活動動内内容容・・紹紹介介】】    

  

  
  

 

向向山山緑緑地地若若返返りり事事業業（（東東久久留留米米市市  森森林林環環境境譲譲与与税税充充当当事事業業））  

環境トピックス② 

 現在関東圏で被害が拡大している「ナラ枯れ」を向山緑地でも 2020 年 8 月

上旬に初めて確認しました。ナラ枯れは、カシノナガキクイムシが、樹木を枯ら

す病原菌（糸状菌の一種）を伝播することで起こる「樹木の伝染病」です。 

 2021 年度は、切株からのカシノナガキクイムシの羽化脱出、周辺のブナ科

樹木への侵入を予防するため、粘着シート被覆等（農薬不使用）による「予防」

を実施する予定です。 

 ナラ枯れに関する調査研究は、主に（学）自由学園が東京大学田無演習林の 

研究協力で行っています。またその経過は、多摩六都科学館で展示予定です。 

 東久留米市による「向山緑地若返り事業」が 2019 年度から 2023 年度にかけて行

われています。この緑地周辺の自然、水源の森を今後も守り続けるための一環として、

緑地内の樹木の高木剪定・伐採が行われています。2019 年度事業では、主に南側道路

沿いの高木剪定が行われました。2020 年度の事業では、市内でブナ科のナラ枯れが

広く見つかったことにより、向山緑地のコナラ等についても、樹木の寿命を考えると公

園内での倒木の危険が想定された為、1０本以上のコナラが伐採されました。 

 勉強会では、それらの萌芽更新と林床の植物の保護・育成に取り組んでいます。 

「「ナナララ枯枯れれ」」ににつついいてて  

ちちょょここボボララ  募募集集中中！！！！  

活動場所：向山緑地・立野川源流域  活動日：毎月最終土曜日 

時間：9:00 〜 11:30（自然観察の後、保全活動を行います） 

参加方法：直接現地にお越しください 

 向山緑地・立野川源流域（東久留米市南沢 3 丁目）は、北向きの 

縁崖林で、在来の野生植物が多く生育してます。旧石器・縄文時代 

（向山遺跡）から近年（農家の共有地）に至るまで、人々の生活の場

として利用され、大切に守られてきました。 

 向山緑地・立野川勉強会は、この豊かな自然環境を維持・保全して

いくために、2012 年 3 月に発足し（（学）自由学園と、NPO 法人

南沢シュタイナー子ども園が団体会員）、東久留米市とボランティア

協定を結びました。毎月最終土曜日の活動日では、まず自然観察を行

い、緑地内の自然環境について皆で勉強し、この貴重な自然環境をど

のように維持していくのか考えながら保全活動に取り組んでいます。 

  

環境トピックス① 
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団体名  東久留米・黒目川流域 水の会 

【活動エリア】東久留米市、黒目川流域およびその周辺地域 

【活動日】特定していません。(活動のテーマに応じて随時。) 

【代表名・問い合わせ先】代表：守田 優（前芝浦工業大学教授）、事務局：駒田 智久 

TEL：090-3048-4719 Email：watercycle2020.higashikurume@gmail.com 

【主な活動内容・紹介】 

〇〇活活動動のの目目的的    

・東久留米や黒目川流域の豊かな自然環境を維持し、さらに向上させて次世代へ引き継ぐこと目指しています。 

  

〇〇活活動動 PPRR  

・私私たたちちののままちち東東久久留留米米には、湧水を源流とする清流や、農地・雑木林といった武蔵野原風景が今も残されていま

す。かつては急激な都市化や、畜産・生活排水の混入によって、川が汚れてしまったこともありましたが、市民・

行政が一体となり対応することで、大きく環境が改善されました。水を中心とした豊かな自然環境は、多様な生

態系の基盤となり、生きものの活動もまた、土地や緑の循環を豊かにしています。この豊かな水環境は、農地や

緑地を主体とした雨水の浸透によって支えられ、浸み込んだ雨水が地下水を育みます。湧水として湧き出した地

下水は、川となって水辺を潤し、やがては海へと還っていきます。 

・私私たたちち「「東東久久留留米米・・黒黒目目川川流流域域  水水のの会会」」は、この豊かな自然環境を次世代へ引き継ぐことを目指して、令和

3(2021)年に発足した新たな市民団体です。具体な活動はこれからですが、皆さんとともに楽しみながら「見

学会・ツアー等のイベント開催」、「マップ作り」、「自然環境の調査・研究」等を進めていきたいと考えています。 

・・よよりり豊豊かかなな水水ととみみどどりりのの街街をを目目指指すすここのの会会のの活活動動にに参参加加ししまませせんんかか？？    

 

〇〇ここれれままででのの活活動動  

・R3.4.10（土）に設立総会を開催しました。設立記念として、「都市における健全な水循環ってなんだろう？」

をテーマに、当会代表の守田 優・前芝浦工業大学教授による講演会(自由参加)を開きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設設立立総総会会のの開開催催風風景景 

    

〇〇今今後後のの活活動動・・イイベベンントト  

・東久留米市市民自主企画講座として、R3.11.6（土）に、下記のイベントを開催する予定です。 

「古井戸の再生から学ぶ水循環 ～自由学園を取り巻く地下水環境～」 

・その他、上記の色々なテーマ活動の具体化を考えています。皆さまのご参加をお待ちしています。 

 ※イベント等の情報については、ニュースレターや SNS 等を通じて発信させていただく予定です。 

環環境境トトピピッッククスス  

・内閣官房 水循環政策本部事務局から、水循環に関する教材（小学生向け）が R3.4 月に公開されました。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/kyouiku/index.html 

・本会も、水を通じて地域を知るきっかけ作りになればと考えております。 
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団体名 東久留米市市民環境会議

【活動エリア】  東久留米市内 

【活動日】    適宜 

【代表名・問い合わせ先（電話・メールアドレスなど）】 

座長 菅谷 輝美 電話 090-2642－９４４２ メールアドレス musasisugaya@yahoo.co.jp
【主な活動内容・紹介】 

（（設設立立））  

東東久久留留米米市市民民環環境境会会議議はは 11999988 年年（（平平成成 1100 年年））44 月月にに策策定定さされれたた緑緑のの基基本本計計画画及及びび、、22000055 年年  

（（平平成成 1177 年年））44 月月にに環環境境基基本本計計画画にに基基づづきき、、環環境境のの保保全全・・回回復復・・創創出出にに関関すするる取取りり組組みみをを推推進進しし、、  

市市民民・・事事業業者者ととのの協協力力体体制制ををつつくくるるたためめのの市市民民のの会会議議ととししてて 22000077 年年（（平平成成 1199 年年））55 月月 77 にに公公募募  

市市民民にによよりり設設置置さされれままししたた。。  

全全体体会会をを 33 ヶヶ月月にに 11 回回、、各各ググルルーーププははテテーーママごごととにに、、毎毎月月 11 回回のの会会議議をを開開催催ししてていいまますす。。  

委委員員のの定定員員はは 3300 名名、、任任期期はは 22 年年間間。。現現在在はは第第 77 期期目目ととななっってていいまますす。。  

（（活活動動））  

環環境境基基本本計計画画のの 33 つつのの基基本本目目標標のの体体系系よよりり、、33 つつのの部部会会（（ググルルーーププ））でで活活動動ししてていいまますす。。  

水水ととみみどどりり部部会会、、くくららしし部部会会、、環環境境学学習習部部会会のの名名称称でで 66 期期迄迄活活動動ししてていいままししたたがが、、77 期期にに部部会会名名  

かかららググルルーーププ名名にに名名称称をを変変更更ししてて活活動動をを継継続続ししてていいまますす。。  

・・「「水水ととみみどどりり部部会会」」はは「「水水ととみみどどりり」」ググルルーーププとと名名称称をを変変ええままししたた。。  

主主なな活活動動：：渇渇水水期期（（春春））とと豊豊水水期期（（秋秋））のの湧湧水水調調査査実実施施、、秋秋とと春春のの湧湧水水、、  

名名木木百百選選ウウォォーーキキンンググ開開催催、、緑緑化化計計画画可可能能なな公公園園調調査査。。  

・・「「くくららしし部部会会」」はは「「エエココななくくららしし」」ググルルーーププとと名名称称をを変変ええままししたた。。

主主なな活活動動：：エエココククッッキキンンググのの検検討討、、市市民民アアンンケケーートト・・使使いい捨捨てて生生活活見見直直しし。。  

・・「「環環境境学学習習部部会会」」はは「「みみんんななででワワーークク」」ググルルーーププとと名名称称をを変変ええままししたた。。  

主主なな活活動動：：環環境境学学習習ににつついいてて、、行行政政、、市市民民、、事事業業者者ととのの協協働働ににつついいてて。。  

≪≪市市民民環環境境会会議議委委員員のの募募集集≫≫  

市市でではは、、66 月月よよりり次次期期市市民民環環境境委委員員のの募募集集をを始始めめままししたた。。  

ここれれままででのの市市民民環環境境委委員員がが取取りり組組んんででいいるる、、水水ととみみどどりり・・エエココななくくららしし・・環環境境学学習習にに加加ええてて、、ココロロ

ナナ禍禍のの私私たたちちのの暮暮ららししをを取取りり巻巻くく環環境境のの中中でで発発生生ししててるる課課題題にに取取りり組組みみたたいいとと思思っってていいまますす。。

地地球球温温暖暖化化のの影影響響、、CCOO²²（（二二酸酸化化炭炭素素））のの排排出出削削減減、、ククリリーーンンエエネネルルギギーーのの活活用用、、

ププララススチチッックク削削減減対対策策等等

市市民民環環境境会会議議のの活活動動のの今今年年度度はは 1144 年年目目ににななっってていいまますす。。  

新新型型ココロロナナウウイイルルススのの影影響響でで野野外外活活動動ははココロロナナ対対策策ををししななががらら開開催催ししままししたた。。全全体体会会議議  

はは一一部部オオンンラライインンでで会会議議をを開開催催ししてて市市とと委委員員ととのの意意見見交交換換・・情情報報共共有有ををししままししたた。。  

ここののよよううなな状状況況下下ででのの次次期期委委員員のの募募集集ととななっってていいまますす。。  

東東久久留留米米のの環環境境やや暮暮ららししをを守守るるたためめにに、、ややっってて行行ききたたいいこことと。。  

ココロロナナををききっっかかけけにに生生ままれれたた新新たたなな取取りり組組みみががああれればば教教ええてて下下ささいい、、

いいっっししょょにに活活動動ししててみみまませせんんかか！！  
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団体名  東久留米市 市民環境会議 水とみどりグループ

【活動エリア】 東久留米市内 

【活動日】 会議（月初木曜日）・湧水調査（豊水期／渇水期）・春／秋のウオーキング 

【代表名・問い合わせ先（電話・メールアドレスなど）】 

土屋守久 042-474-7605 sp3w7ab9@tempo.ocn.ne.jp 

【主な活動内容・紹介】 水とみどりグループの活動 

① 湧水・清流保全都市宣言に伴う河川・湧水への取組み

〔皆さんは、落合川が東京都の河川類型で奥多摩の源流域と同様にＡＡランクである事をご存知ですか？〕

・湧水調査の実施

豊水期（11 月）／渇水期（3 月）年 2 回実施。 

・湧水・清流保全都市宣言の周知（横断幕の設置）

・湧水・地下水等の調査研究

・七福神めぐり（南沢での湧水ふれあい体験）

（令和３年１月はコロナ禍により中止）

② 緑化活動への取組み

・春のウオーキング（桜めぐり）・秋のウオーキング

・名木百選集の冊子作成

・緑化計画可能な公園調査への取組み

（コロナ禍により活動停止中）

湧水調査は、平成 20 年から継続して実施しているので、 

14 年間のデータ蓄積があります。 

〔湧水調査実施集計表〕 

皆さんも市民環境会議へ参加して一緒に緑化活動・春／秋のウオーキングや湧水調査を実施してみませんか？ 

6 月の広報「ひがしくるめ」で、市民環境会議の委員を募集しています。 

 

（湧水調査実施状況）

（春の桜めぐりウオーキング）

落合川
奥多摩５河川

ー 11ー



団体名：東東久久留留米米自自然然ふふれれああいいボボラランンテティィアア  

【活動エリア】東東京京都都管管理理のの緑緑地地保保全全地地域域おおよよびび東東久久留留米米市市管管理理のの竹竹林林公公園園やや樹樹林林地地、、森森のの広広場場ななどど 

【活動日】第第２２・・４４・・５５土土曜曜日日おおよよびび金金曜曜日日（（たただだしし翌翌土土曜曜日日がが非非活活動動日日にに限限定定）） 

【代表名・問い合わせ先（電話・メールアドレスなど）】代代表表名名：：豊豊福福正正己己 

 問問いい合合わわせせ先先：：下下村村央央行行、、電電話話：：009900--88556677--66331133、、メメーールル：：hhsshhiimmoo@@ttrruusstt..ooccnn..nnee..jjpp  

【主な活動内容・紹介】 

主主なな活活動動はは、、野野草草のの生生長長をを促促すすたためめのの下下草草刈刈りりやや枝枝払払いい等等のの林林内内整整理理作作業業。。ままたた、、野野草草やや樹樹木木のの

保保護護おおよよびび緑緑地地利利用用者者ののたためめのの散散策策路路のの杭杭ややロローーププ柵柵のの補補修修、、市市内内緑緑地地保保全全地地域域にに生生育育すするる野野草草等等

のの観観察察、、調調査査、、勉勉強強会会、、会会員員のの親親睦睦ののたためめのの観観察察会会ななどどをを行行っってていいまますす。。  

※※活活動動報報告告おおよよびびおお知知ららせせはは「「東東久久留留米米ののふふれれああいい情情報報ササイイトトくくるるくくるるチチャャンンネネルル」」へへ掲掲載載中中。。  

そそのの他他、、東東京京都都やや東東京京都都環環境境公公社社がが主主催催すするる企企業業やや大大学学、、一一般般都都民民をを対対象象ととししたた雑雑木木林林管管理理体体験験等等

のの各各種種イイベベンントトににもも協協力力ししてていいまますす。。詳詳ししくくはは、、都都やや公公社社ののホホーームムペペーージジををごご覧覧くくだだささいい。。  

  

〔〔写写真真１１枚枚目目〕〕：：風風ななどどでで折折れれてて落落下下ししたた枝枝木木をを廃廃材材置置きき場場でで整整理理ししてていいるるととこころろでですす。。  

〔〔写写真真２２枚枚目目〕〕：：散散策策路路をを跨跨ぐぐよよううにに倒倒れれたた枯枯損損木木をを鋸鋸でで玉玉切切りりししてて整整理理ししてていいるるととこころろでですす。。  

 

貴貴団団体体のの活活動動にに興興味味をを持持っっててももららううたためめ、、下下記記のの企企画画ににごご参参加加くくだだささいい。。  

① ちょこボラ  

※ 現現在在、、新新型型ココロロナナウウイイルルススのの影影響響をを考考慮慮ししてて「「ちちょょここボボララ参参加加者者募募集集」」ににつついいててはは、、中中止止ししてておお

りりまますす。。ここのの状状況況がが好好転転次次第第、、下下記記ののととおおりり募募集集をを再再開開いいたたししまますす。。  

ごご理理解解ととごご協協力力ののほほどどよよろろししくくおお願願いいいいたたししまますす。。  

  

「「東東久久留留米米ののふふれれああいい情情報報ササイイトトくくるるくくるるチチャャンンネネルル」」のの会会のの

ＨＨＰＰををごご覧覧ににななるるかか活活動動場場所所にに設設置置のの掲掲示示板板ををごご覧覧くくだだささいい。。  

② 環境トピックス 

私私達達のの活活動動はは、、東東久久留留米米市市内内にに残残さされれたた貴貴重重なな緑緑地地をを良良好好なな状状態態にに保保ちちななががらら、、将将来来世世代代へへとと引引

きき継継ぐぐここととをを目目的的ととししてていいまますす。。そそののたためめ、、毎毎週週１１回回以以上上湧湧きき水水やや生生ききももののをを守守るるたためめのの緑緑のの保保全全

活活動動をを行行っってていいまますす。。  

ー 11ー ー 12ー



団体名  東久留米の井戸水位を調べる会 

【活動エリア】東久留米市内 

【活動日】井戸水位測定日；毎月月央 (11～20 日のうちの 1 日) 

【代表名】佐藤雄二、042-472-6648 

【問い合わせ先】駒田智久(副代表)、t-komada@jcom.home.ne.jp、090-3048-4719 

【主な活動内容・紹介】 

〇〇活活動動のの目目的的    

・東東久久留留米米のの豊豊かかなな水水環環境境〔〔湧湧水水とと清清流流〕〕をを守守るることが目的です。その先に、心豊かな市民の暮らしと、市外から

の来訪も踏まえた「みんないきいき 活力あふれる 湧水のまち 東久留米」(まちの将来像)を期待しています。 

・市内の清流は、主として市内の、湧水等の地下水の湧出を集めたものです。湧出は豊富な地下水から供給され、

地下水の豊かさは地下水位の高さに表れます。地地下下水水ののモモニニタタリリンンググととししてて井井戸戸水水位位のの継継続続的的なな測測定定がありま

す。私たちは東東久久留留米米のの地地下下水水のの見見守守りり人人です。 

〇〇活活動動のの内内容容  

・月に一度、市内 24 カ所(主として農家さんの井戸)の井戸水位を、４グループに分かれて測定しています。 

・測定は先端にセンサーが付いた巻き尺式の水位計(ミリオン水位計)を井戸 

 の中に投入して行います(写真)。 

・市とボランティア協定を結んでおり、結果の整理を踏まえて月々の測定結 

 果を市に報告します。結果は市の環境年次報告書である「かんきょう東久 

留米」に掲載されます。 

・市民の方々に向けて、水環境に係るテーマでセミナー等を実施しています。 

〇〇活活動動のの成成果果  

・降雨によって井戸水位は変動しますが、その程度が大きい個所・ 

 小さい個所等、井戸によって違いがあります。水位の標高が高い 

 井戸の方が変動も大きい傾向がありますが、必ずしもそうでない 

個所もあります。地下水位の変動の大きい個所は 5ｍ程度です。 

・概ね、水位の等高線は北西から南東に、即ち地下水は南西から北 

東に向かっていると想定されます。 

・図は平成 29 年度の降雨と地下水位の変動を示したものです。 

・測定開始の平成 16 年末から地下水位は大きく変動していませ 

んが、多少の低下傾向も見られます。 

・令和元年度、「環境功労者」として市の表彰を受けました。 

〇〇ここれれかかららののこことと  

・新たに連続的に水位を計測できる機器の設置を考えています。そのデータの取得も含めて会が担う方向です。 

ちちょょここボボララ    

 毎月の測定は、地域ごとに 2 人 1 組で毎月 11～20 日の都合の良い時に、自転車で廻って行っています。一一度度、、

地地下下水水のの見見守守りりにに参参加加ししててみみるるののはは如如何何でですすかか？？各地域の発見や、井戸の持主さんとの会話が弾む時もあります。 

環環境境トトピピッッククスス  

令和 2 年秋には「南沢湧水群のヒミツを探る」と題してセミナー(市民自主企

画講座)を開き、専門家の説明を受けるとともに、日頃立ち入れない南沢浄水所

の中に入り、湧水池の底から噴砂を伴って湧き出る湧水(写真)を皆さんに見てい

ただくことができました。 
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黒黒目目川川はは、、小小平平霊霊園園ににああるる
「「ササイイカカチチ窪窪」」とといいうう湧湧水水
池池かからら流流れれ出出てていいまますす。。清清
流流のの黒黒目目川川とと落落合合川川ははわわがが
町町のの自自慢慢でですす。。

写2：ｱｶﾞｯﾄ池の掃除
柳柳窪窪天天神神社社前前のの湧湧水水群群のの流流れれ
（（東東京京名名湧湧水水5577選選））近近くくのの、、
ああががっっとと池池のの掃掃除除もも行行っってていいまま
すす。。

柳柳窪窪はは、、みみごごととなな屋屋敷敷林林にに
囲囲ままれれたた集集落落でですす。。江江戸戸時時
代代のの武武蔵蔵野野のの面面影影をを残残すす貴貴
重重なな集集落落でですす。。現現在在、、江江戸戸
～～明明治治建建築築のの大大型型民民家家５５
軒軒・・土土蔵蔵がが2200棟棟残残っってていいまま
すす。。

写3：屋敷林の通り

「「柳柳窪窪集集落落」」やや「「顧顧想想園園」」のの
見見学学会会をを定定期期的的ににややっってていいまま
すす。。説説明明員員ととししててのの活活躍躍のの場場
ももあありりまますす。。おお陰陰様様でで、、顧顧想想
園園のの見見学学者者はは22001199年年春春にに１１
万万人人をを超超ええままししたた。。

伝伝統統のの柳柳久久保保小小麦麦やや果果樹樹園園
ののササポポーートト活活動動もも、、屋屋敷敷林林
景景観観のの保保全全のの一一助助ととししてていい
まますす。。郷郷土土料料理理・・柳柳久久保保小小
麦麦ののううどどんんもも打打ちちももししまましし
たた。。

写6：渋沢栄⼀の⽣地

近近くくのの町町やや村村にに出出かかけけ、、そそのの歴歴
史史やや特特色色ななどどをを勉勉強強ししてていいまま
すす。。小小川川町町（（和和紙紙のの里里））、、甘甘草草
屋屋敷敷（（甲甲州州市市））血血洗洗島島（（渋渋沢沢栄栄
一一のの生生地地））ななどどをを訪訪ねねてていいまま
すす。。

景景観観をを保保全全すするるたためめ、、木木やや
竹竹のの間間伐伐をを定定期期的的ににししてていい
まますす。。竹竹のの熊熊手手をを造造っってて落落
葉葉掃掃、、ままたた竹竹細細工工ににもも挑挑戦戦
ししてていいまますす。。黒黒目目川川上上流流もも
明明るるくくななりりままししたた。。

写7：⽵細⼯教室

勉勉強強会会、、講講演演会会、、セセミミナナーー、、
会会報報のの発発行行、、映映像像記記録録保保存存、、
地地下下水水調調査査、、東東久久留留米米市市環環境境
フフェェスステティィババルル出出展展、、そそののほほ
かか課課外外活活動動もも新新年年会会、、忘忘年年
会会、、暑暑気気払払いいななどどとと盛盛んんでで
すす。。

ちょこボラへの参加  現場体験しませんか
会の活動を体験できる、柳窪の古⺠家・柳久保⼩⻨畑・⿊⽬川源流を巡る⾒学会を企画します。 
コロナの収束時期に⾏いますので、 参加ご希望の⽅は、柘植（ツゲ）までご連絡ください。
  e：mail tsuge.aa@triton.ocn.ne.jp  📱📱 090−7637−2989
環境トピックス     ⾃然界のなぞ
⿊⽬川最源流のサイカチ窪に７年ぶりに湧⽔が湧き出て、突然、ドジョウと巻⾙が出現 (２０１５年）
いまだに謎です。７年間もどう⽣き繋いできたのか?   ちょこボラでサイカチ窪の⾒学も組⼊れます。

私私たたちちはは、、黒黒目目川川源源流流域域のの湧湧水水やや柳柳窪窪のの屋屋敷敷林林をを守守りり、、武武蔵蔵野野のの面面影影残残るるのの美美ししいい風風景景ををつつくくりり育育
ててよよううとと集集ままりり、、楽楽ししくく活活動動ををししてていいまますす。。いいっっししょょににややっっててみみまませせんんかか。。

　　　　　　　　　　NNPPOO法法人人  東東久久留留米米のの水水とと景景観観をを守守るる会会

　　■■　　正正会会員員数数：：３３55名名　　色色々々なな活活動動にに取取組組んんででいいまますす。。好好ききなな活活動動ののみみ参参加加ももででききまますす。。

  ■■　　活活動動日日　　　　　　：：定定例例会会  ((  毎毎月月第第一一日日曜曜日日　　午午前前中中））　　　　現現場場ででのの活活動動　　　　随随時時実実施施

  ■■　　代代　　表表　　　　  ：：    武武石石　　百百合合子子（（東東久久留留米米市市南南沢沢））

  ■■　　問問いい合合わわせせ  ：：004422--447722--00334422  会会ののブブロロググhhttttpp::////mmiizzuu--kkeeiikkaann..ccooccoolloogg--ttyy..ccoomm//

  ■■      活活動動エエリリアア    ：：　　東東久久留留米米市市内内（（黒黒目目川川、、柳柳窪窪屋屋敷敷林林ななどど））
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東東久久留留米米  水水辺辺のの生生ききもものの研研究究会会  

【【活活動動エエリリアア】】市市内内をを流流れれるる落落合合川川    

【【活活動動日日】】調調査査  魚魚、、春春とと夏夏  植植物物、、水水草草  ※※22  

【【代代表表名名：：高高橋橋喜喜代代治治    

  事事務務局局：：草草間間ままりり子子  mmiizzuubbeekkeenn2200007700880011@@yyaahhoooo..ccoo..jjpp  

【主な活動内容・紹介】 

２００７年８月に発足した環境系ボランティア団体です。 

会員は 20 代から 70 代まで幅広い層がおります。 

会員は決して多くはありませんが、皆、動植物の保護に興味があり地道に活動しています。 

 

    

   2021.4.25 魚類調査              水草調査 

 

主な活動は市内を流れる湧水の川「落合川」に生きる生き物を調査しています。 

魚類調査は春と夏、水草、昆虫調査は初夏と秋、鳥は初夏と冬と、種類と数を記録しています。 

特に絶滅危惧種に指定されている「ほとけどじょう」についてはその個体の大きさや抱卵状態

も発足以来記録しています。 

また、動植物の生きる環境の維持のため、「落合川清掃ボランティア」さんと協力して毎月第三

日曜日に川の清掃活動やビオトープ整備を行っています。 

 

  ホトケドジョウの稚魚  ハグロトンボのヤゴ 
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【主な活動内容・紹介】

 

 

団体名　イトーヨーカドー東久留米店 

代表名　野村　昭史 電話　042-474-3311

「持続可能な環境のための活動」
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おおちちゃゃわわんんリリササイイククルルのの会会  

東久留米市内 

お問い合わせ  江波洋子  電話 042-473-8815 

 

主な活動内容 

 2011 年東久留米市の「おちゃわんリサイクルの会」は 5 人のメンバーから出発しました。

割れた陶器をゴミに出すのではなく、もう一度使えないかという運動が西東京市で始まりま

した。西東京市は多治見市の窯元と消費者団体と話し合い、窯元に送ることが実現できまし

た。陶器を壊して再生することは産地にとっても珍しいことではなくいろいろな原料の中の

一つとして、自然に使用されています。 

現地多治見市では、粉砕された陶器は 

食器に再生されるほか、余れば耐火性 

のセメントにも使用されます。リサイ 

クルされた製品がまたリサイクルされ 

ても問題なく、むしろ製品として強く 

なり焼成温度が低くて済むメリットが 

あります。(温室ガス排出 33%減量) 

学校給食の強化 食器も作っています。 

 

            製製造造工工程程  

① 原料調合・・・珪石、カリオン、長石、粘土を使用 

② 粉砕・調合・・・トロメロを使用して粉砕・調合 

        （ここで私たちが出した食器類を投入） 

③ 撹拌（泥）・・・撹拌して泥状態にする 

④ 搾土・・・・・フィルタープレスで脱水 

⑤ 土練-・・・・粘土中の空気を抜き。成形に適した柔 

       らかさに練る 

 

  

送送らられれてて困困るるもものの  

土鍋   底にガラスが入っているため 

花瓶   ガラスが混入しているものが多い 

素焼き  釉薬がないと土が不純物を吸ってしまう 

＊もしこれらの物が混入していると職員が取り除かねばなりません 

 

【主な活動内容・紹介】

 

 

団体名　イトーヨーカドー東久留米店 

代表名　野村　昭史 電話　042-474-3311

「持続可能な環境のための活動」
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団体名  環境美化推進員連絡会 

 

【活動エリア】  市内全域 

【活動日】年に２回（春、秋）環境美化マナーアップキャンペーンを駅周辺、滝山地区にて啓発活動

（路上呼びかけと清掃活動）、地域での清掃活動（団体、個人として） 

【代表名・問い合わせ先】座長 上田 和俊 e-mail:wapapasann@nifty.com 

【主な活動内容・紹介 】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

① ちょこボラ  

春と秋のマナーアップキャンペーンにお気軽にご参加お待ちしております。 

詳細は市の広報にてご確認をお願いいたします。 

② 環境トピックス 

次期の環境美化推進員の募集を行いますので、美化活動に関心をお持ちの方は申し込みをお願いいたします。 

詳細は市の広報にて確認をお願いいたします。（７月１日号） 

 

 

 

 

令和２年度の清掃活動は新型コロナウイルスの影響で、

推進員のみで行いました。 
会議は２～３か月に１回程度開催しています。 
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団体名  社社会会福福祉祉法法人人  椎椎のの木木会会  第第二二どどんんぐぐりりのの家家 

 

【活動エリア】  東東久久留留米米市市内内おおよよびび近近隣隣自自治治体体 

【活動日】    月月曜曜日日～～金金曜曜日日（（祝祝祭祭日日ををののぞぞくく平平日日））  

【代表名・問い合わせ先】電電話話 004422--447799--11225511 

 

【主な活動内容・紹介】 

  「「第第二二どどんんぐぐりりのの家家」」がが小小金金井井街街道道沿沿いい、、前前沢沢十十字字路路交交差差点点ちちかかくく、、前前田田病病院院ささんんのの真真向向いいのの八八幡幡町町にに引引っっ越越しし

ををししてて一一年年ちちかかくくがが経経ちちままししたた。。リリササイイククルルシショョッッププはは多多少少手手狭狭ににななりりままししたたがが、、明明るるくくききれれいいにに陳陳列列・・装装飾飾さされれ

たた店店内内ははおお客客様様かかららももごご好好評評ををいいたただだいいてておおりりまますす。。  

  環環境境対対策策のの基基本本ととさされれててききたた「「リリユユーースス」」「「リリササイイククルル」」「「リリデデュューースス」」のの 33 つつののううちち、、就就労労継継続続支支援援 BB 型型のの福福

祉祉作作業業所所ででああるる私私たたちち「「第第二二どどんんぐぐりりのの家家」」でではは、、資資源源物物（（アアルルミミ缶缶・・牛牛乳乳パパッックク・・古古布布・・段段ボボーールル・・新新聞聞・・雑雑誌誌・・

書書籍籍・・雑雑紙紙ななどど））ややババザザーー品品（（衣衣類類・・雑雑貨貨・・食食器器・・かかばばんん・・靴靴ななどど））のの回回収収をを通通じじてて、、「「リリユユーースス」」「「リリササイイククルル」」

のの部部分分にに深深くく関関わわららせせてていいたただだいいてておおりりまますす。。  

  ここのの場場ををおお借借りりししてて、、資資源源物物おおよよびびババザザーー品品ををごご提提供供いいたただだいいてておおりりまますす東東久久留留米米市市民民ののみみななささまま、、近近隣隣自自治治体体

住住民民ののみみななささままにに、、心心よよりり感感謝謝申申しし上上げげまますすととととももにに、、今今後後ととももよよろろししくくおお願願いい申申しし上上るる次次第第でですす。。  

  「「第第二二どどんんぐぐりりのの家家」」がが利利用用者者ささんんととととももにに行行っってていいるる作作業業ととししてて、、上上記記にに加加ええ、、東東久久留留米米市市内内のの公公園園トトイイレレ清清

掃掃作作業業ががあありりまますす。。市市民民ののみみななささままにに心心地地よよくくトトイイレレををごご利利用用いいたただだくくたためめにに、、誠誠心心誠誠意意、、作作業業ににああたたららせせてていいたた

だだいいてていいまますす。。  

  近近隣隣ののみみななささままはは、、リリニニュューーアアルルさされれたた「「リリササイイククルルシショョッッププどどんんぐぐりり」」をを、、ぜぜひひののぞぞいいててみみててくくだだささいい。。  

  新新型型ココロロナナウウィィルルスス禍禍のの厳厳ししいい状状況況ははももううししばばららくく続続ききそそううでですすがが、、ここれれかかららもも職職員員・・メメンンババーーささんん・・ボボラランンテテ

ィィアアささんんががととももにに力力をを合合わわせせ、、楽楽ししくく、、頑頑張張っっててままいいりりまますすののでで、、よよろろししくくおお願願いいいいたたししまますす。。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「リリササイイククルルシショョッッププどどんんぐぐりり」」店店内内ののよよううすす  
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団体名   新日本婦人の会（略称 新婦人） 東久留米支部 

【活動エリア】東久留米市内全域 

【活動日】常時・不定期 

【代表名・問い合わせ先（電話・メールアドレスなど）】 

  支部長 永山房子   電話・FAX 042-474-8024  hkrm-shinfujin@knd.biglobe.ne.jp 

【主な活動内容・紹介】  

私たち新婦人は平和とジェンダー平等へ、女性の願いで行動する女性団体です。1962 年

に平塚らいてう、いわさきちひろらの呼びかけで創立しました。2003 年国連ＮＧＯに認証

されました。「新婦人しんぶん」週刊を発行し、学び合い、楽しいサークル活動にも取り組ん

でいます。そして環境問題も大きなテーマの一つとして取り組んでいます。 

ＳＤＧｓタペストリーを掲げて 
2020 年 10 月からＳＤＧｓの一つひとつの目標を会員みんなで学

び、生活に活かしていきたいと「タペストリーづくり」に取り組みまし

た。2021 年 1 月に完成し、今、全班で回覧し理解を深めています。 

これまでにも、「ごみの減量」「節電」「自然エネルギ—への切り替え」

など工夫して実践して来ました。 
  

ダダンンボボーールルココンンポポスストトづづくくりり              会会員員のの取取りり組組みみかからら  

段ボールの底をガムテープでしっか 

り止める。持ち手の穴もテープで 

ふさぐ。（虫の侵入を防ぐ） 

 

 

布で袋を作り（男性用Ｔシャツの襟と 

袖を切り落として縫うとよい）中に 

敷く。（段ボール下にたまった土を 

掘り起こしやすい。） 

 

基材となるピートモス（１４ℓ）・ 

くん炭（10ℓ）・米ぬか（1 ㎏）を 

入れてよくかき混ぜる。 

 

 

水または湯冷ましを少しずつ入れて混 

ぜ込む。手で握って、ちょうどよい固 

さにして完成！ 

 

家庭で出る野菜くず、だし殻、小魚、 

油脂などを細かく切って基材によく混ぜ 

こむ。毎日かき混ぜることで微生物の活 

動が活発になり分解が早まる。 

※布袋をかぶせておくと、虫の侵入を 

防ぐことができる。 

 一昨年より生協
を通して、自然エ
ネルギーの電気に
切り替えた。 

 生ごみは新聞紙

の上で乾かしてか

ら、燃えるごみに

出している。 

 新婦人の春・秋
のバザーで古着な
どの不用品を交換
している。 

 茶殻やコーヒー
糟を乾かして、土に
混ぜて庭に巻いて
いる。 

 みつろうラップ
を作って、毎日使っ
ている。サランラッ
プの使用量が減っ
た。 

生ごみは土作りに
生かし、ガーデニング
に利用している。ごみ
の量が半分に減った。

 出かける時はい

つもマイボトルを

持参している。 

市市民民自自主主企企画画講講座座  
「「ププララスステティィッッククごごみみとと環環境境」」  

今秋に講師を招いて、市民のみなさんといっし

ょに学習する計画を立てています。（昨年は延期

から中止に。今年はぜひ実現したいです。） 

 保存容器は蓋付

きのもので、陶器

やガラス製のもの

を使っている。 
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●家計にやさしい 

●環境にやさしい 

●生活にかかせない 

東京都水道局立川給水管理事務所 

【活動エリア】・【活動日】 

【問い合わせ先（電話 042-548-5461）】 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

水水道道水水のの魅魅力力ををごご紹紹介介ししまますす！！ 

● 

川や湖などの汚れは、家庭から出る排水が大きな原因となっています。 
一人一人が家庭から汚れた水を流さないための工夫をすることが、川や 
湖をきれいにして、安全でおいしい水をつくることにつながるのです。 

家家庭庭ででででききるる一一工工夫夫  
●生ごみ受に水切り袋をつける。 
●鍋や皿の汚れはキッチンペーパーなどで拭き取ってから洗う。 
●天ぷら油などを排水口に流さない。 
●洗剤は必要な量だけ計って使う。必要以上に使わない。 

水道施設の整備や塩素消毒の普及によって、

感染症が減少しました。水道水は、皆さんの

衛生的なくらしも守っているのです。   

地球には、14 億㎦の水があると言われていますが、そのうち約 97.5%は、

海水等で、淡水(真水)は約 2.5％です。そして、この淡水の多くが北極や 

南極の氷です。 

私たちが身近に利用できる水は地球上の水の僅か 0.01％にすぎません。 

私たちが日常使用している水は、限りある貴重な資源なのです。 

そんな水を大切に使っていくために、私たちはなにができるでしょうか。 

川や湖を汚さないための工夫 

東京の水道水は、軟水なので、ごはんやだしとの相性もぴったり！お料理、お風呂やシャワー、お洗濯など、

いつでも十分に使えます。水道水でこまめに手洗い。感染症予防に効果的です。 

 

水道水でこまめに手洗いをして、

感染症を予防しましょう！ 
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団体名 東久留米市環境安全部ごみ対策課 

【問い合わせ先】 

電話 042-473-2117 

【主な活動内容・紹介】 

　ごみ対策課では、食品ロスを減らす対策として市民まつりや環境フェスティバル等で、家庭で余っ

ている缶詰やレトルト食品などを集め、 フードバンクなどへ寄付するフードドライブをおこなってい

ます。 

　現在は、フードドライブを実施できていませんが、市民まつり等が開催される場合は、ぜひ皆様の

ご協力をお願いいたします。 

※東京都でもさまざまな環境対策・取り組みを行っています。その一部を紹介します。

詳しくは東京都のホームページ「東京都環境局」をご覧ください。

楽しく学べるドリルに挑戦！

動画で学んで「エコはかせ」になろう 

地球環境や社会の問題になっている「食品ロス」と「使い捨てプラスチック」。

その量を減らすために、みんなが今できることって何だろう？

動画の途中で出題されるドリルに答えて、「エコはかせ」を目指そう！

「食品ロス」とは、食べ残しや賞味期限切れなどで、

食べものがたくさん捨てられてしまうこと。

どうしたらそれを減らせるのか、考えてみよう。

レジ袋や容器包装などの「使い捨てプラスチック」が

川や海を汚しています。 環境を守るために、

私たちにできることは何だろう？

「食品ロスをへらそう」
食べものがこんなに捨てられてるの？

「使い捨てプラスチックをへらそう」
プラスチックが地球を汚してる？

一時間目
いち　    じ　　かん　　め

二時間目
   に 　    じ　　かん　　め

  小学校高学年向け動画
「かんきょう学習の時間」

食べものとプラスチックの
いろんな問題、解けるかな？

地球を
困らせる

ち きゅう

ち きゅう
しょう がっ こう こう がく

がく しゅう じ かん

がねん む どう

どう が まな

かん

どう が と ちゅう しゅつ だい こた め ざ

きょう

こま

しゃ

りょう へ いま なん

かい もん だい しょく ひん

しょく つか す

た す ち きゅう よご

ひん

しょく

た かわ うみ よご かんきょう まもす

へ かんが わたし なん

ひん た のこ しょう

たの まな

どう が

ちょう せん

み き ぎ ぶくろ よう き ほうそう つか すげん

つか す

た

も　ん だ　い と
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団体名  東久留米市市民環境会議 エコなくらしグループ   

 

【活動エリア】  市役所会議室 

【活動日】    毎月一回 2 時間 不定期 

【代表名・問い合わせ先】 市民環境会議委員（公募 任期 8 月 1 日～翌々年 7 月 31 日）  

             グループ長・若原 小都美 

「レジ袋有料化」 

 東久留米市も平成 29 年（2017 年）10 月からごみの「指定収集袋」での回収が始まりました。

それまでに、多くのスーパーマーケットでは、プラスチック製のレジ袋の無料配布を止め有料にした

り、ポイントを付与しました。国は昨年（2020 年）7 月から店舗でのレジ袋有料化を義務付けま

した。 

 

 義務化の前に、有料になるレジ袋の値段についての市民意識調査アンケートを市主催のイベント

「くらしフェスタ・くるめ」で実施し、280 名の市民の方にご協力頂きました。 

       ＜＜アアンンケケーートト  結結果果＞＞  

 ①まず、21 歳以上から 10０歳までのどの年代の方も、 

  当時 8 か月後の国のレジ袋有料化の方針を 9 割の方がご存知でした。 

 ②次にレジ袋の値段について（プラスチック削減のために）いくらが望ましいかの質問では、 

  どどのの年年代代もも 1100 円円ががいいちちばばんん多多くく、次に多かったのは 41 歳から 60 歳の方は 100 円、61 

  歳から１００歳の方は 5 円という回答でした。 

 集集計計結結果果かからら、、レレジジ袋袋削削減減ののたためめににはは、、少少しし高高めめのの値値段段のの方方がが効効果果ががああるるとといいええるるででししょょうう。。  

 ちなみに私は、ママイイババッッググのの中中にに市市のの「「指指定定収収集集袋袋」」をを入入れれ、、ロール巻きのポリ袋は使いません。

 

「海洋プラスチックごみ問題」 

 レジ袋の原料のプラスチックが川から海へ運ばれて海洋プラスチックごみとなり漂流し続け、海の

生き物たちに誤食や絡まりなどの被害を与え、海岸に漂着したたくさんのプラスチックは景観を汚し

ています。これらの深刻な事態について「2019 年 G２０大阪サミット」にて討議され、22005500 年年

までにプラごみ流出ゼロを目指すことが表明されました。 

 

「「私私たたちちににででききるるこことと」」  

私たちの身の回りを見直してみましょう。たくさんのプラスチックに囲まれて生活していませんか。

  家家のの中中のの「「ププララススチチッックク度度チチェェッックク」」  

 キッチン     まな板、食器用洗剤容器、食器洗いスポンジ、乾物の包装材、保存容器等 

 バスルーム・洗面所 洗面器、シャンプー類ボトル、浴槽、蓋、化粧用品、ブラシ類、洗濯干し等

 トイレ      掃除用品、タオル掛け、消臭剤、スリッパ等  

 リビングルーム  家電製品、家具、クッション材、カーペット、筆記用具、おもちゃ等 

 何とたくさんのプラスチックを使っているのでしょう。 

  私私はは買買いい替替ええ時時にに「「ププララススチチッッククででははななくく、、替替わわりりにに環環境境にに配配慮慮ししたた物物、、天天然然素素材材のの物物をを探探ししまますす」」

 「あなたはこのままの生活を続けますか。」 「少し生活を変えてみませんか。」 
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団体名  東多摩再資源化事業協同組合 

 

【活動エリア】 東久留米市全域 

【活動日】 通年 

【代表名・問い合わせ先】〒東村山市久米川町 1-16-18 TEL：042-395-9788  

E-mail：saishikyo＠h-recycle.or.jp  http://www.h-recycle.or.jp 

【主な活動内容・紹介】  

当組合は、東久留米市、東村山市、小平市、西東京市、清瀬市、東大和市の 6 市を事業範囲とし、再生資源物（古

紙・古布・金属類・ビン・カン等）を回収、再資源化する事業者の組合です。各市より委託を受け、資源物の回収及

びヤード受け入れ、リサイクルセンターでの選別作業を行っています。 

また、市民の皆様に対しては、古紙、古布をはじめとする資源物の分別や回収に関する相談受付、集団回収の窓口

業務を行っております。 

詳しくは、組合ホームページをご覧下さい。（http://www.h-recycle.or.jp） 
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放射能から子どもを守る会＠東久留米 

【活動エリア】  東久留米市内全域 

【活動日】    不定期 

【代表名・問い合わせ先】 090-4649-9155（松井） 

＜＜私私たたちちのの活活動動＞＞  

2011 年の原発事故を受けて、幼い命を守るにはどうしたら良いのだろう？という緊迫した思いから、 

子どもをもつ親が中心となって 2011 年 8 月に発足しました。 

「生活の身近なところから、エネルギー、放射能汚染、食の問題を見つけて考えていくこと」 

そのための「可能な限り客観的なデータ・裏付けを求めること」をモットーに活動を続けてきました。 

コロナ禍においては、集まってのミーティングはできませんが、ラインを使ってお互いに気になるニュースを発信、共有し、 

意見交換をしています。 

＜＜ここれれままででのの主主なな活活動動＞＞  

★市役所が貸与する放射能測定器で市内の空間放射線量（シーベルト）を継続測定 

★ホットスポットファインダー（GPS 機能との連動型空間線量率自動記録システム）で市内全域を測定 

★市内の土壌・薪ストーブ灰・農産物等の放射能濃度（ベクレル）を継続測定 

★市議会に 4 つの請願を提出（2011 年 12 月） 

★「こどもみらい測定所」代表・石丸偉丈氏の講演会を開催（2016 年 9 月） 

★東久留米環境フェスティバルに参加 

★東久留米放射能アンケート（150 人より回答）電力会社についてのアンケート（130 人より回答）を実施 

＜＜測測定定結結果果とと経経年年変変化化＞＞  

＜＜私私たたちちがが今今思思いい、、考考ええるるこことと＞＞  

震災後 10 年が経過した現在でも、福島県内では野生のイノシシから高濃度の放射性物質が検出され、駆除できないなど、

原発事故による影響は終わっていないと感じています。 

とはいえ、市内の土壌測定検査、農産物測定検査、水道局が発表している下水処理

における放射能濃度の測定値も下がってきていることは確かです。人体に危険を及ぼ

す数値でないことは客観的数値からも読み解けますが、汚染水の処理方法も決定して

いない今、原発事故の残した負の遺産は大きいです。また、今後も続く廃炉への道、

原発とその政策の行方を注視し、知識をアップデートすべきと思います。私たちも現実

に真摯に向き合いながら、今後も活動を続けていきたいと考えています。 

 

   

これまでに土壌 48 検体、農作物 18 検体、その他（木の灰、落ち葉など）14 検体の合計 80 検体を測定

しました。東久留米産のゆず、梅、薪ストーブの灰は経年変化も調査しました。 
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（別紙４） 

柳柳泉泉園園組組合合  

【【活活動動エエリリアア】】東東京京都都東東久久留留米米市市下下里里四四丁丁目目３３番番１１００号号  

【【活活動動日日】】毎毎日日  

【【代代表表名名・・問問いい合合わわせせ先先】】総総務務課課長長  米米持持  譲譲  004422--447700--11554455（（総総務務課課直直通通））

【主な活動内容・紹介】 

柳柳泉泉園園組組合合ととはは  

柳泉園組合は、東久留米市、清瀬市及び西東京市の一般 

ごみの中間処理を行っている清掃工場です。 

柳泉園組合では、様々なごみやし尿などを、環境に配慮 

しながら処理しています。 

柳泉園組合に運ばれたごみは全て再利用されています。 

例えば、燃やせるごみは、焼却して灰にした後に、最終 

処分場に運んでエコセメントとして活用されます。燃やせ 

ないごみは、燃やせる部分と分けた後に別の工場に運ばれ、 

燃料ガスになります。びん、かん、ペットボトルはリサイ 

クルされ再生品へと生まれ変わります。

爆爆発発事事故故等等がが増増ええててききてていいまますす！！  

近年、減少傾向にあった爆発事故が、令和２年度に３件 

発生しました。これらの爆発事故は、中身の残っているス 

プレー缶等の危険物が燃やせないごみの中に混入している 

ことが原因と思われます。 

柳泉園組合でも、火災事故の原因となるリチウムイオン 

電池等の小型充電式電池も含めて手選別等で事故の原因と 

なる危険物を事前に取り除いていますが、分別が不十分な 

場合には選別処理が追い付かず、作業員の負傷や機械の故 

障が発生し、ごみ処理が滞ってしまいます。 

分分別別ににごご協協力力ををおお願願いいししまますす！！  

こうした爆発事故等を未然に防ぐために、ご家庭で使用 

した小型充電式電池は、使用機器から取り外し絶縁した上 

でお近くのリサイクル協力店に設置されている回収箱(※) 

にお持ちください。また、スプレー缶等の危険物は、有害 

ごみとして、透明又は半透明の袋に入れて、毎週水曜日の 

午前８時半までに出してください。 

清瀬市 

東久留米市★

西東京市

柳泉園組合は、東久 
留米市下里にあって、 
３市から出るごみを 
処理しているんだよ。 

詳しくは、東久留米市 
で作成している左の冊子 
（分別方法などがまとめ
られています。）で確認 

してね。

令和２年１０月２９日の爆発事故の様子 

H28 H29 H30 R1 R2
件数 4 1 0 0 3

0
1
2
3
4
5

爆発事故の件数の推移（H28〜R2）

※小型充電式電池の回収箱は、

主に電気店やスーパーに設置

されています。 
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肺は体の中に酸素を取り入れる大切な臓器です 

そうすると階段を昇ったり動いたりするのがつらくなってつらくなってつらくなって 

たばこの煙は時間をかけてじわじわとじわじわとじわじわと 

本当にひどくなると苦しくて動けなくなります 

その大切な肺も年を取ると少しずつ弱くなっていきます 

もしも肺が長い間たばこの煙にいじめられていたら・・・・・・ 

そうならないために・・・・敵（COPD）について調べてみよう 
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/about/index.html 

そうならないために・・・・たばこは喫わない 
たばこを喫っている人が必ず COPD になるわけではないのですが 

たばこを喫っている多くの人が危ないのです 

年を取ってくるとすごく弱くなります 

肺を溶かしていきます 

 

知っていますか？  じぶんの肺年齢 

そんなたばこ病が COPD です 

自分の肺は思ったより若い！ 思ったより弱って年寄り？ 

東東久久留留米米市市医医師師会会  

残念ながら現在はコロナウイルスのため、 

環境フェスティバルでの肺機能検査は行えなくなってしまいました 

しようがないので自分の症状や生活歴から肺年齢を考えてみましょう 

実年齢より若そうな人・・・たばこを喫ったことがなく動いて息切れしない人 

肺年齢が少し心配な人・・・たばこを喫っていたが動いて息切れしない人 

肺年齢が大分心配な人・・・たばこを喫っていた（る）し息切れを感じる人 

肺年齢を若く保つ秘訣はたばこを喫わないことです 

それは肺機能検査でわかりますが 

【【代代表表名名・・問問いい合合わわせせ先先】】東東久久留留米米市市医医師師会会会会長長  熊熊野野  雄雄一一  004422--447733--55666611  
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団体名  東久留米市建設業協会 

【活動エリア】  

【活動日】 

【代表名・建設業協会 会長 島崎修一 問い合わせ先・042-471-0736 長岡辰哉 

【主な活動内容・紹介】  

落落合合川川草草刈刈集集草草状状況況  ののここぎぎりり体体験験（（例例年年環環境境フフェェスス内内））  市市内内学学校校芝芝生生管管理理状状況況  

建建設設業業協協会会活活動動掲掲示示状状況況（（例例年年環環境境フフェェスス内内））  いいここいいのの水水辺辺樹樹木木剪剪定定状状況況  例例年年環環境境フフェェススにに参参加加ししてていいるる造造園園メメンンババーー  

浸浸透透桝桝設設置置・・雨雨水水をを地地下下へへ浸浸透透ささせせるる工工事事写写真真でですす。。  
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東久留米市コミュニティサイト運営委員会 

くるくるチャンネル 

【代代表表者者名名・・問問いい合合わわせせ先先】委員長樋口直樹 事務局 ｋuru-chan@jcom.zaq.ne.jp 

【主主なな活活動動内内容容】東久留米市内のイベントや市民活動の情報発信 

 ・「くるくるチャンネル」って何をしているの？ 

 東東久久留留米米市市内内ののイイベベンントトやや市市民民団団体体ややササーーククルルのの情情報報をを発発信信すするる、、情情報報ポポーータタルルササイイトトでですす。。

１１４４年年前前にに発発足足ししままししたた。。  

 ・どんな情報がのっているの？ 

 ままちちづづくくりり・・自自治治会会、、子子どどもも・・子子育育てて、、福福祉祉・・高高齢齢者者・・健健康康、、祭祭りり・・ママーーケケッットト、、芸芸術術・・文文化化・・

趣趣味味、、ススポポーーツツ、、農農業業・・商商業業・・環環境境、、くくららしし・・国国際際交交流流ななどど、、多多種種多多様様なな情情報報がが盛盛りりだだくくささんんでで

すす。。  

今今年年のの４４月月２２５５日日現現在在４４２２５５のの団団体体がが登登録録ししてていいまますす。。文文化化協協会会やや体体育育協協会会にに加加盟盟すするる主主なな団団

体体のの様様子子ももわわかかりりまますすしし、、当当委委員員会会やや市市民民レレポポーータターーかかららももオオリリジジナナルルなな市市内内情情報報をを発発信信ししてていい

まますす。。  

  ここのの環環境境フフェェスステティィババルルにに参参加加ししてていいるる団団体体ののううちち、、１１３３がが登登録録さされれてていいまますす。。  

・なんで「くるくるチャンネル」って名付けたの？ 

 東東久久留留米米のの地地名名のの「「くくるる」」ににちちななみみ、、  

テテレレビビののチチャャンンネネルルののよよううにに、、たたくくささ  

んんののチチャャンンネネルルををももちちたたいい、、そそんんなな思思  

いいかかららでですす。。  

・この４月からリニューアルした 

って聞きましたが！ 

 そそううでですす。。わわかかりりややすすくく、、見見ややすすくく、、  

記記事事をを掲掲載載ししややすすくく、、動動画画もも掲掲載載でできき  

るるよよううににししままししたた。。フフェェイイススブブッッククややイインンススタタググララムムのの記記事事ととリリンンククささせせるるここととがが可可能能でですす。。  

  市市役役所所ののほほかかにに、、市市内内とと近近隣隣のの公公的的施施設設ののホホーームムペペーージジににももリリンンククすするるよよううににししままししたた。。  

・どの位、アクセスされているの？ 

 毎毎月月、、少少ななくくとともも 88000000 かからら 11 万万ののアアククセセススががあありりまますす。。例例年年、、11 月月第第二二土土曜曜にに開開催催さされれてていい

るる「「開開運運！！東東久久留留米米七七福福神神めめぐぐりり」」のの指指定定ササイイトトににななっってていいまますすののでで、、ここのの時時期期ににはは 11 日日にに１１００

００００ををここええるる市市内内外外かかららののアアククセセススをを数数ええまますす。。  

【【市市民民レレポポーータターー募募集集中中】】市市民民のの方方でで、、情情報報をを発発信信ししてていいたただだくくレレポポーータターーをを募募集集ししてていいまますす。。

詳詳ししくくはは当当ササイイトトををごご覧覧くくだだささいい。。  
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東久留米市立小山小学校 

【代代表表者者名名・・問問いい合合わわせせ先先】校長岡田博史 ０４２—４７４－１６９１ 

【主主なな活活動動内内容容】  こやマップをつくり、発信する 

 本校では４年生が１学期の「総合的な学習の時間」に、こやマップを作成しています。こ

やマップとは、小山小学校区を中心とした地域の諸事象から、児童自らがテーマを設定し

て調査し、分析・考察してまとめた地図です。４年前の児童がこやマップと名付けました。 

校区内を黒目川が東西に流れ武蔵野の雑木林も残ることから、テーマは虫や鳥など自然

環境に関したものが多数を占めています。そのほかに、３年社会科の学習内容と関連して

公園、マンホール、電柱、カーブミラー、ポストなどのインフラ、さらには歴史や農作物と

多様です。 

 ４年生以外の学年でも夏休みに自由研究で取り組む児童が増えており、この活動が学校

全体に浸透しています。 

 右の作品は、令和２年度の４

年が作成しました。小山地区に

多い坂道はどこが急か、ボール

を５ｍころがして計測した、オ

リジナルなものです。左下の写真

は、測定した坂道です。 

 そのほかに、遠く離れた祖父

母にコロナ禍で会えず手紙で交

流していた思いを込めて、郵便ポストの所在と回収時刻を解明した作品や、道端に捨てら

れたマスクなどを観察したものなど、令和２年度はユニークな作品が目を引きました。 

 作品は旭川市を拠点に開催されている、私たちの身のまわりの環境地図作品展という国際的なコ

ンクールに全員で応募してきました。上記の「東久留米市まるみえ大発見」は旭川市教育長賞をい

ただきました。 
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ボーイスカウトとは、イギリスを発祥とする世
界的な青少年運動のことです。野外活動など
を通して、社会で活躍する人を育てることを
目的とし、小学１年生から大学生まで活動し
ています。日本では１０万人、世界では４００
０万人以上が活動しています。

ﾋﾋﾞ゙ｰーﾊﾊﾞ゙ｰーｽｽｶｶｳｳﾄﾄ

小小学学１１・・２２

ｶｶﾌﾌﾞ゙ｽｽｶｶｳｳﾄﾄ

小小学学３３～～５５

ﾎﾎﾞ゙ｰーｲｲｽｽｶｶｳｳﾄﾄ
小小学学６６～～中中３３

ﾍﾍﾞ゙ﾝﾝﾁﾁｬｬｰーｽｽｶｶｳｳﾄﾄ

高高校校生生

ﾛﾛｰーﾊﾊﾞ゙ｰーｽｽｶｶｳｳﾄﾄ

1188歳歳～～2255歳歳

📩📩 a.goh@docomo.ne.jp
📲📲 090‐1814‐3377（呉）

お問合せはこちらへ

ススカカウウトト・・指指導導者者募募集集

http://higashikurume1.pupu.jp/

スカウト対象者 小学１年生から（男・女）

活動場所 （団舎）多聞寺

年間プログラムに基づき、健康安全・技能・野外活

動・社会生活等をテーマとした活動をしています。

詳しくはホームページをご覧ください

主な活動

春 ボーイスカウト北多摩地区ラリー

ハイキング

野外料理

夏 そうめん流し（一般の親子も参加できます）

キャンプ

秋 ハイキング

社会科見学

オーバーナイトハイク

市内清掃（スカウトデー）

冬 パインウッドカー作り・パインウッドダービー

もちつき （一般の親子も参加できます）

うどん作り（一般の親子も参加できます）

子どもが成長するための教育システムが整備されて

おり、さまざまな活動を通じて、研修を受けた指導者

が子どもの育成を支援しています。幼児期から青年

期にわたる各年齢層に適応するよう、年齢に応じた

部門があります。

公益財団法人日本ボーイスカウト連盟

ボーイスカウト東久留米第１団

キャンプの朝のセレモニー ハイキング 野外料理

そうめん流し 川遊び 市内清掃 パインウッドダービー

指導者対象者 大学生以上（男・女）

未経験者歓迎

ななろろうう。。一一人人前前にに。。ななれれるる。。一一人人前前にに

ボーイスカウト東久留⽶第１団
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第３９回 東久留米市環境ポスターコンクール 

市長賞・実行委員長賞・フェスティバル賞・優秀賞 入賞作品 

市市  長長  賞賞  

 

東東中中学学校校２２年年  国国分分悠悠人人  

環環境境フフェェスステティィババルル実実行行委委員員長長賞賞  

 

第第五五小小学学校校６６年年  井井宮宮愛愛香香  

 

第第五五小小学学校校４４年年  菊菊池池優優那那  

 

第第五五小小学学校校６６年年  関関ああゆゆめめ 第第五五小小学学校校６６年年  中中村村空空蒼蒼  

令和２年度に募集しました、第３９回環境ポスターコンクール 

には、小・中学生から５８作品の応募がありました。 

その中で市長賞１点、環境フェスティバル実行委員長賞１点、 

環境フェスティバル賞８点、優秀賞６点の計１６点が入賞作品と 

して選ばれましたので紹介します。 

環環境境フフェェスステティィババルル賞賞
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環環境境フフェェスステティィババルル賞賞（（続続きき））  

優優  秀秀  賞賞  

 

東東中中学学校校２２年年  武武田田オオダダイイママ沙沙春春  

 

東東中中学学校校３３年年  郡郡司司知知佳佳  

 

川川ククララブブ  江江口口愛愛美美  

川川ククララブブ  水水津津結結晴晴  
 

川川ククララブブ  加加藤藤伊伊織織  川川ククララブブ  剣剣持持未未来来  

川川ククララブブ  加加藤藤伊伊純純  川川ククララブブ  島島田田篤篤志志  

第第五五小小学学校校４４年年  峰峰岸岸叶叶名名  

 

第第五五小小学学校校２２年年  菊菊池池愛愛未未  

 

第第三三小小学学校校３３年年  佐佐藤藤香香澄澄里里  

所属の学校・学年は現在の所属。「川クラブ」
は「東久留米・川クラブ」の略称。敬称略 
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～～募募集集はは 1100月月のの広広報報紙紙ででごご案案内内・・活活動動開開始始はは 1111月月かからら～～  

 
環境フェスティバルの来場者は、２０１５年から若い年代が大幅に増え、年代層の幅が広がっています。 

その要因は、手づくり体験ひろば、川下り、小学校の参加、参加団体の分かり易いパネル展示など、体験参加型と 

なり、活気あるイベントとなってきたことです。 

さらに、湧水・清流の豊かな東久留米の環境を守る活動を市民に広げるため、面白いイベント作りにご参加ください。 

 

  

チチララシシ・・ポポススタターーののデデザザイインンもも、、２２００１１４４年年（（第第１１８８回回））以以降降、、自自由由学学園園のの若若いい生生徒徒ささんん達達がが制制作作ししててくくれれてていいまますす。。  

                     

 

 

 

 

 

 

 

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450

２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年

環境フェスティバル来場者の年代層推移（人）

来場者の年齢層の変化子供～２０代

来場者の年齢層の変化 ３０代～５０代

来場者の年齢層の変化 ６０代～８０代

   

   

注) 

２０１９年はデータ不備  ・

２０２０年はコロナ禍で開催

中止のため、グラフ記載で

きません。 
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★QR コード                    
         

 

              
        

★検索エンジン 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※掲載期間は令和 3 年 9 月 1 日（水）正午までの予定です。 

  ★市ホームページのトップページ内「トピックス」からも見られます。 

★市ホームページＵＲＬ 
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kankyo/shizen/1017637/index.html 

 

☆そのほか「くるくるチャンネル」でも一部の参加団体の情報を 
見ることができます。    https://www.kurukuru-ch.com/ 
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第２５回東久留米市環境フェスティバル 検索 

 
〈 〉、ブックレット）のページにアクセスする方法

QR コード、検索エンジンでアクセスする

と、次のような市ホームページ画面が表示

されます。 

その後、赤枠内のどちらかを選択すると動

画、ブックレットの内容が見られます。 

トピックス 


