
 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                          

                                         

似ているが緑色をしているので新種アオ
マツムシとして発表されました。そのこ
ろから急に繁殖を始め東京の至る所で声
が聞こえるようになり、次第に各地に拡
がっていき、東北南部から九州までに生
息しています。 

 庭の植木鉢を動かすと湿った暗い場所
に集まっているダンゴムシが見つかりま
す。ダンゴムシは、昆虫の仲間ではあり
ません。手でつかもうとすると丸くダン
ゴのようになるのでこの名が付いたので
しょう。意外に思うかもしれませんが甲
殻類なのでエビやカニの仲間です。食べ
物は落ち葉です。 

ダンゴムシは、とても子供に人気があ
るようです。ダンゴムシに関する本を図
書館で検索してもらったところ、３０冊
も有ったのには驚きました。近くの大松
台小学校にもダンゴムシ研究会があると
聞きました。ぜひ研究結果を聞きたいも
のです。 

 公園や庭で見られるむしは、ここで紹
介したよりもはるかに沢山います。しか
し最近は数が少なくてあまり目に付きま
せん。アゲハチョウ、キチョウ、モンシ
ロチョウなどはいるのですが他の虫はほ
とんど見られません。早朝に散歩してい
ると以前には雑木林に沢山いたコクワガ 

タやカブトムシ 

が道路に落ちて 

いることがあり 

ます。虫の世界 

も昔とはかなり 

変わりました。 

 
 
 
執筆者の紹介 
篠永 哲(しのながさとし)  医学博士、   
虫研究の権威で虫捕り名人。東京医科歯
科大学で研究、教育。著書：家庭昆虫園
（平凡社新書）など多数。 
東京動物園協会評議員。唐木田在住。  
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ているのではないでしょうか。しかし、
このやや長周期地震動の影響は、遠く
で発生した地震でも被害を受ける可能
性があります。やや長周期地震動が何
処でその影響を及ぼすかに関しては、
地盤状況や構造物が持っている固有振
動数等、複雑に条件が絡み合うので事
前に構造物毎の検討・対策が必要にな
ります。ここで取り上げた貯水槽は、
病院や学校などいざというときに避難
場所等になる施設に必ず設置されてい
ますので、重要な構造物の一つです。
水が使えなければライフラインが閉ざ
されて大変なことになる訳で、貯水槽
にスロッシング現象が発生しないよう
な制振対策を施すことが必要です。こ
れが「減災」に繋がります。 

 最後に、ここでの知られざる被害は、
著者が気付いたほんの一例であり、類
似のことはまだまだあるでしょう。読
者の皆様で気付いたことがありました
ら是非ともお知らせ頂きたいと思いま
す。 

 

さて、4 回にわたって連載させて頂き
ましたが、東日本大震災は、東北だけ
の震災ではなく多摩市に住んでいる住
民にとっても被害と教訓を受けた震災
であったことを忘れないでいて欲しい
と思います。これを機会に、ご家族、
さらには地域で来るべき大災害に備え
て「生き延びるためには何をすべきか」
を是非とも話し合って頂きたいと思い
ます。災害は忘れた頃にやってきます。 
 

執筆者の紹介 

平野 廣和（ひらのひろかず） 

中央大学総合政策学部教授  

専門分野は耐震工学、耐風工学、防災
科学、橋梁工学。 多摩市永山在住 

 

後記：この連載は好評のうちに終わら
せて頂きました。有難うございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知られざる地震被害はなかったか 
 
東日本大震災から 1 年 8 ヶ月余り、

この間、津波、原発に関することは連
日話題となっていますが、被害はこれ
だけだったのでしょうか。この間、南
海トラフ巨大災害で、最大 32 万 3 千人
余りの犠牲者、240 万棟の建物倒壊が
発生するなど報道されており、まさに
「国難」です。ここでは、知られざる
被害は無かったかを検証してみます。 

著者らの被害調査過程で見つけたこ
とは、貯水槽の被害です。ご存じの通
り、貯水槽は中層以上の建物にはほぼ
設置されています。地震発生直後から
「水が使えない」との声を聞きました
が、その使えない場所が地域毎ではな
く建物、施設毎であることに気付きま
した。その被害の一例として、仙台市
南部の太白区にある富沢中学校、ここ
は地域住民 1200 名を受け入れる避難
場所でしたが、校舎そのものは被害が
無かったのに校内に設置された貯水槽
が地震で破壊され、水が使えないこと
から避難そのものを困難としました。
このような貯水槽の被害は、仙台市内
の小中学校に限っても 196校の内 30%

余りの 62 校で被害があり、このうち
11校は完全に貯水槽が破壊されるに至
りました。同様の被害は、震源から
300km余り離れた茨城県つくば市の高
エネルギー加速器研究機構でも発生し
ています。 

この原因は、第 1 回でも述べました
がやや長周期地震動と呼ばれる数秒か
ら十数秒の周期の長いゆっくりとした
静かな揺れです。震災発生時に新宿の
高層ビル群がゆっくりと揺れた映像を
見られた方も多数いるでしょう。 

この「静かな揺れ」が引き起こした
のが「スロッシング現象」であり、2007

年の中越沖地震で柏崎刈羽原子力発電
所などの被害があります。 

さて、我々は南海トラフで発生する
巨大地震の直接の影響は少ないと考え 

 「2011年東日本大震災」が首都圏に残したこと   

震災から学ぶ地域のつながり     (最終回)     平野 廣和 

虫はなぜ嫌われる    (第二回)         

篠永 哲 

公園や庭の虫たち 
 
今年の夏は気温が高くまた雨も降らな

かったせいか虫の世界にも異変があった
ようです。蝉の鳴き始めがとても遅く７
月末になっても鳴き声がほとんど聞こえ
ませんでした。アブラゼミやミンミンゼ
ミの声が盛んに聞こえはじめたのは８月
のお盆を過ぎた頃からでした。蝉の幼虫
は、数年間地中で過ごすので冬の寒さが
影響したのでしょうか。 

初夏から秋にかけて翅の長さが５セン
チくらい、橙色の蝶を見かけることはあ
りませんか。この蝶は、ツマグロヒョウ
モン（写真）といい本来関西以西に生息
していたのですが、温暖化の影響で分布
を拡大しています。市内各所で普通に見
られるようになったのは数年前からで
す。現在では、長野、群馬、茨城県にま
で分布を拡げています。このような現象
は、単に気温の影響だけではありません。
蝶や蛾の幼虫は、種類毎に決まった植物
（食草という）を食べて成長します。分
布を拡げるには食草が無くてはなりませ
ん。ツマグロヒョウモンの食草はスミレ
類です。しかも栽培種のパンジーまで食
べるので容易に拡がっていったのです。 

初夏の頃、庭木の剪定をしていて痒み
と発疹を伴う皮膚炎を起こすヒトが時々
います。たいていはチャドクガが原因で
す。公園などのツバキやサザンカをよく
見ると、茶褐色で背中に黒色の毛の束を
もった幼虫が集団で葉を食べているのが
観察されます。この毛の束を毒針毛とい
いこれに接触すると皮膚炎が起きます。
脱皮殻にも注意が必要です。集団を見つ
けたら大きめのビニール袋でそっと包ん
で枝ごと切り取るといいでしょう。 

秋になると街路樹や生け垣でリーリー
と鳴く虫の声が聞こえてきます。アオマ
ツムシです。この虫は、明治の終わり頃
に外国（多分中国）から入ってきたらし
いのですが、声だけ聞こえて正体は不明
でした。実際に成虫が昆虫学者により確
かめられたのは大正４年で、マツムシに 

 

                     

 

 

◆11月 25日（日） 17:00 開場 1７:30 開演  入場料５００円 会場：ロビー  

出演 ： 真崎 佳代子（マリンバ）、 高橋 まきの(マリンバ） 主催： 運営協議会 文化部会 

♪ずいずいずっころばし     

♪ジュピター  

♪リベルタンゴなど 

■演奏曲目： 

■真崎 佳代子  ■高橋 まきの  

マリンビストとしてフリーで演奏活動を行ってい

る。幼小中学生へ、アンサンブルや合奏の指導等，

後進の指導にも力を入れている。「Marimba Grace」

「マリンバの鼓動と響き」のＣＤをリリース 

武蔵野音楽大学器楽学科卒業。全日本演奏家連盟主

催「秋の音楽祭」にて受賞。現在、全国各地でソロ、

デュオ活動及び、姉妹でのアンサンブル活動をも行

っている。武蔵野音楽大学附属江古田音楽教室講師。 
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ハロー From Shobukan   

 

 

 
日曜朝市  

地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！ 
 

☆日 時：第 13回 11月 18日（日）9時～11時 

第 14回 12月 16日（日） 〃   

毎月 1回実施します（原則第 3日曜日）     

☆場 所：からきだ菖蒲館 玄関前広場   

☆野菜販売：周辺の農業生産者のご協力による   

☆主 催：運営協議会 日曜朝市実行委員会 

 

次号は 12 月下旬 発行予定 

 

楽器･楽譜ショールーム ＆ ヤマハ音楽教室 

ココリア多摩センター４Ｆ（多摩センター三越上） 

TEL.042-375-5311 営業時間 10:30～21:00 

http://www.suganami.com/tama/ 

 

 

 

 

 
第 2回地域連絡会開催のご案内   

 
唐木田コミュニティセンターでは、地域の自治会、管理組

合、学校及び諸団体の代表者にお集まり頂き、地域の連携を

深めるため、第２回地域連絡会を下記の通り開催致します。  
 

          記   

☆日 時：11月 25日（日）午後 2時～4時  

☆場 所：2階ホール   
☆議 題：地域づくりに向けての情報交換、コミュニテ 

     イセンターへのご意見など 

     ＊各団体へは、既にご案内をしております。 

☆主 催：運営協議会 総務企画部会 

からきだ菖蒲館広報紙 

  
菖蒲館キッズクラフト 

 
～世界に１本！ オリジナルの「かさ」をつくろう！～ 

きっと雨の日や雪の日も楽しくなっちゃうよ！ 
 
☆日 時：11月 17日(土) 10時～12時 

☆場 所：唐木田児童館遊戯室 

☆指 導： 霊山智子氏 （鶴牧在住） 

（日本大学芸術学部絵画科卒・アトリエ T3 主宰） 

☆参加費：300円 

☆申 込：唐木田児童館 にて受付中：042-338-2277  

☆主 催：運営協議会 文化部会 

☆共 催：唐木田児童館 

 

 
 

 

 

菖蒲の会（高齢者食事会） 
 

晩秋の一日、お食事をご一緒 

しながら楽しく過ごしませんか? 
 

☆日 時：11月 29日（木）正午～午後 1時半 

☆場 所：からきだ菖蒲館 1階・ギャラリー 

☆対象者：市内在住の 75歳以上の方（付き添い

の方もご一緒にどうぞ） 

☆参加費：お一人 300円 

☆定 員：15名（申込み先着順）   

☆献 立：魚とささみのホイル包み焼き、大根

と椎茸等の炊き合わせ、かぶとキュ

ーリの酢の物、デザート 

☆申 込：菖蒲館受付 042-338-6333  

☆主 催：運営協議会  福祉・環境部会 

 
絵本よみきかせ  

 
～おはなしのいす～ 

 

☆日 時：12月 1日（土）11時～11時 40分       

☆場 所：2階和室 

☆申 込：事前の申込は不要です。 

☆対象者：絵本は誰もが楽しめ心を豊かにして

くれます。 

☆主 催：運営協議会 福祉・環境部会 

☆問合せ：042-376-4538（白石） 

   

 

 

 

 

 

■一般・小児・外科・矯正・審美・インプラント 

■10:00～20:00 

■落合 2-33 クロスガーデン多摩 3F 

■TEL 042-313-8418 

 

 
もう道迷いはさせません！ 

『道迷いを防ぐための読図とコンパス操作』 
 

☆日 時：11月 18日（日）13時 30分～16時頃 

☆場 所：2 階ホール、多摩中央公園（屋外実習） 

☆講 師：成井 敏一氏（チームこんぱす代表） 

☆対 象：山歩きの好きな方、道迷いが心配な方 

☆参加費：100円（資料・保険代） 

＊事前申込みは不要、なるべくコンパスを持参下さい。  

☆後 援：運営協議会 ☆問合せ：受付 042-338-6333    

 

 

 

 

◆12月 22日（土） 17:30 開場 18:00 開演  入場無料 会場：ロビー  

出演： 第１部 混声合唱団 うたの森、 第２部 玉川学園ハンドベルクワイア 

主催： 運営協議会 文化部会 

 
第２回からきだ菖蒲館まつりを開催 

 

10月 20、21日 好天に恵まれ大勢の地域の方々にご来館

いただきました。各会場、イベントも盛りだくさんで大い

に楽しんで頂けたと思います。ありがとうございました。 

■混声合唱団 うたの森 ■玉川学園ハンドベルクワイア 

私たちは、人と人との触れ合いにつながる素敵な世界をハンドベルで奏でています。 

東日本大震災の被災地や全国、またカナダ等の海外公演では好評を博しています。 

曲目:クリスマスのおもちゃ箱（クリスマスソングメドレー)、崖の上のポニョ、 

クリスマスイヴ、God of Grace and God of Glory 他 

 

混声合唱団「うたの森」は、多摩市を拠点に活動するアマチュア合唱団です。 

作曲家・指揮者として活躍する中島良史氏の指導のもと、クラシックの名曲から

ポピュラー曲まで、ジャンルを越えた幅広い歌をレパートリーとしています。 

曲目：ハレルヤ、サンタが町にやってくる、ホワイト  クリスマス 他 

玉川学園ハンドベルクワイア 混声合唱団 うたの森 

 

たまやま 

  

  

（前夜祭） 

ビッグアーティストのジャズ “ハワイの風”フラダンス 

（当 日） 

ヤングアーティストの歌と演奏 Ｂ級グルメ顔負けの模擬店 

 

 

 

 

 
晩秋の里山を歩いてみよう！ 

 
☆日 時：11月 16日(金)小山田・代官坂方面(約 6km) 

11月 30日(金)小山田・滝谷公園方面(約 7km) 

12月 13日(木)小山田・鶴見川源流〃(約 8km) 

☆集 合：9時 30分 菖蒲館玄関前広場 ＊雨天中止 

☆参加費：100円（保険代含む）＊事前申込み不要 

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具等 山道あり！ 

     底の厚い歩きやすい靴と服装で 

☆主 催：運営協議会 健康・スポーツ部会 

☆問合せ：菖蒲館受付 042-338-6333 
 

 


