
 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                          

                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

水は蒸発する時に周囲から熱を奪い、

水蒸気を持ったまま上昇して雲になり

ます。雲になる時に熱を放出し、この

熱が台風のエネルギーになっているの

です。 

 最近は温暖化の影響で早い時期から

海水温が高くなり、大型台風は 9 月と

いう常識が通用しなくなっています。

図は 2016年 7月 5日の海水温の分布で

すが、沖縄の周辺は 30 度以上、27 度

のラインは本州の南まで北上していま

す。台風が発生するための一番大きな

条件は海水温が 27 度以上であること

で、日本の南海上は台風を発生させる

熱帯の海と同じになっているのです。 

 実際、最近の 20年間に日本近海で発

生した台風はかなり多く、7 月初めに

発生した台風 1号は 30度以上の海域を

北上し、中心気圧 900ｈＰａ、最大風速

60ｍの猛烈な勢力になり、最大瞬間風

速は 85ｍでした。60ｍの風といっても

ピンとこないと思いますが、時速に換

算すると 216ｋｍになります。つまり、

新幹線の上に立っているような猛烈な

風で、高圧線の鉄塔が倒れてしまうよ

うな暴風です。 

 猛暑になった 2004 年には 10 個もの

台風が日本に上陸し、関東地方でも大

きな被害が出ました。この夏は各地で

猛暑になっており、海水温も高いため

に大型の台風が日本に接近、上陸する

可能性が高いのです。 

 

 

◆ ９月２５日(日) 17:30開場  18:00開演 

 日本の気象災害の中で最も被害が大

きいのは台風です。台風というと一般

の人は 9 月というイメージがあります

が、実は台風の発生数や上陸数は 8 月

が最も多いのです。台風は平均すると

年間に 25.6個発生し、そのうち 2.7個

が上陸しています。月別の発生数は 8

月が 5.9 個、9 月が 4.8 個です。上陸

する割合は 10％強ですが、中心が日本

から 300ｋｍ以内を通過した台風は平

均して 11.4個もあり、上陸した台風と

合わせると 55％が日本に影響していま

す。台風は沖縄に最も多いのは当然で

すが、九州南部や四国と関東地方への

接近数はほぼ同じで、特に伊豆諸島で

は沖縄に次ぐ多さになっています。 

ところで、台風＝9 月というイメー

ジがあるのは過去に大きな被害を出し

た台風の多くが 9 月に上陸しているか

らです。9 月に大型の台風が多いのに

は日本の周辺の海水温が影響していま

す。気温が最も高いのは 7 月下旬から

8 月中旬ですが、海水温は 8 月下旬か

ら 9 月中旬に最も高くなります。台風

のエネルギーは海面から蒸発する水蒸 

気から補給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵野音楽大学音楽学部器楽学科を経て

桐朋学園大学院大学音楽研究科演奏研究

専攻（修士課程）修了。国内外のセミナ

ーに参加しディプロ 

マ取得。現在都内に 

てピアノソロ、器楽 

を中心とした室内楽 

の演奏活動、またピ 

アノ講師として後進 

の指導にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々な方にお世話になりましたが、 

この活動の中で、藍染めの本場である

徳島県の藍住西小学校（本校と同じユ

ネスコスクールに登録）の子どもたち

と交流することができたことも大きな

収穫でした。 

主に水曜日に実施する放課後教室で

は、体育館や芝生校庭での運動のほか

囲碁、絵手紙、琴、読み聞かせ等が保

護者・地域の皆様の温かい関わりの中

で行われています。指導者や当番の保

護者それぞれが、参加する児童を自分

の子どもやお孫さんのように可愛がり

見守ってくださいます。南鶴牧小学校

の子どもたちはこのような人と人との

温かい関わりの中で得た心地よい原体

験を基盤として、これからの社会をた

くましく生きる心豊かな人間として成

長していくのだと確信しています。 

今後さらに人工知能が発達し、数年

後の予想が難しい時代となりますが、

「自然・人との良質な原体験が創造性

豊かでたくましく思いやりのある人間

を創る」と信じ、価値ある教育活動を

推進していきたいと考えています。 

 

 

フランスとのテレビ会議の様子 

 

 

2011年国立音楽大学卒業。第 84回ソロ・

室内楽定期演奏会に出演。第 39回第３回

選抜コンサート♪こうべ音楽の街に出演。

第５回蓼科音楽コン 

クール室内楽部門３ 

位入賞。現在、国立 

音楽大学演奏補助員、 

楽器店講師など、東 

京を中心にフリーラ 

ンスで活動中。 

 

会  場 ：  ロビー     

入場料 ： ￥500 (小学生以下無料) 

出  演 ： 山口優香、寺島志織、早坂なつき 

曲  目 ： 水上の音楽 / ヘンデル ほか 

主  催 ： 菖蒲館まつり実行委員会 

        《パルテノン多摩音楽家派遣事業》 

        

（気象庁ＨＰより） 

 

   

筆者紹介：村山 貢司(むらやま こうじ) 
気象予報士。気象学、地球環境、花粉症の専 
門家として幅広く活躍中。ＮＨＫニュースの 
気象キャスターとしてもおなじみ。 
著書：「異常気象と 2020年の日本」､「体調管 

理は天気予報で」ほか。  貝取在住 

■山口 優香（ヴァイオリン） 

筆者紹介：吉田 正行(よしだ まさゆき) 
南鶴牧小学校 校長 

 

■早坂なつき（ピアノ） 

多様かつ良質な原体験が人間を創る（人とのかかわり編） 

しょうぶかん 

■寺島 志織（チェロ） 
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村山  貢司 気象と地球環境をめぐる話（５） 吉田  正行 

前回は南鶴牧小学校の学校経営を行

う上で中心に据えてきた２つの大きな

柱のうち「自然との原体験」について

書かせていただきました。今回は「人

とのかかわりの原体験」について書こ

うと思います。 

私は人間性豊かな子どもたちを育て

るために、人との多様で良質な関わり

の場を意図的に設けることを大切にし

ています。その取組の一つはアートマ

イル国際交流壁画共同制作です。これ

は文化背景・価値観が違う外国の同世

代と交流し相互理解を深めながら共通

のテーマで学び合い、協働学習の成果

として一枚の壁画（1.5ｍ×3.6ｍ）を

共同制作するという取組です。 

平成２３年から始め、主に５年生が

関わり、５年間でパキスタン、カナダ、

シンガポール、台湾、フランスの小学

生たちと年々交流する場を広げてきま

した。メールや時差を克服してのテレ

ビ会議など、互いの理解を深める工夫

をしてきましたが、昨年は平成２６年

度の交流が縁で、台湾の子どもたちが

２０名ほど学校を訪問してくれ、直接

交流するという貴重な体験をすること

ができました。 

また、地域やグリーンライブセンタ

ーの方々の手ほどきで、藍染め体験を

継続しています。藍を種から育て、収

穫し、乾燥させた葉を煮込み、染色液

を作ります。その液で一人ずつ日本手

ぬぐい大の布を染め、近くに工場があ

る（株）JUKIの方々の指導でミシンを

使って縫い合わせ、７０ｍほどの一枚

の布にして展覧会場に飾ったこともあ

りました。 

 台風の話 

 

 

 

東京音楽大学を経て、同大学院修士課程

修了。シンフォニーオーケストラヨーロ

ッパ公演メンバーオーディション等に合

格。各コンクールに 

入賞入選多数。現在、 

ソロ、室内楽、オー 

ケストラを始め、レ 

コーディングやヴァ 

イオリン講師等でも 

活躍中。 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     多摩の歴史 講演会 

     ～戦国期多摩の土豪・有山源右衛門と関戸郷の開発～ 

☆日 時：10 月 2 日(日) 10:30～12:00 

☆場 所：2階ホール 

☆参加費：入場無料 

☆講 師：橋場万里子氏 公益財団法人多摩市文化振興財団学芸員 

     ≪パルテノン多摩学芸員派遣事業≫ 

☆内 容：戦国時代の関戸郷の土豪・有山源右衛門の活動を示す 

さまざまな古文書とその地域開発について 

☆主  催：菖蒲館まつり実行委員会 

 

 

        菖蒲館ウォーキング 

             ～ゆっくりと秋を満喫！～ 

☆日 時：10 月 4 日(火) ※雨天の場合は 10月 5日(水) 

☆コース：菖蒲館～蓮生寺公園～菖蒲館 

          (行程 約６km ３時間余) 

☆集 合：9:00 菖蒲館玄関前 

☆参加費：100円(保険代ほか) 

     当日受付(事前の申込み不要) 

☆持ち物：昼食、飲み物、帽子、雨具等 

☆主 催：菖蒲館まつり実行委員会 

 

 

 

日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 59回  9月 18日(日) 9:00～11:00 
第 60回 10月  9日(日) 9:00～11:00 

毎月 1回実施（原則第 3日曜日）     

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

☆販売品：地元産の野菜など 

☆主 催：日曜朝市実行委員会  

 

 

 

パソコン教室 

～エクセル初級～ 

☆日 時： 9月 8日、15日、22日、29日 

     10月 6日、20日、27日 

☆場 所：第 2会議室 

☆定 員：5名(申込み先着順 受付 10:00～)電話受付可 

☆受講料：4000円(7 回分一括納入) 

☆機 器：ノートパソコン(Windows10)を貸与 

☆主 催：地域 ICT化支援特別委員会 

菖蒲の会（高齢者食事会） 

～収穫の秋、実りの秋、食欲の秋 

 みなさんとご一緒に食事をしながら笑って、 

 楽しいひとときを過ごしましょう！～ 

☆日 時：9月 21日(水) 12:00～13:30 
☆場 所：1階ギャラリー 

☆対象者：市内在住の 75歳以上の方 

☆参加費：一人 300円 

☆定 員：15名(申込み先着順、受付 10:00～) 

     ※本人が直接来館の上申込み下さい 

☆献 立：かんたんちらし、鶏肉のロール巻、 

     茶碗蒸し、お吸い物、デザート 

☆主 催：福祉部会     ※アレルギーの方はご相談下さい 

 

絵本よみきかせ ～おはなしのいす～ 

☆日 時： 9月 3日(土) 11:00～11:40 

     10月 1日(土) 11:00～11:40 

☆場 所：2階和室(事前の申込み不要) 

※絵本は誰もが楽しめ心を豊かにしてくれます 

☆主 催：福祉部会 ☆問合せ：042-376-4538（白石） 

 

 
 

2016/7/23 菖蒲館コンサート 

 

 

ハロー From Shobukan 

花いっぱい運動でつくる“絆” 

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花

でいっぱいです。協力員の方々と一緒に参加下さい。 

☆日 時： 9月 17日(土)10:00～ 

     10月 15日(土)10:00～ 

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

    ＊ 9月入荷予定 ニチニチソウ、マリーゴールド 
    ＊10月入荷予定 マリーゴールド、キンギョソウ 

☆主 催：まちづくり部会  

福祉なんでも相談会 

～福祉、介護、認知症ほか 気になる事、悩み事、 

どなたでもご利用できる身近な相談窓口です～ 

☆日 時： 9月 20日(火) 14:00～16:00 

     10月 18日(火) 14:00～16:00 

☆場 所：1階第１会議室 

☆参加費：無料(直接会場へ) 

     ※相談員は社協・包括の職員。相談内容は守られます 

☆主 催：福祉部会、多摩市社会福祉協議会、 

     多摩センター地域包括支援センター 

 

 

サルビア 

からきだ菖蒲館広報紙 

 

トレニア 

 

 

事務局からのお知らせ 

10月 1日ご利用分より、使用時間と料金が改定されます。 

皆様により一層快くご利用頂けるようにスムースな入

替をはじめ、部屋内の整理、整頓、清掃の点検を行う

ためにご使用頂ける時間を少し短縮させて頂き、その

分の料金も減額させて頂くこととなります。 

詳しい使用時間と料金につきましては、受付カウンタ

ーに一覧表をご用意しておりますので、ご覧下さい。 

次号は｢菖蒲館まつり特集号｣ 10月 2日 発行予定 

 

 
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より 

和カフェ スタッフ募集 

明るく健康なかた 

時間：9:30～13:00 or 12:30～16:30(シフト制) 

問合せ先：特定非営利活動法人「どんぐりパン」 

     042-371-9236 担当：池上 

 

 

 

「広報紙記事 ５年の歩み」発売中 

からきだ菖蒲館広報紙「ハロー」の 2011年創刊号から

第 32号までの広報紙１面に掲載された記事を、菖蒲館

開館 5周年を機に小冊子としてまとめたものです。 

一部 200円で販売しております。     広報部会 

 

10 月 15 日（前夜祭）、16 日にからきだ菖蒲館まつりが

開催されます。次号｢菖蒲館まつり特集号｣（10月 2日発

行予定）をご覧ください。 

 

 

 


