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撮影

花粉の少ない森づくり運動
気象と地球環境をめぐる話（１）
平成 28 年春は花粉が多い
多摩市は緑豊かな街ですが、春先に
は花粉症の原因となるスギの雄花もか
なり多くなっています。枝先を見ると
写真のように茶色の米粒大のものがた
くさん着いているスギがあります。こ
れが花粉を飛ばすスギの雄花で、夏の
日照時間が多いとたくさんの雄花を作
り、結果として翌年春の花粉量が多く
なります。特に前年の春の花粉量が平
均より少なく、夏が猛暑になると非常
に多くなってしまいます。
東京都では都内 12 か所で毎年花粉
を観測しており、多摩市でも永山駅近
くの東京都南多摩保健所の屋上でおこ
なっています。緑が多く、山に近い多
摩地区は都心に比べると花粉が多くな
ります。多摩市の過去 10 年間の花粉量
はシーズンの合計で１平方ｃｍあたり
6,742 個と千代田区の 1.81 倍にもなり
ます。平成 27 年の春は 4,286 個で平均
より少なくなりました。とはいえ 1 平
方ｍ換算で 4,286 万個にもなり、多摩
市全体では天文学的な数になります。
つまり春は皆さんの周りが花粉だら
けになっており、小さな米粒大の雄花
1 個の中には平均して 40 万個もの花粉
が入っています。写真に写っているだ
けでも数億から数十億の花粉がありま
す。平成 28 年の春は 8,000 個から 1 万

佐藤 宏氏(大菩薩嶺より)

初めての山歩き
村山 貢司

個の花粉が予想されていますので、花
粉症の方は早めの対策を取った方がよ
いでしょう。
花粉症ほど原因がはっきりしている
病気はありません。予防のポイントは
早い時期からマスクやメガネを使って
花粉を防ぐことです。マスクをする際
には、自分の顔にフィットする形のも
のを選び、マスクの内側にガーゼを当
てておくと効果的です。コートなど一
番外側に着るものは花粉がつきやすい
ウールやフリース素材のものは避けた
方がよいでしょう。
東京都では、石原都知事の時代から
花粉を減らすために、「花粉の少ない
森づくり運動」を始めました。これま
でに奥多摩を中心に 500 ヘクタールあ
まりのスギを伐採し、広葉樹や花粉の
少ないスギに植え替えてきました。し
かし、日本国内には 450 万ヘクタール
ものスギが植林されており、500 ヘク
タールは 0.01％にしかなりません。周
辺の県も同様の対策を取らなければ花
粉が減ることはないでしょう。
東京都は、公共施設には多摩のスギ
材を使うことを求めており、舛添知事
が記者会見を行う時の机も多摩の産材
でできています。スギ花粉を減らすた
めには私たちが国産材を使うのが一番
なのですが、価格等の問題でなかなか
需要がのびません。
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

多摩市立唐木田コミュニティセンター 〒206-0034

登山へのつきせぬ魅力（１）
今や登山人口は 1,000 万人ともいわ
れています。しかし、私が初めて山歩
きを始めた頃は今のように誰もが何処
にでも行けるような社会環境ではあり
ませんでした。また、山が好き、登山
が好き、花がきれい、健康に良いから
山歩きをしょうと、積極的に山と向き
合った記憶はありませんでした。
私が進学した日大二中の教室の前に
高校生の山岳部の部室がありました。
中学二年生になった時、山岳部の先輩
から山歩きを誘われ、クラスメイトを
誘って入笠山に登りました。登山に対
する好奇心はありましたが、登山を真
剣に考えることもなく出掛けました。
現在の入笠山は中央本線の最寄りの
駅からバスで登山口に向かい、更にロ
ープウエーを利用して技量や体力に合
わせて登れますが、私が中学生の頃は
路線バスもロープウエーもなく、青柳
駅（現在のすずらんの里駅）が登山口
でそこから頂上まですべて歩き通さな
ければなりませんでした。
登りだすと登山の苦しさを覚えなが
らも、雪をいただき、長く裾をのばし
た八ヶ岳の勇壮な山容に魅せられ、苦
労しながら頂上に登った時の達成感、
大パノラマには感動しました。下山後
は、自分の足で登ったという満足感で
登りの苦しさはすでに忘れ、八ヶ岳へ
も登ってみたいという強い印象が今で
も残っています。この心情が今日まで
の自分の登山の支えとなり自信となっ
て多くの山頂に登ってきました。
この初めての入笠山の体験が忘れら
れず、高校から大学の山岳部と登山に
のめり込んでいきました。入笠山は私
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神崎 忠男

の登山人生の端緒となった山だけに、
今でも登山学校での初めての体験登山
は生徒とともに入笠山登山を楽しむこ
とから始めています。
初心者は初心者なり、熟達者は熟達
者なりのチャレンジ精神が山歩きの楽
しさであり、次に進むステップとして
山を讃え、山を究め、山登りには頂上
があるが人づくりには頂点がないと、
登山を礼讃し実践してきました。
卒業して就職し社会人になった時の
自分の登山には大きな変化がありまし
た。登山から足を洗って仕事に専念し
ようと建設会社で社会人の道を歩き始
めましたが、就職して二年目、日大山
岳部ＯＢが北極圏グリ－ンランドの山
に遠征するも、目指した山に登ること
ができずに帰国しました。
「よし次はワシが登るぞ…」と気負
い、第二次北極圏グリ－ンランド遠征
隊を編成して目標の山の登頂を果たし
その後エベレスト登山隊などに加わり
登山ばかりの人生を歩くことになりま
したが、入笠山から始まった自分の登
山人生に悔いはありません。
筆者紹介：神崎 忠男(かんざき ただお)
公益社団法人日本山岳協会前会長、同日本山
岳会永年会員。北極圏グリーンランド登山隊
編成、エベレスト／チョモランマ登山隊参加。
連光寺在住

休館日：第 2・第 4 月曜日
定休日：毎週月曜日、祭日
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三笑亭 可龍 独演会
◆1 月 16 日(土)

開場 13:30 開演 14:00

■三笑亭 可龍 プロフィール
1978 年
1996 年
1997 年
2001 年
2010 年

会 場： 2 階ホール 入場料 \500
※小学生以下無料

出 演： 三笑亭 可龍
主 催： 文化部会

府中市出身
九代目三笑亭可楽に入門
可壽男（かずお）で前座
二ツ目昇進 三代目可龍となる
真打昇進
可楽師匠譲りの確かな古典の味
わいは若手では特筆ものです。

2014.12.2 奈良原公園

映画鑑賞会 「鉄 道 員」

日曜朝市

卓球を楽しみませんか ! !

監督･主演：ピエトロ・ジェルミ（1956 年製作イタリア映画､モノクロ）

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！

～冬の運動不足解消に～

鉄道機関士アンドレアは、幼い末っ子サンドロの誇りだった。
だが、長男マルチェロや長女ジュリアからは、その厳格な性格
が嫌われていた。ある日、アンドレアは、赤信号を見すごし、
列車の衝突事故を起こしかけ、左遷されてしまう・・・

☆日 時：1 月 22 日(金) 開場 13:30
上映 13:45（終了予定 16:00）
☆場 所：2 階ホール
入場無料 申込み不要､直接会場へ
☆主 催：福祉部会 映画同好会

☆日 時：第 51 回 1 月 17 日(日) 9:00～11:00
第 52 回 2 月 21 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

☆日 時：1 月 17 日､31 日､2 月 7 日､14 日
毎週日曜日 13:00～17:00
☆場 所：児童館遊戯室（卓球台 3 セット）
※動きやすい服装で、室内用運動靴のご用意を
※開催時間内に随時、参加・退出できます

☆参加費：各日毎に大人 100 円（傷害保険代ほか）
子どもは無料 申込み不要、直接会場へ
☆主 催：健康・スポーツ部会 ☆協力：児童館

男の料理教室
福祉セミナー
～終活について考えてみませんか～
お葬式などに関することの不安をなくしましょう
分からないこと、知りたいこと、何でも聞いてください

☆日 時：1 月 29 日(金) 14:00～15:30
☆場 所：2 階ホール
☆講 師：小林 義治 氏 (エンディングコンサルタント)
入場無料 申込み不要､直接会場へ
☆主 催：福祉部会

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：1 月 19 日(火) 14:00～16:00
2 月 16 日(火) 14:00～16:00
※相談員は社協・包括の職員です
☆場 所：1 階第１会議室
相談内容や個人情報は守られます
☆参加費：無 料(直接会場へ)
☆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

～自慢できる料理を楽しく覚えましょう～
「餃子」と「きのこの炊き込みごはん」

☆日 時：2 月 6 日(土) 10:00～13:30
☆場 所：1 階調理室
☆講 師：岡 賢治 氏
☆定 員：8 名(事前申込み､先着順に受付中 10:00～)
☆参加費：700 円 ☆主催：福祉部会

絵本よみきかせ ～おはなしのいす～
☆日 時：1 月 9 日(土) 11:00～11:40
2 月 6 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）

パソコン教室
～だれでもできる！ やさしい入門講座～
☆日 時：2 月 18 日､25 日､3 月 3 日､10 日､17 日
☆場 所：第 2 会議室
☆定 員：5 名(申込み先着順 受付 10:00～)電話申込み可
☆受講料：3000 円(5 回分一括納入)
☆機 器：ノートパソコン(Windows8)を貸与
☆主 催：地域 ICT 化支援特別委員会

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：1 月 16 日(土)10:00～

2 月 20 日(土)10:00～
第５回からきだ菖蒲館まつりを開催しました
全館で 5000 名以上の皆様に楽しんでいただきました。
ご支援ご協力ありがとうございました。まつり実行委員会

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場
☆主 催：まちづくり部会

唐木田コミュニティセンター 事務スタッフ募集
からきだ菖蒲館まつり 写真展示
☆日 時：12 月 12 日(土)～1 月 16 日(土)
☆場 所：1 階エレベータ横
☆主 催：広報部会

☆募集人員：1 名
☆募集要項：受付で配布中
☆勤務内容：受付・施設管理 ☆応募締切：1 月 5 日(火)
☆勤務時間：午前､午後の２シフト
問合せ事務局まで
トレニア
サルビア
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より

次号は 2 月 28 日
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