森井大輝選手︵市民栄誉賞受賞者︶

銀メダル獲得

おめでとうございます！

日毎月第１土曜日
時〜
時／場生活支援センターフィ
レ／活精神障がいなど心の病
を持たれた当事者による会で
す。／会年１２００円／問森
田☎０７０・６４８７・４３
１５

精神障害当事者会シャトル

平昌パラリンピック

市民のひろば
掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

募

集

日日時︵時間は 時間表示︶／
場場所／活活動内容／講講師／
入入会金／会会費／費費用／他
その他／問問合せ

員

講 演 会 な ど

五日市やまくさ会山野草展

日４月 日㈯・ 日㈰ ９時
〜 時／場マルモ秋川本店
︵引田５４１︶／費無料／他
山野草約１５０点を展示。先
着２００人に山野草の苗をプ
レゼント／問五日市やまくさ
会 高水☎５９５・１２３１

17

回
スプリングコンサート

活健康チェックと乳がん自己
検診を４月 日㈭二宮地区会
館で 時 分から行います。
ぜひお出かけください。／問
影山☎５５８・８２８２

三多摩健康友の会秋流支部

活動内容の
お知らせ

日４月 日㈪
時 分開演
／場府中の森芸術劇場／費千
円／他クラシック・ポップス
ステージ／問東海大学菅生高
等学校吹奏楽部 加島☎５５
９・２２００

第

22

会

秋川アコーディオンサークル
日毎週水曜日︵月４回︶
時
〜 時／場中央公民館／活アコ
ーディオンの合奏の練習。童謡、
ナツメロ、ポピュラー演歌等幅
広く練習しています。／会月１
５００円／問松木☎５５９・６
１４０

あきる野市漢詩学習会
日毎月第１・第３月曜日
時
分〜 時 分／場中央公民館
／活漢詩鑑賞。自作・自書の漢
詩で掛軸を作りませんか。／会
月５００円／問木元☎５５９・
５９３６
話を聞き、一緒に学びます。／
講秦英準さん︵弁護士︶など／
対成年後見制度に関心のある方
／定 人︵申込み順︶／問あき
る野市 社 会 福 祉 協 議 会 相 談 支
援 係︵☎５３３・３５４８︶
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秋川ギターサークル
時 分〜 時
日毎週水曜日
分、毎週土曜日
時 分〜
時 分／場中央公民館／活ク
ラシックギター基礎、独奏合奏
練習、市民文化祭、ふれあいホ
ール発表会。募集詳細ポスター
・チラシは中央公民館に掲示／
会月千円／問千葉☎０９０・６
５０３・５８７９
15 30
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（80）

新種アオキ？

13

30

30

水道使用の開始や
中止のときは

客さまセンター［午前８時 分
〜午後８時︵日曜日、祝日を除
く︶、ナビダイヤル０５７０・
０９１・１００、☎５４８・５
１００︶］

アルペンスキー

（以下は広告枠です）
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内水道局多摩お客さまセンター
にご連絡ください。インターネ
ット申込み可／問水道局多摩お

19

30

凡例…日日時／場場所／内内容
／講講師／対対象／定定員／申
申込み／費費用／持持ち物／他
その他／主主催／問問合せ

14

30

じさい祭りのシーズン前にあじ
さい山をぐるりと一周！イベン
ト特設会場にて飲食ブースやワ
ークショップブース、地元の方
々による音楽ステージ。そして、
ちゅういっちゃんのトークショ
ーでは、約半世紀に渡る活動と
若者たちに引き継がれた今後の
展望についてお話します。／対
どなたでも／費無料︵会場での
飲食・ワークショップは有料︶
／主南沢あじさい山運営委員会
／問南沢あじさい山運営委員会
高水︵☎０８０・５０５５・
１９２６︶

30

15

スマートフォン
などからコードを
読み取ることで水
道使用の開始や中
止をすることがで
きます。

成年後見制度講座
﹁成年後見制度について
学ぼう︵制度・
事例編︶﹂︵全２回︶
26

30

せんてい

日５月 日㈯、７月 日㈯ 午
前 時〜 時 分／場あきる野
ルピア３階産業情報研修室／内
判断能力が不十分な方のため
に、成年後見人等が、本人に代
わって財産管理や契約手続き等
を行う成年後見制度を学ぶ講座
を開催します。実際に成年後見
人などとして活動している弁護
士や司法書士、社会福祉士から
11

﹁南沢あじさい山を創った
花咲か爺さん ︵米寿︶
セレモニー﹂を開催します
日５月 日㈯ 午前 時〜午後
３時頃／場南沢あじさい山︵深
沢３６８外︶／内 年間、たっ
た一人で植え続け、１万株のあ
じさいが咲く観光名所﹁南沢あ
じさい山﹂を創った秋川渓谷の
花咲か爺さんこと、南澤忠一さ
んが 歳︵米寿︶を迎えます。
お祝いを兼ねて、より多くの方
に﹁南沢あじさい山﹂を知って
もらう機会にしたいと思います。
６月９日㈯からスタートするあ

10

官公庁
などからの
お知らせ
10

祝

だいちょうさん

ネット
ワーク

88

48

15

40

きょし

春から夏へ、木も草も虫も子ども達
も、日ごとにぐんぐん成長していく季
節。大澄山周辺をのんびり歩いて、足
もとの小さな自然を感じ、出会いを楽
しみます。
○日時 ５月13日㈰ 午前10時〜11
時30分
○場所 草花会館（草花1781−４）
○対象 市内在住の子どもとその保護
者（未就学児向けの内容です）
○定員 10組（申込み順）
○持ち物など 飲み物、おやつ、雨
具、長袖、長ズボン、帽子、歩きや
すい靴
○費用 １人50円（保険代含む）
○その他 終了後、昼食会をします。

20

食を受けていないことや幹肌
がアオキそのものだったこと
から、疑いを持つことなくア
オキの変種だと思ってしまい
ました。しかし、植物の同定
（分類）に詳しい友人にこの
葉を見てもらったら、「タラ
ヨウの葉だ」と一言で片付け
られてしまいました。タラヨ
ウの自然分布は静岡県以西と
なっており、温暖な気候を好
む種類なので、まったく頭に
浮かびませんでした。しかし、
逆沢の尾根向こうには広徳寺
があり、そこには東京都の文
化財に指定されているタラヨ
ウの巨木があります。初冬に
赤い実を付け、鳥などが種を
運び発芽して育ったと考えら
れます。目が慣れてくるとア
オキの群落の中に、このタラ
ヨウの幼木を３株ほど見つけ
ることができましたが、その
範囲は３００〜４００ｍ程で
した。不思議なことに、この
範囲外では、まだタラヨウの
幼木は見つかっていません。
（杉野）
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30

さかざわ

ニホンジカの生息域調査を
盆堀の逆沢でしていたときの
ことです。シカの食痕のアオ
キを調べていると、幹肌はア
オキのよう（緑色の軸に白っぽ
い樹皮が斑状についている）
ですが、葉が違う木を見つけ
ました。アオキのような柔ら
かい葉ではなく硬い葉で、細
かい鋸歯（葉の縁のギザギザ）
があり、手で触れると痛いほ
どしっかりしている葉でした。
普通のアオキの葉にも荒い鋸
歯があるのですが、葉自体が
柔らかくまったく痛くないの
で違う葉であるのがわかりま
す。しかし、アオキの葉は変
異が大きく、ほとんど鋸歯を
持たない個体から大きな鋸歯
を持つ個体まで様々です。そ
して、すぐ近くの今熊山周辺
では、大きな鋸歯の個体郡が
見られることから、見つけた
葉はアオキの葉の変異で、シ
カの食害に対する防衛本能で
葉肉を厚く硬くしたと考えま
した。
ヒイラギの葉にも大きな鋸
歯がトゲ状にあり、シカなど
の外敵に葉を食べられないよ
うにトゲのある葉に進化した
といわれています。シカの首
が届かない高さまで成長する
と鋸歯がなくなり丸い葉が出
現することからも、外敵によ
る食害などのストレスが鋸歯
出現の大きな要因であること
が伺えます。ヒイラギの生垣
などは剪定を繰り返すと同じ
ようにストレスを感じてトゲ
のある葉が出続けるため、防
犯効果の高い生垣ができるそ
うです。実際に、逆沢で見つ
けた新種のアオキもシカの採
88

森林レンジャーがゆく
おさんぽ
会の感想
や子ども
の様子な
ど、参加
者の皆さ
んでおし
ゃべりし
ませんか（参加できる方は弁当をお
持ちください）。
※雨天の場合は、内容を変更して開催
します。
※詳しくは、市ホームページを ご覧
ください（ホームページのサイト内
検索で「おさんぽ」と入力）。
○申込み方法 ５月８日㈫までに電話
で申し込んでください。
○企画・運営 あきる野市環境委員会
森のようちえん部会
○申込み・問合せ 環境政策課環境政
策係（☎５９５−１１１０）

小さな子どものための
おさんぽ会

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）４月15日
（７）

