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今後の活動カレンダー   

1１   月 １2  月 

11/5(木)   「環境入門講座」スタート 12/5(木)   定例会（らぷらす研修室 2） 

11/17(火)   「運営委員会」(太子堂区民センター第 3) 12/17(火)   「運営委員会」(消費生活センター活動室) 

11/29(日) エコアップ探検隊 秋編   

  

 １１月の定例会 ご案内 ( まち研究部会 担当 )  

 開催日時   １０月３１日(土） １０時～１１時 ＊雨天決行 

  集合：   東京農大正門  ９時５０分 (時間厳守) 

                 駐輪場有り。（農大一高の隣の駐輪場）     

                 集合に遅れた人は、直接エコテクゾーンへ(常盤松会館前：隣は温室)  

 テーマ  【 東東京京農農業業大大学学総総合合研研究究所所エエココテテククゾゾーーンン  見見学学会会 】 

    まち部会では、安全で住みよいまちとサスティナブルな社会づくりをテーマに活動しています。 

そこで、今回は農業を軸に自然エネルギーを利用した循環型社会モデル構築のための交流・研究の

場である東京農大のエコテクゾーンを見学します。講師の説明を聞きながら、『生ごみの肥料化シス

テム』や『バイオマスエネルギーシステム』などを学習します。 

その日は収穫祭の催事も行われており、定例会後には見学（近くにある「食と農」の博物館など)、 

買い物、食事などを自由に楽しむことができます。  

是非参加されて有意義な一日を楽しまれてはいかがでしょうか。 

友人やお知り合いなども誘って、多くの参加をお待ちしています！ 飛び入り歓迎！        

解散後は各自自由見学、東京農業大学「収穫祭」 (１号館１Ｆ～５Ｆの展示）「食と農」の博物館 

など 

             ★お願い：環境関連（ISO部屋など）のサークルの展示を見学してくれると学生が喜ぶ

とのことなので、都合のつく方は見学をお願いします。 

              問い合わせ・参加申込：まち部会 河合邦子 84hideandseek.k@gmail.com 

                                            渡辺美砂 TEL・FAX 03-3704-8465 

❤ 主 な 内 容  

・活動カレンダー     

・部会・ＰＴ等の活動予定と記録 

・お知らせ 環境入門講座 開始 

「もったいないフェスタ（9/17）」で食品ロスを伝える  

 

mailto:84hideandseek.k@gmail.com
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 １２月の定例会 予告・・ ( 緑研究部会 担当 )  

 開催日時   １２月５日（土） １０時～１２時  

 場所    北沢タウンホール 11 階 らぷらす研修室２ 

 テーマ  【 岡岡本本フフェェノノロロジジーー調調査査＆＆緑緑ののカカーーテテンン冷冷涼涼効効果果調調査査報報告告  】 

    緑部会では、2014 年から岡本緑地の公園「バッタ広場」の「フェノロジー調査（月 2 回）」を実

施しています。「フェノロジー調査」は、どんな植物の花がいつ頃咲いたかを記録する調査で、「生

物季節（学）」、「花暦（学）」とも言われています。そのため、今まで知らなかった植物に出会うた

びに調査対象が増え続けており、どんなまとめ方をするか現在検討中です。 

また、「緑のカーテン冷涼効果調査」は今年で 3 年目になりますが、今年は区内小中学校の大規な 

「緑のカーテン」の温度を測定し、そのデータ集計と分析を行っています。 

地道なデータ集積から、どんな面白い調査結果が引き出せるかお楽しみです。       

 

 エコアップ探検隊 秋編 ご案内 ( エコアップ PT )  

 開催日時   11 月 22 日(日) １３時〜１６時  本番・下見とも日程変更しました。 

  場所    「総合運動場体育館内」会議室兼軽運動室 

（下見日程  ⇒ 11 月 8 日（日） 13：00 総合運動場体育館前集合） 

 テーマ  【 飛ぶ種の観察、木の実の工作、クリスマスリースも作ります 】 

どんぐり笛・どんぐりコマなど木の実の工作や、多摩川の河川敷で採取したクズのつるで 

クリスマスリースを作ります。これらを通じて、子供たちが自然と親しみ、ふれあう機会 

をつくります。  

PT のメンバー以外でもスタッフ参加者を広く募集します。  

※ なお、次の日程でクリスマスリース用つるを多摩川の河川敷で採集します。  

こちらにもぜひご参加ください。 

・日 程：    １１月３日(祝) 

・待合せ場所： 田園都市線 二子玉川駅 改札口 13：00  

 

 外部イベントへの参画  

「都立芦花高校１年生＜防災授業＞への協力 」 

 日 時   11月6日（金）、13日（金）、20日（金）の 5・6時間目（12：55-14：35）  

      ※このうち、1 日でも参加可   

昨年度に引き続き、世田谷ボランティアセンターより協力依頼がありました。今回の協力内  

容は、班ごとに分かれた生徒に付き添い、芦花高校周辺の公園などで実施する『マンホール 

トイレ体験』の移動の際の安全管理や、プログラム（安全講和や救命講習）の補助などを  

お願いできればとのことでした。 

◆場 所 芦花高校～近辺の公園  

◆対 象 高校 1 年生、240 名(6 クラス) 

     関心のある方・やってみたい方は、10 月 26 日までに渡辺にご連絡をお願いします。 

Tel/Fax：03-3704-8465  

                     e-mail: nmi_watanabe@yahoo.co.jp    
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「世田谷くらしフェスタ２０１５」出展  (まち部会）  

  日 時   11月15日（日）午前10時半～午後4時  

      場 所  世田谷区三軒茶屋分庁舎３階・５階 （まち部会の展示は5階オリオン）  

      フェスタのテーマは「消費者がくらしを変える」。３年目の出展で、「今年度まち部会定例会  

(エコテクゾーン見学）活動報告」と「世田谷環境学習会の紹介」の展示をします。  

      25の消費者団体や地域団体の活動発表の場でもあります、皆さんも是非見に来てください！   

 

「海の森・植樹ボランティア」への参加者募集！ （緑公開部会） 再掲 

 日 時   10 月 25 日（日）10 時～ 

 場 所   りんかい線「東京テレポート」駅前 10 時集合 

普段見ることのできない東京湾の中の埋立地海の公園から都心のビル群を眺めながらの植樹

です。植樹のための所要時間は 1 時間程度。ごみの山を緑の山にすることへのお手伝い。参加

希望の方があれば、担当の高橋裕二さんの代理井田博之までご連絡ください。 

  申込・問合せ先：緑部会 井田博之 hiro-ida@a04.itscom.net 080-3400-08 を 

「おしらせ・・」環境入門講座が 11 月 5 日より隔週木曜日に開催されます。 

る場として企画いたしました 

 前月号以降の 「活動報告」 研究部会・プロジェクトの記録   

①①  ももっったたいいなないいフフェェススタタ    

  

開催日時 講座のテーマ 学習の内容 会 場 

 

１１月５日 (木) 

（１１時～１６時半） 

 

オリエンテーション 講座のねらい、全体講義の流れ  

 

桜丘区民センター 

料理講習室 

 

食と農を学ぶ 

・地元食材の省エネ調理実習 

・「食と農」と我々の生活との係り合い 

・食品ロス・フードマイレージ・地産地消 

・講演：世田谷の農業について 

１１月１９日 (木) 

（１３時～１６時半） 

 

ごみの行方を知ろう 

・清掃工場、ペットボトル・リサイクル工場見学 

・新しい基本計画、「３R から２R 重点へ」に 

ついて（区・清掃・リサイクル部事業課） 

千歳清掃工場/ 

ペットボトル・リサイ

クル工場 

 

１２月 ３日 (木) 

（１３時～１６時半） 

 

 

世田谷のみどりを 

知る・観る・楽しむ 

 

・世田谷の貴重なみどり－ 

国分寺崖線の自然観察 

・森の恵み－森の不思議を解き明かす 

・世田谷のみどりの現状 

・身近な植物の不思議・知恵 

 

瀬田地区会館 

第 1 会議室 

１２月１７日 (木) 

（１０時～１６時） 

 

水について考える 

 

・野川の川歩き（湧水観察を含む） 

・水環境について学ぶ 

・川の水や生活排水の水質調べ 

（一般財団法人） 

世田谷トラストまちづくり 

ビジターセンター 

 

１月１４日 (木) 

（１３時～１６時半） 

 

 

地球環境を 

守るために 

・地球環境と私たちの生活 

・地球環境問題（地球温暖化を中心にして） 

・これからのエネルギー問題 

・家庭での省エネ                  

 

北沢タウンホール 

らぷらす 研修室４ 

 

１月２８日 (木) 

（１３時～１７時） 

 

 

関連講演会、 

５日間のまとめ 

 

・講演：世田谷区の環境政策について 

              （区・環境総合対策室） 

・グループで話し合い－質疑・学んだこと 

・世田谷環境学習会の活動紹介 

 

北沢タウンホール 

らぷらす 研修室 
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１０月１７日(土)（13:00〜15:30）鎌田児童館が主催する「もったいないフェスタ（子供達と

環境やリサイクルについて考えるイベント）」が開催され、学習会として出展（４回目）し、次の

内容の場を担当しました。  ・種当てクイズや食品ロスについて子供たちに易しく説明 

・どんぐり笛・どんぐりゴマ作り、木の実の工作など 

特に木の実の工作は大人気で、来場者が途切れることがないほどでした。参加スタッフ 5 名（丸） 

 

 ②②  １１００月月定定例例会会  「「玉玉川川上上水水歩歩きき第第 22 回回」」  拝拝島島～～小小平平監監視視所所  

 10 月３日(土)秋晴れの好天のもと、第１回目の終点の拝島駅を１０時に出発した。この区間は緑

道が整備されており、歩きながら、草花、果物、まだ鳴いて

いる蝉の声等の自然にも触れることができた。また、分水口

が水田開発や地域開発に貢献しただろうことを歩きつつ感じ

た。小平監視所で水道原水としての玉川上水の役割は終える

が、清流復活事業により、再生水によって玉川上水に水流が

復活した様子も確認できた。玉川上水駅着は予定通り２時半。

参加者は５名（水部会以外１名）でした。 （岡村） 

                         

③③  登登録録団団体体 PPRR イイベベンントト～～市市民民活活動動体体験験喫喫茶茶パパオオ～～  1100//1177,,1188            

  今年はこれまでにない盛況で、2 日間で学習会のブースに来場して工作等に参加した人は 100 

人を悠に越した。最終日は 4 時頃までは人数を数えていたが、大道芸も山を越した夕刻にかけて 

部屋は満杯、順番待ちで並ぶ状態にその対応だけで精一杯。主催者側が導線を認識して手を打っ  

たことも大きく、3 年前世田谷線改札付近まで人集めに歩いたのが夢のよう。相当量準備した 

工作材料も底を尽いたものも。主題であった大人のイベント（環境講座）・子供のイベント（エコ 

アップ探検隊）・新パンフによる学習会ＰＲも後半はパンフを渡すのがせいぜいだった。 

参加スタッフ 6 名 （小川） 

 

④ 研研究究部部会会・・ププロロジジェェククトトのの記記録録              

部会・ PT 活   動   内   容  （９／1６ ～ １０／21） 

食食とと農農部部会会  10／22 環境入門講座 第 1 日目調理実習リハーサル 

10／24 定例部会 

緑緑部部会会  9/22・10/6・10/20 フェノロジー調査、10/19 定例部会（休会） 

10/25 海の森植樹会参加、10/28 講座打合せ（国分寺崖線について…井田サロン） 

水水部部会会  9/20(土)10-12 時部会開催(於砧図書館Ｂ１会議室)  ①環境入門講座のプログラ

ム、役割確認。次回部会（10/18）でリハーサル予定。歩きルートの現地下見を 11/29 

10 時開始予定。②野川の河床整備工事について ③10/3 定例会について 

地地球球環環境境部部会会  定例部会予定：10 /29（木）於砧図書館地下会議室 ①環境入門講座担当内容につい

て検討。②IPCC 第 5 次評価報告書の第 3 作業部会報告『気候変動 2014－気候変動

の緩和』について読み合わせ 

学学校校支支援援  ・二学期になり、多くの学校から授業支援要請を受け、活発に活動を行っています。  

・本期間では、６つの小学校で計１２回の支援活動を行いました。 

・今学期は特にメンバーのレベルアップを目指して、担当プロのローテーション化も  

積極的に実施しています。 
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