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世世田田谷谷環環境境学学習習会会だだよよりり  22001166・・44・・1199  №№5522  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

今後の活動カレンダー今後の活動カレンダー今後の活動カレンダー今後の活動カレンダー            

5555        月月月月    6666        月月月月    

5/11(水) 定例会・ 都会の真中の「植物工場見学」 6/4(土) 定例会・ 品川用水を歩く 

5/17(火) 「連絡会議」（太子堂区民センター第 2） 6/21(火) 「連絡会議」（太子堂区民センター第 2） 

  

       ５５５５月の定例会月の定例会月の定例会月の定例会    ご案内ご案内ご案内ご案内 （  食と農部会 担当 ）    

   開催日時  5555 月月月月 11111111 日日日日((((水水水水))))     １０時４５分〜１０時４５分〜１０時４５分〜１０時４５分〜 

見学先： ①パソナ本社ビルパソナ本社ビルパソナ本社ビルパソナ本社ビル（千代田区大手町）および②㈱伊東屋㈱伊東屋㈱伊東屋㈱伊東屋（銀座２丁目） 

※パソナ：人材派遣会社 

植物工場の見学が、土・日・祭日は不可のため、平日としました。 

               パソナの旧社名：テンポラリーセンター 

               ５月は屋上・壁面にバラが咲き誇っているそうで、それも含めた説明付きの 

見学です。 

          ※伊東屋：明治３４年創業の文具専門店  

食と農部会の昨年度の研究テーマであった「植物工場」の見学です。 

それも大手町、銀座２丁目という東京のど真ん中にある植物工場です。 

パソナでは、出来た野菜は社員食堂に提供しているそうですが、伊東屋にはレストランがあ

り、植物工場でできた野菜をそこで食することもできます。 

     「寿司の方がいいな」という向きには、今年 11 月に豊洲に移転が 

決まっている築地市場で「寿司を堪能する」というコースも考えて 

います。        

集集集集        合：合：合：合：10101010：：：：45454545    

集合場所：コレド日本橋ビル１集合場所：コレド日本橋ビル１集合場所：コレド日本橋ビル１集合場所：コレド日本橋ビル１FFFF 入り口入り口入り口入り口    

・銀座線・東西線日本橋駅より地上に出たところにある、日本橋交差点に面した

ビルの入り口 

       ・東京駅(八重洲口)からは、徒歩約６分                         

❤ 主主主主    なななな    内内内内    容容容容        

・活動カレンダー・活動カレンダー・活動カレンダー・活動カレンダー        

・・・・部会・ＰＴ等の活動予定と記録部会・ＰＴ等の活動予定と記録部会・ＰＴ等の活動予定と記録部会・ＰＴ等の活動予定と記録    

        

「新宿御苑「新宿御苑「新宿御苑「新宿御苑    里桜観察会」（里桜観察会」（里桜観察会」（里桜観察会」（4/124/124/124/12）の模様）の模様）の模様）の模様  
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 ６月定例会 予告 （ 水部会 担当 ） 

 開催日  6666 月月月月 4444 日日日日((((土土土土))))  

 テーマ  【【【【    品川用水を歩く品川用水を歩く品川用水を歩く品川用水を歩く    】】】】    

品川用水は、昨年度の研究テーマであった「玉川上水」の分水として開削されました。 

全長 27ｋｍで江戸時代の武蔵野、三鷹、調布、世田谷、目黒、品川地区の農業用灌漑 

用水として地域に貢献しました。定例会では、水路の面影を辿ってみます。 

行程は 4 月 23 日の部会で実施の下見の結果決める予定です。  

  

    4444 月の公開部会月の公開部会月の公開部会月の公開部会・・・（緑部会）・・・（緑部会）・・・（緑部会）・・・（緑部会）    

 テーマ  【【【【多摩森林科学園『多摩森林科学園『多摩森林科学園『多摩森林科学園『サクラ保存林サクラ保存林サクラ保存林サクラ保存林』見学』見学』見学』見学        】】】】    
    

日時：日時：日時：日時：4444 月２月２月２月２6666 日（日（日（日（火火火火））））    

集合：集合：集合：集合：JRJRJRJR 高尾駅北口改札前高尾駅北口改札前高尾駅北口改札前高尾駅北口改札前    10101010 時時時時    

内容：内容：内容：内容：「桜づくし月間」第「桜づくし月間」第「桜づくし月間」第「桜づくし月間」第 3333 弾弾弾弾        これでサクラ博士になれるかも！これでサクラ博士になれるかも！これでサクラ博士になれるかも！これでサクラ博士になれるかも！        

多摩森林科学園は高尾山山麓の丘陵地にある森林総合研究所の試験林研究施設です。 

      ８ha のサクラ保存林には各地の有名なサクラや江戸時代から伝わる栽培品種等全国

から集められた２５０種、１７００本が品種交雑しないように管理育成・保存されて

います。４月下旬には八重咲きの様々な里桜が満開になります。春の草花や新緑も楽

しみながら散策しましょう。分かりやすいサクラに関する館内展示も好評。 

・参加者には【桜【桜【桜【桜    野次馬読本】野次馬読本】野次馬読本】野次馬読本】進呈     ・入園料：400 円（大人） 

 

当日直接参加も OK ですが、資料等の準備もありますので、参加予定者は杉山・井田 

までご連絡いただけるとありがたいです。 

      杉山顕一 fwhv1526＠nifty.com 

                                                井田博之 hiro-ida@a04.itscom.net 携帯 080-3400-0876 

 

5555 月の公開部会月の公開部会月の公開部会月の公開部会    予告予告予告予告・・・・・・・・・・・・（（（（地球環境地球環境地球環境地球環境部会部会部会部会＋緑部会＋緑部会＋緑部会＋緑部会））））    

 テーマ  【【【【    居住環境居住環境居住環境居住環境からからからから緑のカーテンを考える緑のカーテンを考える緑のカーテンを考える緑のカーテンを考える    】】】】    

日時：日時：日時：日時：5555 月月月月 7777 日（日（日（日（土土土土））））    JRJRJRJR 武蔵小金井武蔵小金井武蔵小金井武蔵小金井駅駅駅駅改札改札改札改札前前前前    10101010 時時時時    集合集合集合集合    

内容：内容：内容：内容：・小金井市環境配慮型研修施設（エクセルギ—ハウス）見学をとおして快適 

、省エネの居住環境を考える。 

・居住環境における緑のカーテンの効果を考える。 

・緑のカーテンの育て方のポイント。スズメウリなどのポット苗プレセント。 

・帰り道、武蔵小金井エリアの国分寺崖線の緑地を散策。 
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    前月号以降の前月号以降の前月号以降の前月号以降の    「活動報告」「活動報告」「活動報告」「活動報告」    研究部会・プロジェクトの記録研究部会・プロジェクトの記録研究部会・プロジェクトの記録研究部会・プロジェクトの記録            

①①①①    44444444 月月月月月月月月定定定定定定定定例例例例例例例例会会会会会会会会        「「「「「「「「ここここここここれれれれれれれれをををををををを知知知知知知知知れれれれれれれればばばばばばばば『『『『『『『『桜桜桜桜桜桜桜桜のののののののの博博博博博博博博士士士士士士士士』』』』』』』』ににににににににななななななななれれれれれれれれるるるるるるるるかかかかかかかかもももももももも」」」」」」」」        〈〈〈〈〈〈〈〈緑緑緑緑緑緑緑緑部部部部部部部部会会会会会会会会担担担担担担担担当当当当当当当当〉〉〉〉〉〉〉〉        

                緑部会は４月を「桜づくラリー月間」として複数のイベントを開催しますが、その皮切りで「桜・ 

野次馬読本」という 24 頁の小冊子をもとに楽しい勉強会を 4 月 2 日（土）に開催しました。植物

学上の桜の本籍地の話から桜の数々の特性、日本人と桜の係わりや面白い桜に関する雑学の数々を

紹介しました。また、４月中に実施する連続イベント「新宿御苑」と「多摩森林科学園」の紹介も

加えました。参加者 14 名  （（小小川川）） 

        桜 野次馬 読本     

こんなことを知っていれば・・・ 

野次馬程度の野次馬程度の野次馬程度の野次馬程度の    サクラの博士サクラの博士サクラの博士サクラの博士になれるかも・・・になれるかも・・・になれるかも・・・になれるかも・・・        

 

         サクラの本籍はどこですか   サクラの特性いろいろ  サクラの世界分布 日本が中心 

日本で一番多いソメイヨシノの話  桜と日本文化・日本人の関わり  桜を冠する言葉や事象 

     こいつは面白い! サクラに関する雑学集   学習会の桜調査の記録  等々 

        

     なお、定例会終了後、砧公園で「運営委員会」主催の毎年恒例の「ソメイヨシノをめでる 

桜見会」を開宴、10 名のメンバーで、丁度見頃の満開の桜の下、懇親を深めました。 

  

②②②②    平平平平平平平平成成成成成成成成 2222222288888888 年年年年年年年年度度度度度度度度通通通通通通通通常常常常常常常常総総総総総総総総会会会会会会会会                                        

4 月 16 日（土）に総会が開催されました。（出席者は 22 名、委任状は 18 名） 

  1 号議案（平成 27 年度活動報告）、2 号議案（平成 27 年度会計収支報告）と監査報告 

  があり、これらの議案が承認された。また昨年度の総会にて承認された『組織・運営体制の簡素化

方針』に基づき、この 1 年間、簡素化委員会にて検討してきた内容について、3 号議案（世田谷環

境学習会 会則）、4 号議案（世田谷環境学習会の組織及び運営体制）が承認された。引き続いて 5

号議案（代表・副代表及び役員の選任）が承認され、代表に井田博之さん、副代表に小川益男さん、

役員に杉山顕一さん、石川令子さん、筑木正彦さん、丸征司さんが選任され、新体制による 28 年

度の活動がスタートしました。11 年の長きにわたり理事長として世田谷環境学習会をけん引され

てきた丸征司さん、本当にご苦労様でした。 （加々美） 

  

③③③③    公公公公公公公公開開開開開開開開部部部部部部部部会会会会会会会会「「「「「「「「新新新新新新新新宿宿宿宿宿宿宿宿御御御御御御御御苑苑苑苑苑苑苑苑        里里里里里里里里桜桜桜桜桜桜桜桜観観観観観観観観察察察察察察察察会会会会会会会会」」」」」」」」                〈〈〈〈〈〈〈〈緑緑緑緑緑緑緑緑部部部部部部部部会会会会会会会会担担担担担担担担当当当当当当当当〉〉〉〉〉〉〉〉                

        4 月の「桜シリーズ」第 2 弾は「里桜観察会」（4 月 12 日（火））。桜の先生田山さん他 9名、 

春爛漫ソメイヨシノの散り掛かる中を散策し、華やかな八重桜の名花の数々を解説付きで堪能しま

した。午後の部は、園内アルコール持込み禁止ということで、落語「長屋の花見」のイメージで、

ささやかなつまみを並べて、荷物検査を通過した「灘の水」や「岐阜？の水」の「きき水会」も楽

しみました。次は 26 日の高尾です。（井田） 
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 ④④④④    研研研研研研研研究究究究究究究究部部部部部部部部会会会会会会会会・・・・・・・・ププププププププロロロロロロロロジジジジジジジジェェェェェェェェククククククククトトトトトトトトのののののののの記記記記記記記記録録録録録録録録                                        

部会・部会・部会・部会・    PTPTPTPT    活活活活            動動動動            内内内内            容容容容        （（（（3333／／／／11116666    ～～～～    4444／／／／11119999））））    

食食とと農農部部会会  定例部会は 4 月はお休みです。 

５月は２１日(土)予定。(毎月第３土曜日) 

ままちち部部会会  ３/１８ 部会 ①来年度活動計画確認 ②まち部会 2016 年度予算案確認 ③３月運営

委員会報告 ④情報提供：マイクロビーズ使用洗顔剤について、生分解性プラスチック

の問題、「海のプラごみ 魚より多くなる！」、ダンボール仮設トイレの組立て体験  

⑤2016 年度活動計画の具体化：テーマ「プラスチックごみによる海洋汚染」の調査

活動、ビーチクリーン活動 

次回部会は未定。 

緑緑部部会会  ・フェノロジー調査【第 1、第 3 火曜日 13:30岡本民家園集合】（4/ 5 日・19日、 

5/ 3 日・17 日）・緑部会 5/9日（井田サロン：役員改選、新年度活動計画について 

水水部部会会  3/13 部会、10-12時 於砧図書館Ｂ１集会室。①利根川について ②品川用水につ

いて③部会２８年度体制 

地地球球環環境境部部会会  ・4/12（火）部会開催（砧図書館地下会議室）、28 年度活動内容の打ち合わせ。 

・5 月の部会は、10 日（火）18時 30分～（砧図書館地下会議室）開催予定。 

学学校校支支援援  ３月 11 日～４月１５日まで活動：学校が年度末・年度初めで支援活動はお休み。 

３月 11 日に年度最後の打ち合わせ会を行い、反省、次年度活動方向、活動計画、グル

ープの体制について決めた。 

                        

_______________________________________________________________________________________________ 
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