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今後の活動 カレンダ－ 

10  月 11  月 

10/1(土)  定例会/都会の樹木ウォチング入門 11/5(土)  定例会/ 品川用水第 2 弾 

10/18(火) 「連絡会議」（太子堂区民センター第 2） 11/15(火) 「連絡会議」（太子堂区民センター第 3） 

9 月公開部会「隅田川クルージング」のご案内 

日時：９月２５日（日） （主催：水部会  担当：筑木さん） 

集合：浅草吾妻橋ふもとの水上バス乗り場前へ１３時３０分（銀座線浅草駅出口４） 

行程：浅草 - 日の出桟橋（乗り換え）－お台場海浜公園又はパレットタウンへ。 

お台場で無料巡回バスによるお台場見学などを経て残暑納涼会を実施。 

残暑納涼会（お台場見学後）：１６時３０分、くいもの屋わん（デックス東京ビーチ店） 

費用：クルージング＝１２６０円、残暑納涼会＝４０００円程度 

 

参加希望者は、前日迄に筑木さん（yamakantsu@jcom.zaq.ne.jp）にご連絡ください。

既に連絡済の方は不要です 

  

 １０月の定例会 ご案内 ( 緑研究部会 担当 )  

開催日 １０月１日（土） 10 時～12 時半    

 会 場   林試の森公園   

集合：東急目黒線（都営三田線・東京メトロ南北線）武蔵小山駅改札前 10 時 

 テーマ  【 都会の樹木ウォッチング入門 】  

街や森を歩いているとき。あの木の名前が分かったらなぁ～・・・そんな風に思ったこと

ありませんか？ 樹木の名前やいわれが分かると、いつも歩いている街や森の違った姿が

見えてきます。 今回は林業試験場時代の見本樹がそのまま残され都内でも屈指の巨樹や

珍しい海外の樹木もある都会のオアシス「林試の森公園」で代表的な樹木を中心に名前や

その特徴、人との関わり方などを見て歩きます。鳥のさえずりや花など初秋の自然も楽し

みながら・・・  終了後はランチ懇親会を予定しています。 

❤ 主 な 内 容  

・活動カレンダー  

・部会・活動チームの活動予定と記録 

・「お知らせ」 

9 月定例会「プラスチック問題は今…」 
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       問合せ先：杉山 080-5183-8253  fwhv1526@nifty.com 
  
※ 「樹木案内資料」を配布しまので、参加予定の方はご一報くださると助かります。 

 

 

 １1月定例会 予告 （ 水部会 担当 ） 

 開催日  11 月 5 日(土)  9 時半～11 時半 

集合場所  烏山区民センター前（予定） 

 テーマ  【品川用水第 2 弾 概要説明と面影辿り歩き 】 

前回の桜新町近辺探索に続き、今回は千歳烏山～千歳船橋～農大前間の品川用水の面影を辿り

ます。歩き（一部区間バス利用）の前に品川用水概要についての講義を行います。 

 

 

 エコアップ探検隊 秋編 予告 （ エコアップ探検隊 担当 ） 

 開催日  11 月 27 日(日) １３時〜１６時   

  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 20 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 】 

 

西側公園で自然観察を行い、その後どんぐり笛・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。  

チーム 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、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が、その日程は 

追ってお知らせいたします。  こちらにもぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

外部イベントへの参画  

●「世田谷くらしフェスタ 2016」に出展します！（まち部会担当） 
     １１月６日（日）午前１０時半～午後３時、世田谷区三軒茶屋分庁舎３階･５階にて開催予定。  

     まち部会は、５階オリオンにて「プラスチックごみによる海洋汚染」をテーマにした展示をし、  

     海ごみが私たちの身近な問題であることを伝えたいと思います。他の団体による小型家具の  

     無料配布･骨密度測定･川場村の物産販売などもありますので、是非お立ち寄りください！ 
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●鎌田児童館主催「もったいないフェスタ」 

     ・開催日： 10 月 15 日（10:00～準備、13:30～16:00 本番） 

     ・会 場：鎌田区民センター2F 鎌田児童館 

＜主旨＞  鎌田児童館が主催する子供達と「環境やリサイクル」を考えるイベントで 、我々 

     の他、数団体が協賛参加しています。  

＜内容＞  世田谷環境学習会としては、今年で 5 回目の出展となります。 

「食と農部会」がフードマイレージや食品ロスについて子供たちに分かりやす

く説明するコーナーと、「緑部会」が木の実の工作や押し花など子供達に楽しん

でもらうコーナーを担当します。 

 

●登録団体 PR イベント～市民活動体験喫茶パオ～ 

     ・開催日：10 月 15 日（土）～16 日（日） 11:00 ～ 18:00 （予定―詳細は後程）   

・会 場：三軒茶屋 キャロットタワー３階 市民活動支援コーナー  

＜主旨＞ 市民活動支援コーナーに登録している団体が、新しい仲間との出会いの場として 

 活動を PR したり、活動の成果を発表する場として企画されたイベントです。 

＜内容＞ 展示コーナーでは「環境学習会」の活動紹介をはじめ、11 月から始まる「環境入 

 門講座」のチラシを配布し、受講者を募ります。 

  

 

 前月号以降の 「活動報告」 研究部会・地域活動チームの記録   

 ① 99 月月のの定定例例会会  「「ププララススチチッッククごごみみ問問題題はは今今・・・・・・」」  〈〈ままちち部部会会  担担当当〉〉  

        パワーポイントや DVD「人工の海」、お台場海浜公園で採取した微細プラスチックを見て 

    もらい、今プラスチックごみによる海洋汚染が考えていた以上に深刻になっている実態や 

    原因、問題点を伝えた。その後、「使い捨て生活を見直す」「マイクロプラスチックを回 

    収できないのが問題」「そこまで知らなかったので大変役になった。」など、意見を聞か 

    せてもらった。アンケートでは、全員から「非常に良かった」の評価をいただき、「プラ 

    スチックごみについて様々な重大な問題があることを知る貴重な機会でした」「今日のテ 

    ーマについて、さらに研究を続けてください」などいただき、まち部会として海ごみ問題 

    啓発活動の必要性を実感させられた。参加者 12 名（まち部会外 7 名）   （渡辺）     

 

② 研研究究部部会会・・地地域域活活動動チチーームムのの記記録録          

部会・ チーム 活   動   内   容  （8／17 ～ 9／20） 

食食とと農農部部会会  9/17 定例部会開催。講座内容の最終検討を行う。 

 

ままちち部部会会  8/12 世田谷区清掃･リサイクル部訪問 環境入門講座講義について相談 

8/18 都庁訪問 水環境課・風間氏と海ごみ問題のデモについて面談 

8/26 部会、まち部会担当 9 月定例会･環境入門講座打合せ 

9/3 まち部会担当定例会実施、部会 

地地球球環環境境部部会会  ・8/23 日定例部会（砧図書館第 2 会議室）ゼロエネハウスシンポジュウムの報告 

環境入門講座の内容検討、「環境楽習館」の冷涼調査の報告。次回定例部会 9/26 
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緑緑部部会会  ・8/16 フェノロジー調査（次の予定 9/20・10/4・10/18・11/8） 

・緑のカーテン冷涼効果測定：予定校計測完了、結果纏め分析中 

・9/26 緑部会（講座準備）・10/1 定例会「都会の樹木ウオッチング入門」 

・10/15「もったいないフェスタ」参加（鎌田児童館） 

・10/15～16「登録団体 PR イベント」参加（キャロットタワー） 

水水部部会会  8 月の部会は中止。9/4 品川用水歩き下見実施：8 名参加。9:00～11:40 烏山区

民センター⇒千歳烏山駅⇒粕谷村地蔵尊（徳富蘆花水汲み）⇒水無川交差⇒東京テ

ラス⇒塚戸十字路⇒千歳船橋駅ガード下（築堤面影）⇒千歳通り（玉石垣、木橋跡

等）⇒東京農大前⇒石田水車跡⇒桜新町。次回部会 9/18（日）10 時砧図書館 

学学校校支支援援  ８/１３～９/１７の活動報告：二校で計二回の支援活動を行った。玉堤小で一回、

西六郷小で一回。述べ対象生徒は１５２名。述べ参加者は１４名。いよいよ二学期

が始まりました。既に昨年二学期並みの３３回の支援予定が決まっています。 

 

    「おしらせ・・・」  

 

 ●男女共同参画センター「らぷらす」が、10 月 1 日より下記に移転します。 

       移転先：太子堂 1-12-40 グレート王寿ビル 3～5 階（昭和女子大前） 

       新連絡先：TEL  03-6450-8510    FAX   03-6450-8511 

 

      （9/30 までは従来通り：TEL 03-5478-8022、FAX 03-5478-8026） 
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