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今後の活動 カレンダ－ 

1１  月 12  月 

11/5(土)  定例会/ 品川用水第 2 弾 12/20(火) 「連絡会」（太子堂区民センター第３） 

11/15(火) 「連絡会」（太子堂区民センター第 3）   

11/27(日) エコアップ探検隊 秋編   

 

 １１月定例会 ご案内 （ 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2F(烏山まちづくりセンター活動フロアー) 

 テーマ  【 品川用水第 2 弾 概要説明と面影辿り歩き 】 

まず、9:30 から品川用水についての全般的な講義を行います。基本知識を得た後 

10:15 頃区民センターを出発し、千歳烏山駅～粕谷村地蔵尊（念仏堂）：徳富蘆花の 

水汲み場～水無川～塚度十字路～（バス利用）～千歳船橋ガード下～千歳通りの玉石垣 

と橋の面影～農大前（世田谷通り）間の品川用水の面影を辿ります。11:30 頃農大前あ 

たりで解散予定です。その後、反省会を実施致します。 

連絡先：高橋健（akiko52@tune.ocn.ne.jp 03-6753-3089） 

 

 エコアップ探検隊 秋編 ご案内 （ 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。  

 

❤ 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」（環境入門講座） 

9 月定例会「都会の樹木ウォチング入門」 
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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。 

  

※クリスマスリース用つるの採集を次の日程で行います。ご都合のつく方はご参加ください。 

・日程：１１月１３日(日) 

・集合時間・場所：１３:００ 田園都市線二子玉川駅改札口 

 

 

 

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） 
     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！  

                                            

● 「都立芦花高校１年生＜防災授業＞への協力 」募集！ (まち部会）  

    今年度も引き続き、世田谷ボランティア協会より協力依頼がありました。 

    日 時/ 11 月４日（金）、11 日（金）、18 日（金）の 12:15～15:00 頃  

       ※このうち、1 日でも参加可 但し急なキャンセルをしないようにお願いします。 

    場 所/ 芦花高校～近辺の公園  

    対 象/ 高校 1 年生、240 名(6 クラス)  

    協力内容/2 クラスずつ３班に分けた生徒に付き添い、班ごとに『マンホールトイレ組立て体験』  

    のため、芦花高校周辺の公園などへ移動の際の安全管理の補助、時間管理、進行の補助など。 

    関心のある方・やってみたい方は、10 月 24 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  

   

  前月号以降の 「活動報告」 部会・地域環境活動チームの報告   

① 1100 月月のの定定例例会会  「「都都会会のの樹樹木木ウウォォッッチチンンググ入入門門」」1100//１１  〈〈緑緑部部会会  担担当当〉〉  

旧林業試験場の見本林の跡地である林試の森公園では、里山の名残のクヌギ・コナラ、建物の柱・ 

梁として有用なスギ・ヒノキ、家具材・器具材としても利用されるケヤキ、ムクノキ、エノキ、 

立派な並木をつくるプラタナス（鈴懸の木）、神社で見られるクスノキの大木など様々な街の木が 

見られます。こうした木々たちを、クスノキから取れる樟脳がセルロイドの原材料として輸出さ 

れ明治政府の海軍を下支えたなどの、人との関わりをはじめ、植物としての生き残り戦略、各樹 

木の特徴や見分け方などウォッチングしてきました。心配された雨にも降られず快適な初秋の気 

候の中、9 名（内緑部会 5 名）が参加しました。 （杉山） 
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② 99 月月公公開開部部会会  「「隅隅田田川川ククルルーージジンンググ」」  〈〈水水部部会会  担担当当〉〉 

9 月 25 日隅田川クルージング第二弾をおこないました。公開部会の案内が遅れこともあり水部 

会だけのメンバー（9 人）の参加となりました。今回は浅草から隅田川を下り、日の出桟橋経由 

でお台場海浜公園までのクルージングでした。吾妻橋から始まり、蔵前橋、両国橋、隅田川大橋、 

今や開かずの勝鬨橋、最後レインボーブリッジまで 15 の橋をくぐりました。陸に上がり、お台 

場をぐるりと一周して残暑納涼会で終了でした。 （筑木） 

③ ももっったたいいなないいフフェェススタタ    

 10 月 15 日(土)（13:30〜16:00）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５回 

目の出展となりました。次の内容のコーナーを担当しました。   

① 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  

② 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、用意し

た材料がなくなるほどの来場者がありました。参加スタッフ 7 名 （丸） 

④ 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//1155,,1166    

 三軒茶屋の「大道芸」イベント開催に合わせて、毎年キャロットタワーの市民活動支援コーナー 

 で登録団体の活動 PR や新しい仲間の勧誘の場があります。学習会は「当面の推奨」として「環 

境入門講座」受講者募集、子供向けに「エコアップ探険隊秋編」の紹介を主眼にしました。 

体験ブースでは初めての試みとして「びわ茶」をふるまって 

講座勧誘をしたところ 35 名が話を聞いてくれ、この場での 

講座申込が過去にない 4 名を数えました。子供達が自然に 

親しむキッカケとした「押し花工作」には 97 名が参加して 

くれました。2 日間で延べ 6 名でイベント対応をしました。 （小川） 

                       （小川） 

 

⑤ 部部会会・・地地域域環環境境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  （9／21～10／18） 

食食とと農農部部会会  9/17(土) ９月定例部会…環境入門講座の内容検討及びイノシシ肉の調理研究・ 

試食を行った。 

10/22(土) １０月定例部会…環境入門講座第１日目の内容最終検討予定。 

ままちち部部会会  9/7 世田谷くらしフェスタ 2016 説明会出席 

10/14 部会 世田谷くらしフェスタ打合せ・環境入門講座・芦花高校防災授業へ

の協力依頼の打合せ 

地地球球環環境境部部会会  ・9/26 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 

環境入門講座のカリキュラム内容検討、 

・10/14 定例部会（砧図書館第 2 会議室）環境入門講座スケジュール・内容検討 

緑緑部部会会  ・9/26・10/17・11/14 緑部会：環境入門講座２日目スケジュール、内容検討 

・10/4 講座観察コース１回目下見・11/22 コース２回目下見 

・10/7 フェノロジー調査実施（次の予定 10/18・11/8） 

・10/15 鎌田児童館「もったいないフェア」出展 
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水水部部会会  9/18(日)部会。10-12 時於砧図書館第 2 会議室。①9/4 実施の品川用水歩きの結

果報告（8 名参加）。②11/5 定例会では,歩く前に講義実施（加々美さん講師）バ

ス利用もする。③入門講座（1/12）基本は前年同様の旨確認。 ④隅田川クルー

ジング（9/25）。⑤夏休み多摩川教室でのアンケートについて。 

⑥次回部会：10/30(日)10 時砧図書館第 2 会議室（予約済）。 

学学校校支支援援  9/18～10/15 の活動実績。５校で１１回の支援を行った。九品仏小２回、東玉川

小５回、等々力小２回、奥沢小１回、多聞小１回。対象生徒数延べ 812 名、他に

父兄さん多数。参加支援者延べ７４名。 

環環境境入入門門講講座座  ８/３１第１回打合せを行い、今年度の入門講座開催準備を開始した。10/1 より 

受講生募集開始。チラシ配布のほか、ＨＰで案内、応募受付中。登録団体ＰＲ 

イベントなどでも勧誘。10/25(火)第４回打合せを行い、細部確認の予定。   

    「おしらせ・・・」  

環境入門講座が１１月１７日より隔週木曜日に開催されます。 現在応募者募集中。 

１０月１５日現在の応募状況は７名、定員の１５名を目指して、会員の皆さんの友人、 

知人の方々へ積極的な勧誘をお願いします。募集は 11/10（木）まで。 

    

 

 ______________________________________________________________________________________________  
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開催日時 講座のテーマ 学習の内容 会 場 

 

１１月１７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 

 

１２月 １日 (木) 

（１３時～１６時半） 

 

 

世田谷のみどりを 

知る・観る・楽しむ 

 

・世田谷の貴重な緑－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 

 

岡本民家園 

 

１２月１５日 (木) 

（１３時～１６時半） 

 

ごみの行方、 

資源回収を知ろう 

・清掃工場、ペットボトル・リサイクル工場見学 

・「古紙、プラスチックなど資源回収」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 

 

１月 １２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 ２６日 (木) 

（１３時～１６時半） 

 

地球環境を 

守るために 

・地球環境問題概論 

・快適な暮らしとエネルギー 

・ミニワークショップ                  

 

らぷらす  

研修室 

 

２月 ９日 (木) 

（１３時～１７時） 

 

 

関連講演会、講座

５日間のまとめ 

 

・講演：世田谷区の環境政策について 

                 （区・環境計画課課長） 

・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 

 

らぷらす  

研修室 


