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今後の活動 カレンダ－ 

12  月 1  月 

  1/14(土)  定例会／（食と農）（太子堂区民センター第 4） 

12/20(火) 「連絡会」（太子堂区民センター第３） 1/17(火) 「連絡会」（池尻地区会館第３会議室） 

  １/29（日） エコアップ探検隊 冬編 

 

 １月定例会 予告 （ 食と農部会 担当 ） 

 開催日  1 月 14 日(土) 

場所   太子堂区民センター 第 4 会議室  

 テーマ  【研究課題の発表】 

本年度の研究課題である「じゃがいもの話」及び「遺伝子組み換え食品－その 2」について、 

発表予定。 

 

 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。  

 

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」（環境入門講座） 

「世田谷くらしフェスタ 2016」（11/6）に 

まち部会が出展 
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 エコアップ探検隊 冬編 予告 （ エコアップ探検隊 担当 ） 

 開催日  1 月 29 日（日） １３時〜１６時   

  場所   羽根木プレーパーク 

 テーマ  【【  冬冬芽芽のの観観察察、、花花炭炭・・焼焼きき芋芋作作りり体体験験  】】 

松ぼっくり・木の実・竹などを使って「花炭」や「焼きいも」造りをして楽しみます。 

     また、焼ける間に、羽根木公園内の春を迎える前の「冬芽」の観察などをおこないます。 

 

  前月号以降の 「活動報告」 部会・地域環境活動チームの報告   

①①  11１１月月のの定定例例会会  「「品品川川用用水水第第 22 弾弾  面面影影辿辿りり歩歩きき」」  〈〈水水部部会会  担担当当〉〉  

11 月 5 日、とても良い天気で気持ちよく品川用水の面影をたどりました。まず最初に、烏山区民

センターにて加々美さんから品川用水の概要の説明を受け、十分な基礎知識を得たうえで世田谷通

り農大前の北見橋跡まで面影をたどりながら歩きました。参加者 10 名、12:40 に終了しました。 

                                        （高橋） 

② 「「世世田田谷谷くくららししフフェェススタタ 22001166～～未未来来ののたためめにに暮暮ららししをを見見直直そそうう」」出出展展（（ままちち部部会会  担担当当〉〉  

11/6 開催の上記イベントには４年目の出展。9/3 実施した定

例会にて研究発表した「プラスチックごみ問題は今…」を元に

出展。DVD[人口の海」を随時放映して、海ごみの実態を知って

もらったり、自分たちでお台場海浜公園へ行って収集した砂の

中のプラスチックごみの分析調査の結果などを説明。「プラスチ

ックスープの海」を読んだり、新聞記事収集、都庁水環境課訪

問、メンバー独自の講演会参加・プラスチック分析など、部会

の研究の成果を展示を通して、来場者に伝えることができて楽

しかった。今年もスタンプラリー形式の効果もあり、沢山の方々 

が立ち寄ってくれ、様々な反応に手ごたえを実感した。 

スタッフ参加は６名(うち水部会 1 名）。（渡辺） 

③ 「「都都立立蘆蘆花花高高校校 11 年年生生＜＜防防災災授授業業＞＞へへのの協協力力    

昨年度に引き続き、世田谷ボランティア協会より上記の協力依頼（11 月 4 日、11 日、18 日の 3 

日間)があり、会員に協力を呼びかけ、参加（延べ人数 5 名）した。4 日に参加された方から「高

校生になれば、自助をクリアーして、共助で活躍できることに芽生えてくることが目に見えて頼も

しく思う。今年の（４日）生徒は参加意識、体験意欲があって支援のやりがいがあった。」と感想を

いただいた。今年は日本の各地で大地震が起こり、このような地域の高校生の防災体験授業が大事

だと実感しました。 （渡辺）  

 

 

DVD[人工の海」(10分） 

は老若男女に効果的！ 
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④ 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  （10／19～11／14） 

食食とと農農部部会会  １0/22 10 月度定例部会（環境入門講座 第 1 日目の内容検討を行った。） 

 

ままちち部部会会  11/6  世田谷くらしフェスタ 2016 出展 

 

緑緑部部会会  ・10/17 緑部会開催：環境入門講座２日目スケジュール、内容検討、国分寺崖線自

然観察コースの２回目下見 11/22 予定 

・10/18,11/1 フェノロジー調査実施（次の予定 11/15） 

水水部部会会  部会 10/30 10-12 時。於砧図書館 B１会議室。①11/5 定例会の進め方確認 ②入

門講座（1/12）の役割分担の決定。下見は 12/18(土)午後（部会終了後）、場所確

保③次回部会予定：11/26(土)砧図書館 B1 第 2 会議室。次々回 12/18(日)予定 

地地球球環環境境部部会会  ・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 

 省エネポイントアクション 夏の省エネ「グループ」活動の応募報告内容の報告 

次回定例会 12/14（水）、次々回定例会 1/11（水） 

エエココアアッッププ  

探探検検隊隊  

11/13(日)エコアップ探検隊・秋編 クリスマスリース用ツルの採集作業を行った。 

 

学学校校支支援援  10/15～11/11 の活動報告。５校の学校で計７回の支援活動をおこなった。多聞

小：３回、等々力小、東玉川小、玉堤小、代沢小：各１回。延べ対象生徒数：５８１

名。延べスタッフ参加数：５１名。 

環環境境入入門門講講座座  10/25(火)第４回打合せを行い、応募者向け案内その他の準備について詳細を取り 

決めた。 11/10(木)応募締め切り。応募者数は１６名。11/11(金)応募者宛に案内

文を発送した。 

   

   「おしらせ・・・」  

いいよよいいよよ環環境境入入門門講講座座がが１１１１月月１１７７日日よよりり始始ままりりまますす。。  受受講講生生募募集集はは１１１１月月１１００日日にに締締めめ切切りりまま

ししたたがが、、おおかかげげささままでで 1166 名名のの応応募募ががあありりままししたた。。皆皆ささままののごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  

ななおお会会員員のの皆皆ささままはは傍傍聴聴受受講講ががででききまますす。。積積極極的的ににごご参参加加くくだだささいい。。参参加加いいたただだくく際際はは、、資資料料準準

備備のの都都合合ががああるるののでで、、講講座座担担当当部部会会のの部部会会長長にに事事前前にに連連絡絡ををおお願願いいししまますす。。  

    

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 
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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 


