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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  22001177・・22・・2211  №№6622  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

今後の活動 カレンダ－ 

３  月 ４  月 

３/４(土)  定例会／（連絡会）（太子堂区民 C 第４） 4/1(土)  29 年度総会／定例会（太子堂区民 C 第 1） 

３/21(火) 「連絡会」（池尻地区会館第３会議室） 4/18(火) 「連絡会」北沢地区会館第３会議室 

  4/23(日) エコアップ探検隊 春編 

 

 ３月定例会 ご案内 （ 連絡会 担当 ） 

 

 開催日時  ３月４日(土) 9 時半～１２時   太子堂区民センター第 4 会議室  

               ※集合時間はいつもより 30 分早い 9 時半です。  

 テーマ  

① 年年度度総総括括のの発発表表会会 (各部会・チームの活動報告・活動計画発表 意見交換) 

各部会・地域活動チームの来年度の活動計画を中心に発表します。他の部会・チームに 

対する日ごろ気になっている疑問・要望・提案（こんな企画・イベントをやってほしい等） 

もぶつけながら、新年度の活動計画を描きます。 

2 月に「入門講座」を終えた「新入会員」も参加されますので、部会・活動チーム PR の 

恰好の場にもなります。 

年度の仕上げです !  4 月からの新年度にも繋がります ! 

                  日頃、ご無沙汰の会員も 是非ご参加をお願いします ! 

②「「家家庭庭でで役役立立つつ救救急急救救命命体体験験」」  （10 時 45 分より約 1 時間） 

ご自宅や身近なところでの重大事故にあわてることなく余裕を持って対応できますか？ 

今回世田谷消防署のご協力をいただき、普段体験できない心肺蘇生（胸部圧迫）や、AED

の使い方を体験学習します。（無料） 

   

 

❤ 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 

エコアップ探検隊冬編（1/29） 残り火でマシュマロ焼き 
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ご予定ください ! 

 29年度 総会 は 4月 1日です!    

            日日  時時    44 月月 11 日日（（土土））  1100 時時～～    

            場場  所所    太太子子堂堂区区民民セセンンタターー  第第 11 会会議議室室                                    

                  総会資料の送付、部会・地域活動の所属登録変更等については 

3 月上旬ご案内をします。         

総総会会終終了了後後、、下下記記予予告告のの「「44 月月定定例例会会」」をを引引きき続続きき開開催催ししまますす。。  

ななおお、、「「定定例例会会」」終終了了後後もも、、例例年年通通りり春春爛爛漫漫なな自自然然のの中中でで持持参参のの弁弁当当ででもも食食べべななががららのの  

懇懇親親のの場場もも企企画画ししてていいまますす。。  

    

 

 ４月定例会 予告 （ 緑部会 担当 ） 

 開催日  ４月１日(土)   「年度総会」終了後、 引き続き開催します。 

 

 テーマ  【春爛漫 桜の話題 勉強会】 参加者には「桜野次馬読本(全面改定版」進呈 !!   

      緑部会では昨年に引き続き、新年度スタート月を「桜を見る・知る・楽しむ」月間 

として、4 月中に 3 つのイベントを展開します。 

その皮切りとして、参加者に、桜のさまざまな生態や面白そうなエピソード等を満載 

した冊子 (全面改訂版で頁数も 7 割増、更に面白くしています) にまとめたものを配布、 

簡素な解説を加える「楽しい勉強会」の機会をつくります。 

なお  4 月「桜づくし月間」では この他、公開部会として、桜に係わる複数の 

イベントを準備しています。「興味あるテーマと場所」をいつでも・どれでも・全部でも・・・ 

自由に参加できる形です。 それぞれ開催日の 10 日前には 詳しいご案内を広報します。 

 

   4/8  新宿御苑「20 種 500 本の観桜と解説」 ⇒ 本物の「桜博士」の解説付きです。 

      4/17  多摩森林科学園 「桜の保存林見学」 

⇒多品種が見られるよう、昨年よりも日程を早めました。 

 

 エコアップ探検隊 春編 予告 （ エコアップ探検隊チーム 担当 ）  

 開催日時 ： 4 月 2３日（日） 13 時〜１5 時３０分 

          ※今回は、ヨモギ団子づくりをする鎌田区民集会所が、公的使用により 

午前中は使用できないため、午後からの実施となります。 

 場所 ：  二子玉川・兵庫島 
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  テーマ ： 【【  多多摩摩川川のの春春をを楽楽ししももうう！！】】  

        二子玉川・兵庫島から宇奈根公園周辺までの多摩川を春の草花をみつけ、「春探しの  

ビンゴゲーム」を楽しむ探検です。子供達とヨモギ団子づくりも行います。 

 

 

  前月号以降の「活動報告」 部会・地域環境活動チームの報告   

① ２２月月定定例例会会  活活動動発発表表――快快適適なな暮暮ららししとと賢賢いい省省エエネネ  22//44    〈〈地地球球環環境境部部会会  担担当当〉〉  

地球環境部会が今年度の環境入門講座で使用したプログラムを、2 時間に圧縮して学習会のメンバー 

と一緒にワークショップ形式で表記のテーマを体験しました。 

定例会終了後は、今回のゴールとした身近の所での実践する 

「快適な暮らしと賢い省エネの方法」を習得し、省エネ家庭に 

なるように宣言して終了となりました。 

参加者 13 名（内部員 6 名） （中澤） 

   

② 2288 年年度度環環境境入入門門講講座座 66 日日間間    〈〈環環境境入入門門講講座座チチーームム  担担当当〉〉  

本年度の環境入門講座は昨年の 11 月 17 日に開講し、2 月 9 日の世田谷区環境計画課後藤課長の 

講演、講座全体の振り返りをもって、６回の日程を無事終了しました。受講生は 12 名、毎回積極 

的に受講していただき、4 名の方が皆勤でした。2 月 21 日現在、2 名の方から入会申込いただい 

ています。入会検討中の方もおられるので、定例会、総会などのご案内を行いフォロ－を継続します。 

（若山） 

③ 生生涯涯大大学学卒卒業業予予定定者者へへのの地地域域活活動動団団体体のの紹紹介介  11//2244    〈〈連連絡絡会会  担担当当〉〉  

表記イベントに学習会も参加し活動紹介を行った（石川、筑木）。世田谷環境学習会に興味があった 

とか、一緒に活動してみたいというような人には出くわさなかったが、皆さん各ブースで丁寧に話を  

聞いているように思えた。卒業後何等か活動してみたいという人が多いのかなという印象を受けた。  

なかなか入会とまではいきませんが、それなりの人達の集まる場ですので、今後も続けてこのイベン  

トには参加すべきかと思いました。 （筑木） 

 

④ エエココアアッッププ探探検検隊隊  冬冬編編      〈〈エエココアアッッププ探探検検隊隊緒緒チチーームム  担担当当〉〉  

1 月 29 日 エコアップ探検隊・冬編「冬芽の観察と花炭、焼き芋体験」を羽根木公園プレーパーク

で行いました。(参加者：17 家族 48 名 内子供 23 名) 

珍しく参加者からのキャンセルもなく、快晴のもと参加者共々エコアップ探検隊・冬編を楽しむこ

とができました。 

松ぽっくりなどの材料を缶につめる花炭造り及びさつまいもを新聞紙などで包む焼き芋造りの準備

の後、冬芽の探検に出発。羽根木公園内のアジサイ・コブシ等の冬芽・葉痕を約 1 時間観察。 

 その間に花炭および焼き芋は見事に焼きあがっており、参加者には美味しい焼き芋を味わって頂き 

ました。また、今年も「マシュマロ」を残り火で焼き、非常に好評でした。 （丸） 
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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  （1／18～2／21） 

食食とと農農部部会会  2/11（土） 部会開催 新年度の活動内容について検討した。 

ままちち部部会会  次回部会は２月２４日(金）14 時～16 時に消費生活課活動室です。 

生分解性プラスチックの勉強会なども行いますので、関心のある方はご参加くださ

い。 

緑緑部部会会  ・2/7 フェノロジー調査（次回 2/21）―岡本緑地（バッタ広場）の植物調査 

・2/13 部会（13:30～井田サロン）来年度活動計画について検討した。 

水水部部会会  1/28(土)10-12 時於北沢地区会館第 4 会議室にて部会開催。①入門講座（水担当

1/12）の振り返り～概ね受講者の反応は良かったが、反省点も有った。②29 年度

の活動のアイデア③29 年度体制～若山部会長、筑木副部会長、森崎副部会長となる。

④次回部会：2 月 19 日（日）10 時於砧図書館 B1 第１会議室 

地地球球環環境境部部会会  ・2/14 日定例部会（砧図書館第 1 会議室）次年度の活動について打ち合わせ。 

・次回定例部会 3/15（水）（砧図書館第２会議室 18:30～）。 

エエココアアッッププ  

探探検検隊隊  

1/22（日）  エコアップ探検隊・冬編下見を実施。 

1/29（日） エコアップ探検隊・冬編本番を実施。 

学学校校支支援援  1/15～2/18 の活動報告 ３つの学校で５回の支援活動（玉堤小：２回、多聞小２

回東玉川小１回）延べ対象生徒:371 名、延べスタッフ:32 名。２月 17 日には多聞

小でふれあい給食会があり、我がチームやＰＴＡの方々が参加した。 

環環境境入入門門講講座座  2/9(木)最終日、受講生７名。世田谷区環境計画課後藤課長にご講演いただいた。そ

の後、参加者による意見交換などほぼ予定通りに行い６日間の全カリキュラムを無事 

終了した。受講生の反応は、おおむね好評であった。当日欠席の受講生５名には講座

資料、入会申込書を送付した。2/17(金)現在、２名の入会申込をいただいている。 
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