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今後の活動 カレンダ－ 

7  月 ８  月 

7/1(土)～2(日) 定例会 夏の合宿 篠原の里に遊ぶ ８/6(日) エコアップ探検隊 夏編  

7/18(火) 「連絡会議」（太子堂区民センター第 2） ８/12(土) 夜の芦花公園探検隊 

  8/15(火) 「連絡会議」（太子堂区民センター第 2） 

◎ 追追加加申申込込  がが  出出来来るるよよううににななりりままししたた  ! 

 夏季合宿 7月の定例会 のご案内   

７月 1 日（土）～2 日（日） 山村体験  篠原
しのばら

の里
さと

に遊ぶ 

 

  今年の「夏季・学習会合宿」は相模湖至近の山あいの小さな集落にある「篠原
しのばる

の里
さと

」で実施します。 

現在 10 名を超える申し込みで、既に 17 日で参加者募集は終えていますが、下見の結果、施設の 

「追加枠」が頂けたので、未申込みの方でご希望者は、6/22 までに担当者(丸・井田・小川のいずれか)

にご連絡下さい。       

  合宿態様  廃校になった学校を改造した施設。宿泊は畳敷きの教室跡ですが、諸設備は完備、

清潔な寝具、風呂はありませんがシャワールームあり。自炊施設も本格的で冷蔵

庫・レンジ・食器類も数多く備えられ、食堂も地元産の材木で作られています。 

  費  用  今回は廉価もテーマ。5,000 円でおつりがきます。 

 (交通費・宿泊・多彩な食材を駆使の食費等、すべての費用です)   

  持ちもの  洗面道具・帽子・タオル・着替え程度。 ・初日の昼の弁当。 

食  事  当日の夕食・翌日の朝食、帰路でのおにぎり程度の昼食は自炊にて提供予定。 

なお、酒類等の持ち込みは可ですが、準備はしません。自己調達・持参とします。 

        食事は区内の「子供食堂」のメニュの試食をはじめ、諸々の話題込みの美味しい 

食材をたくさん準備します。<:現地調達の有機野菜、自家栽培や話題になる食材、 
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会員の援農ボランティアの土産の新茶やサクランボ等も調達予定>          

合宿行程  概ね、下記を予定していますが、現地の状況で変更の可能性もあります。参加者で 

      いろいろ「チームを組んで役割分担」で楽しみたいと思います。余程の雨天でない 

限り実施。車の分乗など、詳細は参加者最終確定後、26 日頃までに通知をします。 

 

1日(土) 

9時 区内の夫々の集合場所からスタート。途中、津久井湖で合流。 

   10時半 現地着  施設周辺散策 「里の市」等見学  昼食 

13時 里山や里地の「散策」「室内研修?」 

17時以降 

・全員で夕食等準備  ・夕食  ・ホタル狩り ・懇親会  

・10分間の「面白ろスピーチ」…当日と翌朝に分けて 4～5題   

「在外公館の裏話」「アブダビの余話」「茶摘み援農」「子供食堂」・・・。 

「茶摘み援農」の茶や「サクランボ援農」の佐藤錦を試飲・試食します。  

2日(日) 

6時 希望者 早朝の登山等 集落散策  

7時半 朝食  10分間面白ろスピーチ 

9時 自由散策または藤野園芸ランド等(現地の状況でご相談。希望者はブルー

ベリー狩りもあり) 

 *当日は東京都議選もあるので、市民の当たり前を前提に「早い帰着」を 

予定しています。     ・現地発 13時台  帰着 16時まで  

 エコアップ探検隊 夏編 予告 （ エコアップ探検隊 担当 ） 

 開催日  ８月６日（日） 18：00～20：30 

 テーマ  【 セミの羽化と夜に咲くカラスウリの花の観察 】 

  昨年に引き続き、「砧公園」で「セミの羽化と夜に咲くカラスウリの花」を観察するエコアップ

探検隊・夏編を実施します。  

    下見：７月３０日(日)  １７：００ 大蔵地区会館 集合 (打合せ後現地下見を行います。）       

本番：８月６日(日)   １７：００ 総合運動場 会議室兼軽運動室 集合     

   ※ 後刻、スタッフ募集を行いますのでよろしくお願い致します。  (丸) 

 

 夜の芦花公園たんけん隊 予告   （ 烏山班  担当 ） 

 開催日   ８月１２日（土） 18：00～20：30  

 テーマ  【 セミの羽化と夜に咲くカラスウリの花の観察 】 

「夜の芦花公園たんけん隊」は、世田谷環境学習会・烏山班と地元の NPO 法人「芦花公園花 

の丘友の会」が結成する実行委員会に粕谷児童館・粕谷図書館が協力して、エコアップ探検隊・ 

夏編と同じプログラムで、芦花公園で実施しているイベントです。今年で 9 回目となります。 

粕谷児童館の改修も終わりましたので、再び粕谷児童館にて実施します。  

  下見：８月 5 日(土) 、  本番：８月１2 日(土) 17：00 粕谷児童館集合   (丸) 
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外外部部イイベベンントトへへのの参参画画予予定定    

「夏休み多摩川教室」(水部会担当) 

目的：多摩川の沿川に住む小学生等を対象に、夏休みを利用して多摩川とさまざまな形でふれあう

ことによって、多摩川に興味を持ってもらう。 

開催日時：７月２５日（火）、２６日（水） 午前１０時～午後３時 

     ※前号でお知らせした開催日が変更となり上記になりました。 

会場：二子玉川河川敷（川崎市側） 

最寄駅は田園都市線二子新地前、または二子玉川 

主催：多摩川流域協議会 

 

スタッフ募集！！ 子供たちに水質検査（パックテスト）を体験してもらい、川の水質について 

レクチャ－します。水部会以外の方にもスタッフとして参加をお願いします。 

これを機会に「水」もレパ－トリ－に加えていただけると嬉しいです。 

半日でも結構ですので、参加可能な方はご連絡ください。 

７月２２日（土）開催の部会で、パックテストの実習、レクチャ－についての 

検討など事前勉強会を行う予定です。 

連絡先：若山  yu-wakayama@msd.biglobe.ne.jp 

スタッフとして参加いただける方は６月３０日（金）までにご連絡ください。 

 

        「 おしらせ・・・」  

「「「省省省エエエネネネポポポイイインンントトトアアアクククシシショョョンンン」」」ののの参参参加加加者者者募募募集集集中中中                      

        ～～電電気気・・ガガスス使使用用量量をを削削減減ししてて区区内内共共通通商商品品券券をを GGEETT ししよようう！！  

世田谷区環境計画課では「省エネポイントアクション」の参加者を募集（6～10 月）しています。 

興味のある方は、募集要項を検討の上応募してください。 

  

「省エネポイントアクション」については、下記ＵＲＬをご覧ください。 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/126/1898/1899/824  

/d00146119.html 

  

  前月号以降の「活動報告」 部会・地域環境活動チームの報告   

①66 月月定定例例会会  「「夏夏鳥鳥のの声声をを聞聞ききにに行行ここうう」」  〈〈緑緑部部会会  担担当当    

6 月 12 日（月）裏高尾（日影沢）で夏鳥の声を聞いて来ました。初夏の新緑を 

楽しむ森林浴も兼ねながら、谷合の緩やかな林道をゆっくり歩きながら、ヒガラ、 

キビタキ、オオルリ、クロツグミ、サンコウチョウ、ホトトギスなど 12 種の 

さえずりを斎藤講師の案内・解説つきで楽しみました。 

さらに梢でさえずるクロツグミ、ヒガラの姿もウォッチング。路傍のサイハイラン 

やミヤコワスレも爽やかで美しく、感動ものでした。参加者 8 名（内緑部会 6 名） 

                                  (杉山)  

mailto:yu-wakayama@msd.biglobe.ne.jp
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/126/1898/1899/824
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② 武武蔵蔵丘丘小小学学校校    「「ヤヤゴゴ救救出出大大作作戦戦」」    

烏山地域で活動している団体『みずとみどりの会』からの要請により、5 月 20 日（土）午後、 

武蔵丘小学校の膝下位まで水が抜かれたプールで、「ヤゴ救出大作戦」を行いました。 

親子約５０名の参加者は、プールに入り、楽しそうにヤゴ救いを行い、ヤゴの観察を行いました。 

学習会から 2 名がスタッフ参加しました。 (丸)   

 

③ 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  （55／／1177～～66／／2200） 

食食とと農農部部会会  5/20 ５月度定例部会開催 

6/10 ６月度定例部会開催 

ままちち部部会会  5/19 部会 ①報告 ・5 月連絡会 ・海洋ごみのマイクロプラスチック最新情報 

・実習実験講座「改めてプラスチック」(5/19)に参加して ・地震大火災について 

  

＊次回の部会予定：6 月 30 日午後 2 時～4 時、消費者団体連絡コーナー 

 

緑緑部部会会  ・6/12 定例会「夏鳥を聞きに行こう…高尾・日影沢」（下見 3 名・本番 8 名） 

・6/6 バッタ広場植物調査（次回 6/20・7/4・7/18） 

・7/1～2 定例会「体験合宿…神奈川県・篠原の里」 ・7/10 緑部会 

水水部部会会  ５／２８（日）部会開催（砧図書館にて）。夏休み多摩川教室、その他打合せ。午後

は川崎市の二ヵ領用水、久地円筒分水の見学会を行った。６／１（木）夏休み多摩川 

教室の事務局主催打合せ参加。６／１８（日）部会開催（砧図書館にて）。夏休み多

摩川教室の詳細打合せ。中止となった品川用水歩きの実施については、当面保留とし

た。 

地地球球環環境境部部会会  6/13（火）部会開催（砧図書館地下会議室）、個人活動の中間報告。9 月定例会「ゼ

ロエネルギー住宅見学」の準備検討。7/15 子供環境イベント（於成城ホール）への

イベント出展「身の周りの温度探し」の準備打合せを行った。次回部会 7/5（火） 

学学校校支支援援  ５／１１～６／１７の活動実績：５つの学校で延べ８回の支援活動を行った。 

等々力小３回、久原小２回、東玉川小１回、九品仏小１回、西六郷小１回で 

参加者は延べ６１名。 対象生徒数は延べ７９３名。 

環環境境入入門門講講座座  7/5 キックオフミーティング実施。2017 年度環境入門講座の概要を確定した。

11/1,15,29、12/6,13,20 の各水曜の午後（原則）に実施予定。リーダー：杉山 

現在、案内チラシの裏面のカリキュラムのテーマ・学習の内容を各部会で確定中 

（7 月末期限） 
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