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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・・77・・1188  №№6677  

  

  

  

  

 

今後の活動 カレンダ－ 

8  月 9  月 

８/6(日) エコアップ探検隊 夏編  9/2(土)～3 (日) 公開部会 三芳村援農体験 

８/12(土) 夜の芦花公園探検隊 9/9(土) 定例会 ゼロエネルギー住宅見学会 

8/15(火) 「連絡会議」（太子堂区民センター第 2） 9/19(火) 「連絡会議」（未定） 

 

 エコアップ探検隊 夏編 ご案内 （ エコアップ探検隊 担当 ） 

エコアップ探検隊・夏編は夜間に実施するイベントで、昨年に引き続き「砧公園」で、「セミの羽

化と夜にしか咲かないカラスウリの花」の観察を行います。毎回参加者が非常に多いイベントです。 

 

 開催日  ８月６日（日） 18：00～20：30  受付開始 17：30 

 テーマ  【 セミの羽化と夜に咲くカラスウリの花の観察 】 

  

    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     

   

 参加者は、「総合体育館会議室兼軽運動室」でセミに関するビデオ及びパワーポイ

ントによる説明を聞いた後、観察に出かけます。 

 

   ※ 現在スタッフ募集を行っております。エコアップ探検隊・夏編は夜間に行われるイベントで

あり、参加者も毎年多くなりますので、参加者の安全確保の点からも多くのスタッフ（１３

～１４名）が必要となります。ご都合のつく方は、ぜひともご参加お願い致します。また、

まだセミの羽化、カラスウリの花の観察を経験されていない方は、ぜひともご参加ください。 

                (丸) 

 

 

❤ 主 な 内 容  

・今後の活動カレンダー・予定 

・外部イベントへの参画予定 

・おしらせ  

・部会・活動チームの活動報告と記録 

７月定例会（7/1、2）「篠原の里に遊ぶ」大石神社にて  
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 夜の芦花公園たんけん隊 ご案内   （ 烏山班  担当 ） 

 開催日   ８月１２日（土） 18：00～20：30  受付開始 17：30 

 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。 

粕谷児童館の改修が終わりましたので、今年から再び粕谷児童館での実施となります。 

 

  下見：８月 5 日(土)    17：00 粕谷児童館集合 

  本番：８月１2 日(土)   17：00  粕谷児童館集合    

本イベントについても、現在スタッフ募集を行っております。スタッフ参加可能な方は、 

ご連絡お願い致します。                           （丸） 

 ９月定例会 予告 （ 地球環境部会 担当 ） 

 開催日  9 月 9 日（土）  

 テーマ  【 ゼロエネルギー住宅見学 】 

 住宅の断熱・気密性を高め、省エネ機器を採用して使用エネルギーを抑える「省エネ」と太陽光発電  

システム等でエネルギーを創り出す「創エネ」によって、年間の使用エネルギーを正味ゼロ以下にし 

ている。「使う」より「生み出す」エネルギーの多い住宅⇒「ゼロエネルギー住宅」が近年急速に普及 

し始め、CO２削減、地球温暖化対策の有効な方策の一つとなってきています。この「ゼロエネルギー 

住宅」を木造系、鉄骨系住宅にわたって、その仕組みや効果、居住性の快適性を体験見学し、知見を

深めます。 

見学場所：積水ハウス「住まいの夢工場」茨城県古河市北利根 

集合場所：新宿駅南口近傍の マインズタワー１階 ８時半頃集合  

      専用バスで現地を往復見学(無料)。午後四時頃マインズタワー１階で解散 

 

※予約の関係もあり人数を把握したいので、「体験参加してみたい」と思われる方は以下までご連絡 

ください。         地球環境部会 杉山 080-5183-8253  fwhv1526@nifty.com  

  

 ９月公開部会 予告 （ 食と農部会 担当 ）  

「食と農部会」としては、公開部会として次の内容を予定しております。 

 開催日  9 月 2 日（土）～3 日（日） 

 テーマ  三芳村縁農体験「はざがけ」 

三芳村（千葉県南房総市山名）では、42 年間無農薬・無化学肥料・露地栽培で農作物を作り、

養鶏を営んでいます。 

今回は、刈り取った稲を乾燥させる『はざがけ作業体験』を行います。 

 

mailto:1526@nifty.com
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皆さま！えん農は大変だと思っていらっしゃいませんか？ 

「援農」だと大変なイメージですが、三芳は「縁農」なのです。 

今回は三芳村の縁農委員会の企画である『はざがけ作業』に参加し体験するものです。 

刈り取りは機械がやります。横で『頑張れ！』と応援するだけでも、また落ちた稲穂を拾うだけ

でもいいのです。 

 

42 年間無農薬・無化学肥料の田や畑を直に踏んで、触ってみませんか？ 

夜は三芳村から提供される野菜・お米・卵など（もちろんお酒も）を参加者で料理し、食べなが

ら生産者と語らいませんか。 

 

場所：千葉県南房総市山名（新宿から高速バス「なのはな号」か、JR 内房線特急「さざなみ号」

で館山駅へ。館山駅からはタクシー4 人乗り合わせ 20 分の山間の農村地帯。） 

＜費用＞ 

宿泊費：（「みんなの家」1 泊 2 食付き 1000 円） 

交通費：高速バス片道 2500 円位、特急さざなみ号片道自由席 3610 円位（早割、40％OFF

えきネットなどの割引あり） 

※作業着、長靴は現地にあります。 

 

詳しくは「学習会だより 8 月号」でお知らせします。 

一人でも多くの方のご参加をお待ちしております。 

※宿泊所の関係もあり人数を把握したいので、『まだ予定ははっきりしていないが、体験してみ

たいな』と思われる方は、とりあえず石川または丸までご連絡ください。 

  石川 090-2306-1800     riskw1950@yahoo.co.jp 

   丸  090-5804-3425    marusei88@kih.biglobe.ne.jp   （丸） 

 

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 

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 

 

年々来場者が増えていますが世田谷区民は少ない状況です。会員の皆さんやご家族、ご近所の方の 

ご来場をお待ちしています。 

 

 

 

mailto:marusei88@kih.biglobe.ne.jp
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     「 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、下記ＵＲＬをご覧の上応募してください。 

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   

①７７月月定定例例会会  夏夏期期合合宿宿「「篠篠原原のの里里にに遊遊ぶぶ」」  〈〈連連絡絡会会  担担当当〉〉  

7 月１、2 日の合宿は、１２人の参加のもと、篠原の里祭と重なり、それぞれ、多様な楽しみ方ができ 

ました。共同作業は、おいしい食事つくりと片付け。 

ハイライトは、その後の蛍鑑賞。地元の子供も混じり、高く低くの乱舞をみて、つい声がもれます。 

みんな大満足の合宿の夜でした。  (芳田) 

 

 

 

 

 

 

②ここどどもも環環境境イイベベンントトにに出出展展参参加加  〈〈地地球球環環境境部部会会  担担当当〉〉    

  ７月１５日（土）「こども環境イベント～環境にやさしい暮らし方を考えよう(主催：世田谷区)」の会場、 

成城ホール１階の一部ブースを借りて子供向けのミニワークショップ「はかってガッテン！暑さとつき 

あう夏の省エネ」を出展開催しました。①温度探検隊：放射温度計を使って会場と周辺の温度の高い所、 

低く涼しい所を探して発表し、夏を涼しく過ごすアイデアを考える。②ギラギラ太陽、ひんやり水打ち： 

体感温度計を大人の顔の高さとバギーに座った子供の顔の高さにセットし、舗装面の照り返し(放射熱) 

の強さを実感してもらい、打ち水効果も体験してもらう。③保護者向けに地球温暖化対策の一例として  

区企画の「省エネアクションポイント」を紹介した。 

子供たち３０人以上とその保護者の参加を得て充実したイベントとなりました。参加スタッフ：地球環

境部会員５名、その他１名。 (杉山) 

  

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  （66／／2211～～77／／1188） 

食食とと農農部部会会  ７/８（土）７月度定例部会開催：環境入門講座の内容、9 月公開部会について検討。 

ままちち部部会会  6/30 部会 打合せ ①環境入門講座のテーマ・内容について ②災害をテーマに

した活動について ③今年度２Ｒイベント(来年 1/13 開催予定）について ④まち

部会担当の定例会（10/7)の内容について 他  

＊次回の部会予定：8 月 4 日(金）午後 2 時～4 時、消費者団体連絡コーナー 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/126/1898/1899/824
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緑緑部部会会  ・7/4 バッタ広場植物調査（次回 7/18・8/1） 

・7/1～2 定例会「体験合宿…神奈川県・篠原の里」 ・7/10 緑部会非開催 

水水部部会会  夏休み多摩川教室準備。レクチャ－資料、展示内容の見直しを行う。パックテスト 

リハ－サルは実施しない。環境入門講座の会場、カリキュラムについて情報収集、 

調査を行う。７／２９（土）部会メンバ－で実施予定の利根大堰、渡良瀬遊水地見学

会について詳細計画を作成する。 

地地球球環環境境部部会会  7/5（水）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。次回部会 8/11（金） 

学学校校支支援援  ６／１８～７／１４の活動実績：３つの学校で延べ４回の支援活動を行った。 

玉堤小２回、東玉川小１回、多聞小１回で参加者は延べ２７名。  

対象生徒数は延べ 356 名。 

環環境境入入門門講講座座  7/5 第２回調整会議実施。６月連絡会で出されて意見について検討し、実施日程、受

講料について確定した。７/２１午前１０時環境計画課に講演依頼と後援のための名

義使用申請を行う。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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