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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・・88・・1166  №№6688  

  

  

  

  

 

今後の活動 カレンダ－ 

９  月 １０  月 

9/2(土) 

～3 (日) 

公開部会 三芳村援農体験 10/7(土) 定例会 プラスチックごみ問題は今・・Ⅲ 

（らぷらす研修室３） 

9/16(土) 定例会 ゼロエネルギー住宅見学会 10/17(火) 「連絡会議」（太子堂区民センター第 2 会議室） 

9/19(火) 「連絡会議」（消費生活センター活動室）   

    

                         

 ９月定例会 予告 （ 地球環境部会 担当 ） 

 開催日  9 月 16 日（土）  

      ※諸般の事情で実施日が変更となりましたので、ご留意ください。 

 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、 

「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・鉄骨系住宅別に、その仕組みや効果、居住の快適性を体験見学し、知見を深めます。 

実物の施設建物による高断熱の壁や窓の仕組み、効果（省エネ）を実体験、太陽光発電や燃料電池（創

エネ）の実物や実施運転制御が見える表示盤を見学し、光熱費の節約度などを実体験します。さらに、

木造・鉄骨造の耐震性、上下階同士の防音性の体験。建築廃棄物の分別（プラスチックは 30 種分別）

100％リサイクルをしている資源循環センターも見学します。 

 

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(徒歩 3 分)の マインズタワー１階玄関ホール ８時半集合・出発  

      専用バスで現地を往復見学(無料、昼食有料)。午後４時頃マインズタワー前で解散 

 

❤ 主 な 内 容  

・今後の活動カレンダー・予定 

・部会・活動チームの活動報告と記録 

エコアップ探検隊夏編（8/6）セミの塗り絵の模様 
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  ※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 

9 月 8 日（金）迄にご連絡ください。  

   地球環境部会 杉山 080-5183-8253   

fwhv1526@nifty.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

45 年前、東京の主婦数名が三芳村に乗り込み、畑の一部で無農薬、無

化学肥料の野菜を作って欲しいと持ち掛けました。当時、農薬、化学肥料漬けの野菜などに不安を持った

方々でした。有吉佐和子さんの「複合汚染」が出版される前の時代です。何度も何度も交渉を重ねようや

く１９７3 年に生産者は「三芳生産グループ」（39 軒）、消費者は「安全な食べ物を作って食べる会」を

結成しました。日本の CSA（提携農業）の始まりです。 

三芳村（千葉県南房総市山名）では、44 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。 

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。 

刈り取りや束ねるのは機械がやります。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。 

夜は農家の方々と、三芳村から差し入れのお酒を交えての交流会が予定されています。 

無農薬・無化学で野菜を作るノウハウ、面白い苦労話を直に聞いてみませんか？ 

  

日時：2017 年 9 月 2 日（土）～3 日（日） 

交通手段：車利用予定。 

     人数が多い場合には、ＪＲ利用となります。 

往路 内房線房総特急さざなみ 3 号 9 時 08 分新宿発 11: 16 館山着 

     復路 内房線房総特急さざなみ４号 16:03 分館山発 18:07 新宿着 

       （４０％えきネット割り、２５％の早割引などで往復約 5000 円位） 

        ※館山からタクシーで分乗（4 人で乗って１人約 800 円） 

マインズタワー 

 

三芳村へ縁農 “『はざかけ縁農』”！ 

 

９月公開部会 ご案内 （ 食と農部会 担当 ） 

三芳村（現在の南房総市）は館山駅から車で 20 分くらいの

周りを山で囲まれた静かな農村地帯です。 

 

世田谷環境学習会「食と農」部会からのお誘い（公開部会） 

mailto:1526@nifty.com
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宿泊代：生産者と消費者が共同で作った「みんなの家」に宿泊。（40 人程度宿泊可能） 

1,000 円／泊 夕食、2 日目の朝食、昼食の 3 食付き。 

食事：自炊ですのでみんなでわいわい作ります。無農薬、無化学肥料の米、野菜、卵が「三芳生産グルー

プ」から提供されます。旬の本当の野菜の味を味わってください。 

持参品：・シーツ  持参されない方は貸与有り（洗濯代 450 円が必要。） 

     ・土曜日(９/２)の昼食。 

・軍手、作業服(男性、汚れてもよいシャツ、ズボン)、帽子、運動靴など。 

（長靴、地下足袋、軍手は現地に在庫が多少あります） 

・飲み物            

    ・女性の方は作業着が借りられます。 

 

机に座って学習することも大切ですが、実体験はかけがえのない経験です。 

締め切り：8 月 25 日（日）申し込みは丸までメールか電話でお申込ください。 

  メール marusei88@kih.biglobe.ne.jp    tel   090-5804-3425 

問い合わせ：石川（メール：riskw0604@yahoo.co.jp か 090-2306-1800）まで。 

※なお、石川は娘夫婦＆孫（小学 1 年生）を連れて参加予定です。親戚縁者、友人、どなたでもお連

れになって結構ですので、ご参加をお待ちしています。      (石川記) 

 

 

 

 １０月定例会 予告 （ まち部会 担当 ） 

 開催日  １０月７日(土) 午前 10 時～12 時  

      場所 らぷらす研修室３（4 階、三軒茶屋駅下車徒歩 7 分） 

       

 テーマ  研究発表【 プラスチックごみ問題は今・・・PARTⅡ 】 

    昨年に引き続き、海ごみ「マイクロプラスチック（MP)」をテーマに、新たな情報や啓発 

     の取組などを紹介します。塩に MP が混入していると今年 4 月に発表され、昨年は、お台場 

     海浜公園の砂の中にあったマイクロプラスチックを調査しましたが､塩に MP があるかを今、 

     調べています。身近な塩にまでプラスチックごみが入ってきた現実を知ってみませんか？ 

 ＊参加申込 渡辺まで  Eメール： nmi_watanabe@yahoo.co.jp 

             TEL/FAX： ０３－３７０４－８４６５ 

  

mailto:marusei88@kih.biglobe.ne.jp
mailto:riskw0604@yahoo.co.jpか090-2306-1800
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  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  エエココアアッッププ探探検検隊隊  夏夏編編  88//66〈〈エエココアアッッププ探探検検隊隊    担担当当〉〉  

砧公園に場所を移して、２回目の実施で、参加者はは２６家族 ７６名（内子供３６名）と昨年(６２名)

より増え、スタッフ１４名で対応しました。下見時に全然見かけることができなかったセミの羽化も

あちこちで見かけられ、参加者の方々も親子共々セミの羽化には感動されていました。カラスウリの

花は、数は少なく砧公園の観察した場所はメバナ(雌花)ばかりでしたが、すでに実(ウリボウ…イノシ

シの赤ちゃんには縞があり、ウリボウと呼ばれることから、それに似ているからついた愛称 )になっ

ているのも観察できました。この地域にはオバナ(雄花)が見当たらないのは残念でしたが、コウモリ

も観察でき、参加者の皆様には大いに楽しんでいただきました。 (丸) 

  

  

  

②②  夜夜のの芦芦花花公公園園たたんんけけんん隊隊  〈〈烏烏山山班班  担担当当〉〉    

粕谷児童館でセミに関するビデオ及びPPTによるセミの説明の後、芦花公園に探検に出かけました。 

参加者 １６家族 ４２名(内子供22名)。  

例年と同じように羽化しているセミは数多く観察できましたが、今年はカラスウリの花が全く咲いてお

らず観察できなかったのは残念でした。コウモリ探知機を子供たちにも操作してもらい、コウモリが飛

んでいるのが確認できた時には、親子共々歓声を上げていました。カラスウリの花の観察はできなかっ

たものの、アンケートによると参加者の皆様には大いに楽しんでいただいたようです。(丸) 

 

                                                              

  

  

  

  

  

  

  

③ 夏夏休休みみ多多摩摩川川教教室室  〈〈水水部部会会  担担当当〉〉    

７月２５日（火）、２６日（水）の２日間、二子玉川河川敷（川崎市側）にて開催された。  

当会は「多摩川の水質を調べよう」のコ－ナ－で川の水、家庭排水の水質検査（パックテスト）を行っ

た。２日目が午前中雨で入場者は昨年より少なかった。（主催者発表で２日間計８８０名）  

 

ココウウモモリリ探探索索中中！！ 
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パックテストの参加者は、両日とも約７０名で、 

雨の影響はほとんどなく、熱心な親子連れが 

多かった。 (若山)) 

 

 

 

 

 

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  （77／／1199～～88／／1155） 

食食とと農農部部会会  8/12 ８月定例部会 環境入門講座の内容決定、三芳村はざがけ体験詳細詰め等 

ままちち部部会会  8/4 部会 ◆報告 ①7 月連絡会 ②世田谷くらしフェスタ 2017：12/16 開催、

海ごみについて出展予定 ◆打合せ ①環境入門講座 千歳清掃工場に 12/6 見学

依頼済、講義について清掃・リサイクル部に 8 月下旬訪問予定 ②まち部会担当定例

会 10/7 場所：らぷらす研修室３予約、「海ごみ」をテーマに内容を提案 

＊次回の部会予定：9 月 8 日(金）午後 2 時～4 時、消費者団体連絡コーナー 

緑緑部部会会  ・7/18 バッタ広場植物調査（次回 8/15、9/5、9/19 予定） 

・8/21 緑部会（講座関連、公開部会「秋の里山歩き」について）次回 9/11 

水水部部会会  ７／２２（土）部会開催（砧図書館にて）。夏休み多摩川教室、その他打合せ。 

２４（月）多摩川教室で水質検査を行うため、多摩川の水を羽村で採水。２５（火）、

２６（水）夏休み多摩川教室参加。２９（土）渡良瀬遊水地、利根大堰見学会開催。 

参加者は６名。わたらせ自然館、遊水地展望台、利根大堰の魚道などを見学した。 

地地球球環環境境部部会会  8/11（金）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。環境入門講座の講座カリキュラム内容の検討。

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」

の報告。次回部会 9/12（火）18：30 

エエココアアッッププ  

探探検検隊隊  

8/6 エコアップ探検隊・夏編実施 

（8/12 「夜の芦花公園たんけん隊」実施） 

学学校校支支援援  ・７／２１多聞小学校の全学年を対象としたサマースクール（紙飛行機大会）の支援

で本年度一学期の学習支援活動を終了しました。７校で合計１９回、対象生徒数は延

べ１,６９８名でした。 

・８／３に一学期活動の振り返りの意見交換と懇親会を参加者１０名で行いました。 

環環境境入入門門講講座座  7/24 第 3 回調整会議実施。講座チラシ案を確定した。８/18 印刷発注し、８月末

より配布準備。７/２１区講演依頼快諾、7/27 区後援のための名義使用承認を得た。

区報広場(９/15 号)掲載、新聞各紙（9/20 前後）掲載の募集広報記載依頼を 8 月中

旬までに行った。講座カリキュラムの準備を各部会にて進める（各部会の講座スケジ

ュールは 10/15 までに講座チームに提出する）次回調整会議 8/28 予定。  
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