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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・・99・・1199  №№6699  

  

  

  

  

 

今後の活動 カレンダ－ 

１０  月 １1  月 

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） 

11/4(土) 定例会 野川源流・お鷹の路探訪 

 

10/15(日) 緑公開部会 秋の里山歩き～小山田緑地～ 11/21(火) 「連絡会議」 

（太子堂区民センター第 3 会議室） 

10/17(火) 「連絡会議」（太子堂区民センター第 2 会議室）   

                        

１０月定例会 ご案内 （ 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？  

     多くのご参加をお待ちしています！      

❤ 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 

・部会・活動チームの活動報告と記録 

セロエネルギー住宅見学（9/16）様々な太陽光発電 
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     ＊参加申込 渡辺まで  Eメール： e-mail: nmi_watanabe@yahoo.co.jp  

             TEL/FAX： ０３－３７０４－８４６５  

     ＜当日の緊急連絡先＞ 渡辺080-2334-8845、若山080-4152-6749  

  

１０月公開部会 ご案内 （ 緑部会 ） 

 開催日  10 月 15 日（日） 

集合：小田急多摩線唐木田駅前 9 時 20 分（9：35 発日大三校行きバスに乗車します） 

解散：同駅 14 時半頃 

 テーマ  【 秋の里山歩き（小山田緑地） 】 

多摩丘陵に源を発する鶴見川の源流域に位置する都立小山田緑地。小山田緑地および周辺では、湧水  

を活用した田畑や里山が維持されて、谷戸の田んぼや大小の池、クヌギ、コナラの雑木林、草原の丘 

など、昔ながらの心休まる風景と多様な生き物に出会うことが出来ます。 

秋の里山を季節の植物（野菊など）や生き物（トンボや野鳥など）を観察しながら歩きます。 

扇橋バス停～小山田緑地～唐木田駅まで歩行距離５ｋｍほど。 

秋晴れの中、清々しい里山で森林浴を楽しんでみませんか。 

 

★公開部会ですので、どなたでも参加できます。ご都合による当日の飛び込み参加も OK です。 

待合せの都合上、参加予定の方はご一報ください。杉山まで：携帯 080-5183-8253                             

メール fwhv1526@nifty.com 

★装備：ハイキングのできる服装、帽子、飲み物、弁当、雨具等 

 

１１月定例会 予告 （ 水部会 担当 ） 

 開催日  11 月４日（土）     

 テーマ  【 野川源流・お鷹の路探訪 】 

水部会としては、ひさしぶりに国分寺周辺の水辺を歩きます。武蔵国分寺公園、お鷹の道などを散策  

し、武蔵野の秋の水辺を味わってみませんか。 詳しくは１０月号でご案内します。 

 

 エコアップ探検隊 秋編 予告 （ エコアップ探検隊 担当 ） 

 開催日  11 月 26 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 

 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 】 

総合運動場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 のメンバー以外にも、スタッフ参加者を広く募集しますので、ご参加ください。  

※ なお、クリスマスリース用つるを多摩川の河川敷で採集しますが、その日程は 追ってお知

らせいたします。 こちらにもぜひご参加ください。 

mailto:メール%20fwhv1526@nifty.com
mailto:メール%20fwhv1526@nifty.com
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外部イベントへの参画予定 

●鎌田児童館主催「もったいないフェスタ」 

     ・開催日： 10 月 14 日（土） 

     ・会 場：鎌田区民センター2F 鎌田児童館 

      ＜主旨＞ 鎌田児童館が主催する子供達と「環境やリサイクル」を考えるイベントで 、我々  

の他、数団体が協賛参加しています。  

＜内容＞ 世田谷環境学習会としては、今年で 6 回目の出展となります。  

「食と農部会」がフードマイレージや食品ロスについて子供たちに分かりやすく説明す

るコーナーと、「緑部会」が木の実の工作や押し花など子供達に楽しんでもらうコーナ

ーを担当します。 

 

●登録団体 PR イベント～市民活動体験喫茶パオ～ 

     ・開催日：10 月 21 日（土）～22 日（日） 11:00 ～ 18:00  

・会 場：三軒茶屋 キャロットタワー３階 市民活動支援コーナー  

＜主旨＞ 市民活動支援コーナーに登録している団体が、新しい仲間との出会いの場として 

 活動を PR したり、活動の成果を発表する場として企画されたイベントです。 

＜内容＞ 展示コーナーでは「環境学習会」の活動紹介をはじめ、11 月から始まる「環境入門 

講座」のチラシを配布し、受講者を募ります。 

 

  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 99 月月定定例例会会「「ゼゼロロエエネネルルギギーー住住宅宅見見学学」」99//1166  〈〈地地球球環環境境部部会会    担担当当〉〉    

 住宅の断熱・気密性を高め、省エネ設備機器で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」を積水ハウスの「住まいの夢工場」（茨城県古河市北利根）で実物体験 

見学してきました。セロエネ住宅の基礎となる高断熱の壁や窓の仕組み、太陽光発電や燃料電池のシス

テム、エネルギーコントロール表示モニターをはじめ、高断熱住宅の快適居住性も実感体験。耐震/制振

/免震構造別の震度７での揺れ体験や上下階での構造別防音性の違い等も含め、省エネで快適・安全な住

宅というものを質問もたくさん交えながら体験学習してきました。参加者９名（内地球部会４名）。 

１日がかりの体験学習お疲れ様でした。（杉山） 

② 99 月月公公開開部部会会  三三芳芳村村へへ縁縁農農「「ははざざががけけ縁縁農農」」  〈〈食食とと農農部部会会    担担当当〉〉  

9 月 2 日（土）～3 日（日）千葉県南房総にある三芳村に「はざがけ縁農」に行ってきました。三軒

茶屋から、丸さん運転の車に乗り、石川さんと友人、私の 4 人で参加しました。 

朝から降っていた雨は三芳村の「みんなの家」（縁農に来た人の宿泊施設）に到着するお昼頃にはすっか

り上がっていました。 

今回の縁農の参加者は全部で１７名。５～６名のグループに分かれ、我々のグループ 6 名は、１日目

の午後は刈り取った稲を天日干しする「はざかけ」のお手伝いです。無農薬で育った稲穂を運ぶうち、
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自然と労働の汗が出てきました。といってもわずか 3～4 時間の

短い時間ですが、黄金色に輝く収穫の場面に遭遇させてもらえて、

感動でした。たとえ素人でも、農業は人手だなと感じました。 

２日目はニンジン畑の草取りをしました。以前田んぼだったと

いう畑は硬い粘土質で、まさに地中に根を伸ばしている草との格

闘でした。丸さんがスコップで掘りおこし、女性達が手作業でよ

り分けました。草の根の力を見せつけられました。 

滞在中の食事は、無農薬の野菜や安全な卵が生産者農家から提供され、参加者の手によって様々に料

理されてテーブルに並びました。野菜の切れ端や食べかすは、平飼いのニワトリのエサとなりすっかり

平らげてくれるので、無駄がありませんでした。 短い時間でしたが、楽しくよい体験をすることがで

きました。 （春山夏子） 

 

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  （88／／1166～～99／／1199） 

食食とと農農部部会会  9/2～3 三芳村のはざがけ縁農に参加した。参加会員 3 名。 

9/9 部会 環境入門講座の講座内容、役割分担等について打合せ・決定した。 

ままちち部部会会  9/8 部会 ◆報告 ①8 月連絡会 ②清掃・リサイクル部訪問（8/23） ◆打合せ 

①まち部会担当定例会(10/7) ②多摩川河川敷散乱ごみ調査 ③世田谷くらしフェ

スタ 2017                                              

＊次回の部会予定：10 月 27 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  ・8/23 日、9/5 日バッタ広場植物調査（次回 9/19 日、10/3 日） 

・9/11 日緑部会（「入門講座」、「秋の里山歩き」、「もったいないフェスタ」等打合

せ）次回 10/9 

水水部部会会  ９／１７（日）部会開催（砧図書館にて）。入門講座の役割分担など詳細、１１月定

例会について打合せ。 

地地球球環環境境部部会会  9/12（金）部会（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」の準備報告。環境入門講座の講座カリキュラム内容の検討。 

次回部会 10/10（火）18：30 

学学校校支支援援  ８／１６～９／１３の活動実績：２つの学校で延べ２回の支援活動を行った。 

二子玉川小１回、等々力小１回で参加者は延べ 14 名。対象生徒数は延べ 237 名。 

環環境境入入門門講講座座  8/28 第 4 回調整会議実施。講座チラシは８月末印刷 UP し、9/１より各施設に掲

出。HP 上でも参加申込み受付開始。区報広場(９/15 号)掲載済、新聞各紙（9/20

前後）掲載依頼中。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 10/11  
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