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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・・1100・・1177  №№7700  

  

  

  

  

 

今後の活動 カレンダ－ 

１1 月 １2  月 

11/4(土) 定例会 野川源流・お鷹の路探訪 

 

12/2(土) 定例会 （地球環境部会） 

（太子堂区民センター第４会議室） 

11/21(火) 「連絡会議」 

（太子堂区民センター第 3 会議室） 

12/19(火) 「連絡会議」 

（太子堂区民センター第 3 会議室） 

11/26(日) エコアップ探検隊 秋編   

                        

１１月定例会 ご案内 （ 水部会 担当 ） 

 開催日  11 月４日（土） 10 時～12 時半 

集 合：ＪＲ西国分寺駅改札前 10 時（中央線、武蔵野線とも共通改札口） 

 テーマ  【 野川源流・お鷹の路探訪 】 

世田谷を流れる野川の湧水群探訪と、奈良時代の壮大な国分寺、国分尼寺の跡を訪ねます。 

武蔵野の秋を味わってみませんか。２０１１年に定例会で歩いたコ－スですが、日立研究所、 

姿見の池は今回省略します。  

行程：西国分寺駅―武蔵台遺跡敷石住居跡―伝鎌倉街道―武蔵国分尼寺跡―文化財資料展示室― 

武蔵国分僧寺跡―現国分寺(薬師堂、仁王門、万葉植物園)―武蔵国分寺跡資料館― 

お鷹の道―真姿の池湧水群―不動橋―国分寺駅 

 

    有志により、国分寺駅到着後に駅前で昼食会を行います。 

 

※参加希望の方は、筑木 yamakantsu@jcom.zaq.ne.jp (090-4094-5152) 

または若山 yu-wakayama@msd.biglobe.ne.jp (080-4152-6749)まで 

ご連絡頂ければ幸いです。当日参加も歓迎です。  

 

    

❤ 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 

・おしらせ 

 

鎌田児童館・もったいないフェスタ（10/14）の模様 

 

mailto:筑木yamakantsu@jcom.zaq.ne.jp
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 １２月定例会 予告 （ 地球環境部会 担当 ） 

 開催日  1２月２日（土） 10 時～12 時 

会 場：太子堂区民センター第 4 会議室 

 テーマ  【 賢い省エネと自然エネルギー 】 

今や家庭でのエネルギー使用は 1973 年（40 年前）に比して約 2 倍になっています。CO2

排出の削減と限りある化石燃料依存からの脱却の観点から、健康的で快適な生活を犠牲にしな

い実効的で合理的な家庭での省エネが求められています。また自然エネルギーに関しても新た

な可能性や問題点が明らかになってきています。 

身近の所での「快適な暮らしと賢い省エネ」と「自然エネルギー」について皆さんとご一緒に

考えたいと思います。  

  

 エコアップ探検隊 秋編 ご案内 （ 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、近々スタッフ参加者を広く募集しますので、ご参加ください。  

                       

※ １１月３日（文化の日）にクリスマスリース用ツルの採集作業を行います。 

現在 8 名の方が採集作業に参加予定です。女性の方も、採集したつるを輪にする作業をお手伝い  

いただけると助かりますので、ご都合のつく方は、ご連絡お願い致します。 

     ・集合日時：11 月 3 日（文化の日）13：00 （予備日：11 月 5 日（日）集合時間・場所同じ） 

  ・集合場所：田園都市線二子玉川駅改札口 

※１１月１９日(日)に、下見を行います。 

大蔵地区会館にて打合せ後、西側公園周辺の下見を行います。大蔵地区会館集合：13：00 (丸)  

              

外部イベントへの参画予定 

●登録団体 PR イベント～市民活動体験喫茶パオ～ （再掲） 

     ・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。 
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      他の参加団体の活動内容なども体験ブース、ボードやパネル掲示などで紹介しています。 

      学習会がどのようなＰＲ活動をしているか、覗いて見てください。 

 

●「世田谷くらしフェスタ 2017～未来のために暮らしを見直そう」に出展！(まち部会） 

・開催日：12 月 16 日（土）10：30～15：00 

   ・会 場：世田谷区役所三軒茶屋分庁舎３F、５F 

   まち部会は、「プラスチックごみによる海洋汚染」をテーマにした展示をし、紙芝居(NPO 荒川 

   クリーンエイド作成）や DVD(東京都環境局作成「東京とニューヨークの小学生と共に海ごみに 

   ついて学ぶショートムービー」)を見せながら、海ごみが私たちの身近な問題であることを伝 

   えたいと思います。会場では、「落語(立川平林さん)」や｢骨密度測定(無料)」「小型家具 

   の無料配布」などの催しもありますので、是非お立ち寄りください！ 

 

●｢都立芦花高校 1 年生＜防災授業＞への協力」募集！（まち部会）  

    今年度も引き続き、世田谷ボランティア協会より協力依頼がありました。  

    日 時/ 11 月 10 日（金）、17 日（金）、24 日（金）の 12:15～15:30 頃  

    ※このうち、1 日でも参加可 但し急なキャンセルをしないようにお願いします。  

    場 所/ 芦花高校～近辺の公園  

    対 象/ 高校 1 年生、240 名(6 クラス)  

    協力内容/2 クラスずつ３班に分けた生徒に付き添い、班ごとに『マンホールトイレ組立て体験』  

    のため、芦花高校周辺の公園などへ移動の際の安全管理の補助、時間管理、進行の補助など。  

    関心のある方・やってみたい方は、10 月 31 日までに渡辺にご連絡をお願いします。 

    なお、世田谷ボランティア協会は世田谷環境学習会の皆さん以外の方にもお声かけをしております。 

  毎回７～８人程度の方にご協力いただく予定です。協力者の方が多い場合は、調整させていただくか

もしれません。恐れ入りますが、その点ご承知おきください。           

【渡辺】Tel/Fax：03-3704-8465 、e-mail: nmi_watanabe@yahoo.co.jp   

 ●「水辺のごみ見っけ～全国水辺のごみ調査～」(主催：全国川ごみネットワーク）に参加

予定(まち部会） 

海ごみの多くは川から海に流れ込んでいるものが多く、全体の 7割以上を占めていることから、多摩

川河川敷のごみの状況を知るためにごみ拾いをして、この調査に参加することにしました。  

調査結果は学習会だより・11 月号に報告させていただきます。  (渡辺） 

  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 1100 月月定定例例会会「「ププララススチチッッククごごみみ問問題題はは今今・・・・・・PPAARRTTⅡⅡ」」1100//77  〈〈ままちち部部会会    担担当当〉〉    

       海を汚している「マイクロプラスチック（ＭＰ)」に着目して調べたことを発表しました。環境省調 

査結果では、日本周辺海域のＭＰの数が世界の海の 27 倍で、 ＭＰに含まれる有害物質（PCB な 

ど）の濃度の報告がありました。レジ袋削減対策について、国外は法規制や数値目標があるのに日  

本は自主規制にとどまっています。ＭＰが塩に含まれているのか、7 種類の塩を調べてみると MP 

はありませんでしたが、塩が日本の海水から作られているのはそのうち 3 種類だったことなど勉強 
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になりました。ＭP 問題の啓発用紙芝居（NPO 荒川クリ 

ーンエイド作成）は名演で好評でした。など、参加者が 

少なくて残念でしたが、環境入門講座での講義に活用上、 

有意義でした。発表後の意見交換で、「魚４割、体内に 

微細プラ 琵琶湖や大阪湾など京大調査」という新聞 

記事の話が出て、海の MP 汚染の深刻さに脅威を感じ 

ました。参加者 7 名(内まち部会 5 名)。 (渡辺）               

② 鎌鎌田田児児童童館館・・ももっったたいいなないいフフェェススタタ  1100//1144    

例年以上の来場者があり、緑部会担当のエコ工作（木の実の工作）は用意した材料がなくなるほど  

大変な盛況で、子供たちは出来上がった作品を自慢げに鎌田児童館館長や職員の方々に見せてから  

帰宅したそうです（反省会時の館長談）。 

      また、食と農部会担当の野菜当てクイズや食品ロスのパワーポイントでの説明や、急きょ参加いた

だいたまち部会による プラスチックごみの害を訴える紙芝居「多摩川クリン君の不思議な事件簿」 

（演者：遠藤さん）も大変好評でした。 

同室の参加団体の砧地域社会福祉協議会のスタッフの方ももったいなクイズのふりに、食品ロスの 

話・旬の野菜について・紙芝居が大変相乗効果が有ってありがたかったと仰ってました。  

来年も是非参加していただきたいとのコメントを館長や職員の方々からいただきました。  

                           （もったいないフェスタ・チーフ…天野） 

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  （99／／2200～～1100／／1177） 

ままちち部部会会  10/7 定例会にて、研究発表「プラスチックごみ問題は今…PARTⅢ」 

10/8 世田谷ボランティア協会より、芦花高校｢災害まち歩き」への協力依頼があ

り、会員 募集をメールにて呼びかけ                                              

次回部会予定：10 月 27 日(金）午後 2 時～4 時、消費生活課消費者団体連絡コーナ 

緑緑部部会会  ・9/19 日、10/3 日バッタ広場植物調査（次回 10/17 日） 

・10/9 日緑部会（イベント準備…市民活動支援コーナー・もったいないフェスタ等） 

・10/14 日もったいないフェスタ（10/10 日材料準備…木の実の工作） 

・10/15 日公開部会「秋の里山歩き（小山田緑地）」は雨天のため中止 

水水部部会会  １０/３（火）１１月定例会下見。（３名参加） 

１０/１５（日）部会開催（砧図書館にて）。１１月定例会について打合せ。入門講

座について打合せ、リハ－サル。 

地地球球環環境境部部会会  10/10（火）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」の実施報告。環境入門講座の講座カリキュラム内容の検討。12

月定例会（地球環境部会担当）の実施内容を確認。 次回部会 1１/22（水）18 半 

学学校校支支援援  9/１4～10/１３の活動実績：5 つの学校で延べ 14 回の支援活動を行った。 

東玉川小７回、等々力小２回、玉堤小２回、九品仏小２回、多聞小１回で参加者

は、延べ８８名。 対象生徒数は延べ９９３名。 

環環境境入入門門講講座座  10/11 第 5 回調整会議実施。朝日新聞「定年時代 10/16」への募集広報記事の掲

載など行ったうえで、現在応募参加者を募集中。10/12 時点での応募者は 6 名。募

集活動をさらに進める。講座 6 日目のスケジュール内容、役割分担を決定。講座カリ

キュラムの内容は各部会にて詰める。（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 11/1 
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  「 おしらせ・・・」  

 

環境入門講座が１１月１日（水）より隔週水曜日で開催されます。 現在応募者募集中。 

１０月１５日現在の応募状況は 6 名。定員の 20 名を目指して、会員の皆さんの友人、 

知人の方々へ積極的な勧誘をお願いします。募集は 10/25（水）まで。 

   ※講座チラシが必要な方 お渡しします。杉山までご連絡ください。 電話/fax：080-5183-8253 

メール：fwhv1526@nifty.com 

 

※ １１月隔週、１２月毎週 開催                          ※ 会場は変更になる場合があります 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

世田谷環境学習会だより No.70   2017 年 10 月 17 日発行 （毎月発行） 

発行者：世田谷環境学習会  発行人：井田 博之  編集人：杉山 顕一 

______________________________________________________________________________________________  

開催日時 講座のテーマ 学習の内容 会 場 

 

１１月１日 (水) 

（１１時～１６時半） 

 

オリエンテーション 講座のねらい、全体講義の流れ  

 

桜丘区民ｾﾝﾀｰ 

料理講習室 

 

食と農を学ぶ 

・地元食材の省エネ調理実習 

・「食と農」と我々の生活との係り合い 

・食品ロス・フードマイレージ・地産地消 

・講演：世田谷の農業について 

 

１１月１５日 (水) 

（１３時～１６時半） 

 

 

水について考える 

・水環境について学ぶ 

・世田谷の河川について 

・川の水や生活排水の水質調べ 

 

らぷらす 

研修室 

 

１１月２９日 (水) 

（１３時～１６時半） 

 

 

世田谷のみどりを 

知る・観る・楽しむ 

 

・世田谷の貴重なみどり 国分寺崖線の自然観察 

・森の恵み－森の不思議を解き明かす 

・世田谷のみどりの現状 

・身近な植物の不思議・知恵 

 

岡本民家園 

 

１２月６日 (水) 

（１３時～１６時半） 

 

 

ごみの行方、 

資源回収を知ろう 

・清掃工場、ペットボトル・リサイクル工場見学 

・「古紙、プラスチックなど資源回収」について 

（区・清掃・リサイクル部事業課） 

・ＭＰ（海洋ごみ ﾏｲｸﾛﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）について 

 

千歳清掃工場/ 
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・リサイク

ル工場 

 

１２月１３日 (水) 

（１３時～１６時半） 

 

地球環境を 

守るために 

・地球環境問題概論 

・快適な暮らしとエネルギー 

・ミニワークショップ 

 

太子堂区民ｾﾝﾀｰ 

第４会議室 

 

１２月２０日 (水) 

（１３時～１７時） 

 

関連講演会、 

講座５日間のまとめ 

・講演：世田谷区の環境政策について 

                    （区・環境計画課） 

・グループで話し合い－質疑・学んだこと 

・世田谷環境学習会の活動紹介 

 

らぷらす  

研修室３ 

mailto:fwhv1526@nifty.com

