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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・・1111・・2211  №№7711  

  

  

  

  

 

今後の活動 カレンダ－ 

１２ 月 １  月 

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） 

1/20(土) 

（当初日程変更） 

定例会「冬鳥の観察会」（緑部会） 

（仙川） 

12/19(火) 「連絡会議」 

（太子堂区民センター第 3 会議室） 

1/16(火) 「連絡会議」 

（太子堂区民センター第２会議室） 

  1/28（日） エコアップ探検隊 冬編 

                        

１２月定例会 ご案内 （ 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。 

    

  １月定例会 予告 （ 緑部会 担当 ） 

 開催日  1 月２0 日（土） 10 時～12 時半 

会 場：仙川 

 テーマ  【 冬鳥の観察会 】 

 

❤ 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 

 

11 月定例会「野川源流・お鷹の路探訪」（11/4）の模様 

国分寺僧寺跡地近傍 
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「1 月定例会」は当初日程では 1 月 13 日の予定でしたが、都合により、1 月 20 日(土)に 

変更になりましたので、当日、連絡会の主催で行う「新年会」と併せて、次号(12 月)で詳細を 

お知らせします。 

  

 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、クリスマスリース作り】 

 

総合運動場西側公園で自然観察を行い、その後多摩川の河川敷で採取したクズのつるに松ぼっくり 

やどんぐり等を飾った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。 

 

今回は参加希望者が非常に多く、参加者 60 名を受け入れての開催となりそうです。 

 

それに伴い、スタッフが多少手薄ですので、スタッフ参加できる方をあと 2 名程度募集しており 

ます。ご都合のつく方はご連絡ください。 (丸)  

              

 エコアップ探検隊 冬編 予告 （ エコアップ探検隊 担当 ） 

 開催日  1 月 28 日（日） １０時〜１２時半  

  場所   羽根木プレーパーク 

 テーマ  【【  冬冬芽芽のの観観察察、、花花炭炭作作りり・・焼焼きき芋芋体体験験  】】 

松ぼっくり・木の実・竹などを使っての「花炭」造りや「焼きいも」を体験し、楽しみます。 

また、焼ける間に、羽根木公園内の春を迎える前の「冬芽」の観察などをおこないます。 

       下見：1 月 21 日（日） 

 

外部イベントへの参画予定 

 

●「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 

   クリーンエイド制作)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！ （渡辺） 
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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  

① 11１１月月定定例例会会「「野野川川源源流流・・おお鷹鷹のの路路探探訪訪」」  〈〈水水部部会会    担担当当〉〉    

１１月４日（土）、定例会として「野川源流・お鷹の道探訪」を開 

催しました。参加者は１２名、内１名は「地域活動体験講座」の紹 

介により参加された方です。ＪＲ西国分寺駅に集合し、武蔵国分 

尼寺跡、武蔵国分僧寺跡などをたどり、文化財資料展示室で貴重 

な文化財資料を見学しました。真姿の池、お鷹の道は、数日前に 

かなりの降雨があったため水量が多く、澄んでいました。 

２時間ほどの散策で、水辺の部分は多くありませんでしたが、幸 

い好天に恵まれ、きれいな湧水を見ることができました。（若山）     

② 登登録録団団体体 PPRR イイベベンントト～～市市民民活活動動体体験験喫喫茶茶パパオオ～～  〈〈連連絡絡会会    担担当当〉〉  

１０月２１日（土）、２２日（日）に三軒茶屋のキャロットタワ－３階、 

市民活動支援コ－ナ－で開催されたＰＲイベントに参加しました。 

このイベントは市民活動支援コ－ナ－登録の各団体が、活動紹介、主催 

イベントへの参加勧誘などのために開催されており、当会は毎年参加し 

ています。会の紹介パネル展示、「環境入門講座」・「エコアップ探検隊」 

のチラシ配布、および「押し花工作」体験などを行いました。今年は天気 

が悪く２日目は予定より早く終了となる状況でしたが、「押し花工作」 

は、一時は順番待ちとなるほどの人気でした。会のメンバ－６名で対応 

しました。 （若山） 

  

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  （1100／／1188～～1111／／2211） 

食食とと農農部部会会  11/11 １１月定例部会開催（環境入門講座・第 1 日目の振り返り。当部会担当 2

月定例会について等。） 

ままちち部部会会  10/27 部会 ◆報告 ①荒川クリーンエイド制作紙芝居(子供向け）の上演報告 

②10 月連絡会 ◆打合せ ①2017 年度環境入門講座 ②世田谷くらしフェスタ

2017 出展 ③２Ｒイベント ◆「水辺のゴミ見っけ！2017」について､意見交換  

◆その他 マイクロプラスチックについて、新聞の情報提供                                                                          

＊次回の部会予定：12 月 15 日(金）午後 2 時位～4 時、消費者団体連絡コーナー 

 

緑緑部部会会  ・11/13 緑部会（講座準備、1 月定例会について） 

・11/21 岡本「バッタ広場」植物調査（次回 12/5、12/19） 

水水部部会会  １１／４（土）１１月定例会。「野川源流・お鷹の道探訪。 

１１／７（火）部会開催（砧図書館にて）。入門講座のリハーサルを行った。  

１１／１５（水）入門講座２日目。会場、らぷらす研修室１。受講生８名、スタッフ

７名、会員３名。 

地地球球環環境境部部会会  次回部会 1１/22（水）で 12 月定例会の準備・リハーサルを行う予定。 

エエココアアッッププ  

探探検検隊隊  

11/19 エコアップ探検隊・秋編下見実施。 

  

お鷹の路 
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学学校校支支援援  １０／１4～1１／１７の活動実績：８つの学校で延べ 1１回の支援活動を行った。 

奥沢小２回、等々力小２回、玉堤小２回、九品仏小１回、多聞小１回、代沢小１

回、東玉川小１回、二子玉川小１回で参加者は、延べ８５名。  

対象生徒数は延べ９７４名。 

環環境境入入門門講講座座  11 月 1 日（水）より講座開始、受講生 8 名。第 1 日目「食と農を学ぶ」、第 2 日目

「水について考える」11/15（水）を催行した。毎回全員出席で好評。最終日の第 6

日目の後援「世田谷区の環境政策について」は、長く環境再策に携わってこられた 

環境政策部長の松下洋章氏に講演いただくことになった。 

  

「 おしらせ・・・」  

 

〇環境入門講座最終日の「講演」聴講のお願い  

    「環境入門講座」は予定通り１１月 1 日より受講者 8 名で開始され、好評を得ております。 

し ま  今回の講座で、外部講師にお願いし、快諾いただいた以下の「講演」があります。 

お願いした経緯も含めて、少数の受講者では失礼にあたりますので、「講演」については、  

学習会の公開講座の扱いにして、学習会会員全員対象に聴講をお願いすることになりました。  

     貴重で有意義な講演ですので、是非聴講いただくようお願いします。 

 

「世田谷区の環境政策について」 世田谷区環境政策部長 松下洋章様 

 

・第６日目（12 月 20 日水曜日）13：00～13：50  

 三軒茶屋 グレート王寿ビル４階   

男女共同参画センター らぷらす 研修室 3 

http://www.laplace-setagaya.net/access/ 

 

 〇最終日講座終了後の「懇親会」にご参加下さい  

     「環境入門講座」終了後、受講生の皆さんと学習会会員で懇親の場を持ちます。スタッフ外の方も、

これから入会する（あるいは入会した）受講生の方を歓迎し、懇親する場に是非ご参加下さい。 

日時： 12 月２０日(水) 17:２0～19:２0 

中国菜家 喜来楽（シライル） ０３－３４１8－8６１8      

           東急三軒茶屋駅 キャロットタワ－地下１階 

          参加費：3，500 円（税込）                                      

お料理＋飲み放題（２時間）    

※参加希望の方は石川 riskw1950@yahoo.co.jp までご連絡ください。            

 ______________________________________________________________________________________________ 
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