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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・・1122・・2200  №№7722  

  

  

  

  

 

今後の活動 カレンダ－ 

１ 月 2  月 

1/20(土) 

（当初日程変更） 

定例会「冬鳥の観察会」（緑部会） 

（仙川） 

2/3(土) 

 

定例会（食と農部会） 

（太子堂区民センター第２会議室） 

1/16(火) 「連絡会議」 

（太子堂区民センター第２会議室） 

2/20(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   

   

  １月定例会 ご案内 （ 緑部会 担当 ） 

 開催日  1 月２0 日（土）  

 集合  京王線仙川駅改札前 9：30  解散：祖師谷 3 丁目公園 12：00 

 テーマ  【 冬鳥の観察会 】～仙川探鳥会のお誘い 

仙川は住宅地にありながら、自然度が高く野鳥の種類・ 

数が多く、上から見下ろすのでとても観察しやすいです。 

両面は護岸ですが、川床は自然面で中洲や寄洲が残され、 

犬・猫・人が入らずまさに野鳥の楽園といえます。 

     冬鳥のカモ類を中心に沢山の野鳥を楽しみませんか！ 

カワセミも時々顔を出します。 

     仙川駅から成城学園駅近くまで、仙川沿い遊歩道を 

ゆっくりと観察しながら 5 ㎞ほど歩きます。 

※持ち物：帽子、筆記用具、飲み物、双眼鏡（あれば） 

      

参加者にはせたがやトラストの野鳥図鑑「キーバード 66」を進呈します。 

資料準備の都合がありますので、参加予定の方は 1/18 までに下記にご連絡ください。（斎藤） 

緑部会 杉山 whv1526@nifty.com 080-5183-8253 

※雨天予報の場合は中止です。中止の場合は前日の 18 時までに学習会メールで連絡します。 

❤ 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 

 

エコアップ探検隊秋編（11/26）の模様 
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２月定例会 予告 （ 食と農部会 担当 ） 

 開催日  ２月 3 日（土） 

場所    太子堂区民センター 第 2 会議室（※会場が変更になる場合もあります）  

 テーマ  【 研究課題の発表 】 

本年度の研究テーマの中から、次の事項について発表します。 

・農業の 6 次産業化について 

・突然変異育種について 

・大豆について 

・コンニャクについて 

・リンゴ援農あれこれ 

・種について 

※変更の場合には 1 月 16 日にご連絡します。 

 

     平成 30 年 新年の懇親会 ご案内    

1/20(土)の 定例会(前項参照)終了後、定例会の解散場所と同じ「成城学園前」の「井田サロン」で 

新年懇親会を予定しております。新しい年のスタートの時、みなさんで集まる機会です。 

 日頃、疎遠になっている会員も含めて、たくさんの方のご参加をお待ちしています。  

        

 

 

 

場 所 井田サロン  1 月定例会後ですので、「緑部会」で会場までご案内します。 

 

  日 時 1 月 20 日(土) 12 時 30 分～14 時半頃まで <予定>  

                午前中の「定例会」終了後ですが、定例会に都合で参加できない方も申込み 

                  の上、12時15分に成城学園前中央改札口に来て頂ければご案内できます。 

  会 費 1,500 円 上限・残余は返戻  < 自前料理・市販食材で安価・豪華に準備いたします > 

                   ……自宅に正月の飲み残しお酒や食材等があればご持参大歓迎です ! … 

    

会場設定や食材の準備の都合もありますので、出席できる方は 1/16 までに担当部会(緑)の 

下記の誰でも結構ですので、メールまたは電話で申込んでください。 

          井田(部会長)   hiro-ida@a04.itscom.net 080-3400-0876 

          小川(当日幹事) jkm-og@fa3.so-net.ne.jp 080-3155-1026 

      

mailto:hiro-ida@a04.itscom.net
mailto:jkm-og@fa3.so-net.ne.jp
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 エコアップ探検隊 冬編 ご案内 （ 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・・焼焼きき芋芋作作りり体体験験  】】 

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」をして楽しみます。 

      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。 

近々スタッフ募集をいたしますので、エコアップ探検隊メンバーでない方も、スタッフ

参加してみませんか。 

・下見：1/21(日) 10：00～ 羽根木公園プレーパーク集合   

終了後打合せをしますので、昼食ご持参ください。  

・本番：1/29(日) 9：30 羽根木公園プレーパーク集合 12：30 頃終了 

              

外部イベントへの参画予定 

 ●「２Ｒ ＮＯＷ in 世田谷」に出展！（まち部会） 

・開催日：２月３日（土）午後（時間は次号でお知らせします） 

・会 場：東京都市大学夢キャンパス（二子玉川・オフィス８Ｆ） 

・主 催：世田谷区２Ｒ推進会議/東京都市大学 他 

 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ます。 

是非、お立ち寄りください。(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  

①①   11２２月月定定例例会会「「賢賢いい省省エエネネとと自自然然エエネネルルギギーー」」1122//22〈〈地地球球環環境境部部会会  担担当当〉〉    

    始めに住宅の省エネ性能の例として、部員の杉山氏の従前木造住宅と建替えた高断熱の木造 3 階

建てのゼロエネルギー住宅（太陽光発電 8kwh 付）とでの使用エネルギーの激減や発電エネルギ

ーの比較が、快適性の向上と併せて報告されました。次に地球環境部会が今年度の環境入門講座

で使用予定のプログムを、1 時間半圧縮して学習会のメンバーと一緒にワークショップ形式で 

 表記のテーマを体験しました。 

定例会終了後は、今回のゴールとした賢い省エネを実行し「家計も地球も笑顔に」を宣言して 

終了となりました。 参加者 7 名（内部員 3 名） (中澤) 

② エエココアアッッププ探探検検隊隊  秋秋編編  〈〈エエココアアッッププ探探検検隊隊  担担当当〉〉    

11/26『エコアップ探検隊秋編 この実 何の実 きになる実』 

には、19 家族 53 名（内子供 29 名）という多くの参加者を 

得て、実施されました。 
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参加者が多くなったことにより、クリスマスリース用のクズの追加採集を行いました。 

  参加者集合後、まずは体育館周辺の公園で、台風の影響で種がほとんど残っていませんでしたが、

カエデの種やけやきの種を観察しました。また、ムクロジの木を観察し、ムクロジの実を採って

それを割り、水が半分入ったペットボトルの中に入れて振ると泡立つという実験も行いました。

（昔は、洗剤として使用されていました。） 

その後体育館の中の「軽体操室兼会議室」で、マツカサや木の実を使ってのリース作りを行いま

した。人数が多いためクリスマスリースづくりに作業スペース・グルーガンの使用等に支障が出

るのではないかと心配しましたが、特に支障もなく、アンケートによると参加者には満足してい

ただけたようです。 （丸） 

③ 「「世世田田谷谷くくららししフフェェススタタ 22001177～～未未来来ののたためめににくくららししをを見見直直そそうう」」にに出出展展  〈〈ままちち部部会会〉〉  

      5 年目の出展で、1122 月月 1166 日日昨年に引き続き「海ごみ」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、海ごみが増え続け深刻な状況を伝えた。ここでも

紙芝居は人気で人が集まり、熱心に見てくれ「海ごみ問題を知らなかった」「保育園でもやって

ほしい」など声をいただき、大好評。DVD は 30 分と長いせいか、ゆっくり視聴してもらえな

かったが雰囲気作りになった。スタッフ参加は５名。 (渡辺） 

④ 「「都都立立芦芦花花高高校校 11 年年生生〈〈防防災災授授業業〉〉」」へへのの協協力力〈〈ままちち部部会会〉〉  

          昨年度に引き続き、世田谷ボランティア協会よりの協力依頼（11 月 10 日、17 日、24 日

の 3 日間)があり、会員に協力を呼びかけ、参加（延べ人数 10 名）した。ありがとうございま

した。初参加の田中雅子さんから以下のコメントをいただきました。（渡辺） 

                  高校の課外活動の見守り、初めてのことで興味津々でした。 

17 日、24 日、ともに小春日和で屋外活動には最適な日。災害時 

を想定したまち歩きでは、今まで見落としていた消火器、消火栓、 

頭上の危険物、災害時の一時避難所などに目を向ける機会になり 

ました。マンホールトイレの設置も、それぞれ役割を自分で見つけ 

て積極的に取りかかっており、初めてとは思えない手早さで驚き 

ました。有事には自分たちが行動しなければいけない、という意識 

が芽生えたのではないでしょうか。いつか私たちも彼らに助けられ 

ることがあるかもしれない、でも彼らなら安心して任せられる、 

そんな思いを抱きながらのサポートでした。 （田中） 

 

    ⑤⑤  全全国国水水辺辺ののごごみみ調調査査==「「水水辺辺ののごごみみ見見っっけけ！！」」にに参参加加  〈〈ままちち部部会会〉〉  

          まち部会は、海ごみ関連で多摩川河川敷にプラスチックごみがどれくらい散乱しているかを調

べたいと、全国川ごみネットワーク主催の「水辺のごみ見っけ！」に有志が 10 月に参加した。 

     調査項目が飲料ペットボトル・レジ袋・カップ型飲料容器の３つが指定され、二子玉川付近の 

    多摩川河川敷で、調査範囲２km１時間で、結果はペットボトル 58 本・レジ袋 14 枚・カップ 

    型飲料容器 1 個だった。やはりペットボトルの多さに驚くが、散乱のペットボトルは結局リサイ

クルされないし、放置すればやがて海ごみになってしまう。 

     報告シートを世田谷環境学習会として主催先に送った。後日全国の調査結果を公表することに  

    なっている。 (渡辺） 
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⑥ 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  （1111／／2222～～1122／／1199） 

食食とと農農部部会会  12/9（土）12 月定例部会開催。部会長人事・2 月定例会内容等の検討。セミ  

ナー出席報告、リンゴ農家援農体験報告等がなされた。 

ままちち部部会会  11/17,24 都立芦花高校防災授業のお手伝いへの参加 

12/6 環境入門講座 4 日目実施 

12/15 部会（部会長副部会長選任、来年度計画など話し合い)、世田谷くらし

フェスタ 2017 の準備 

12/16 世田谷くらしフェスタ 2017 に出展 

次回部会：未定 

緑緑部部会会  ・11/29 日「環境入門講座③」実施 

・12/5 日バッタ広場植物調査（次回 12/19 日） 

・12/11 日緑部会（講座反省会、1 月定例会…冬鳥観察会等について） 

水水部部会会  なし 

地地球球環環境境部部会会  12/4（月）部会開催：12/13（水）環境入門講座のリハーサル実施。 

次回部会 1/8（月）18 時 30 分～砧図書館第一会議室 議題：「来年度に向け

て１」。 

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。 

11/26 エコアップ探検隊・秋編本番実施。 

学学校校支支援援  11／18～12／⑯の活動実績：6 つの学校で延べ 7 回の支援活動を行った。 

等々力小２回、玉堤小１回、尾山台小１回、多聞小１回、東玉川小１回、二子玉

川小１回で参加者は、延べ 4９名。 対象生徒数は延べ 710 名。 

１２／１４に、二学期の振り返り会議と忘年会を兼ねての懇親会を行った。 

環環境境入入門門講講座座  11 月 1 日（水）第 1 日目「食と農を学ぶ」から第 5 日目「地球環境を守るため

に」迄、受講生受講生 8 名は毎回全員出席で熱心に受講された。 

最終日の第 6 日目の講演「世田谷区の環境政策について」は、長く環境政策に携

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ている。 

講座終了後、受講生との懇親会を予定している。 
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