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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  22001188・・66・・1199  №№7788  

  

 

 

 

 

今後の活動 カレンダ－ 

７  月 ８  月 

7/6 (金)～ 

7 日(土) 

定例会 一泊研修（川場・玉原高原） 8/5 (日) エコアップ探検隊 夏編 

8/11(土) 夜の芦花公園探検隊 

7/17(火) 「連絡会議」（太子堂区民センター 第２会議室） 8/21(火) 「連絡会議」（太子堂区民センター第 3 会議室） 

  

 

７月定例会 ご案内 （ 連絡会 担当 ） 

 開催日  7 月 6 日（金）～7 日（土）              

場所    川場村、玉原高原 

 テーマ  【一泊研修川場村：バイオマス発電の見学とブナ 

天然林で森林浴、湿原植物観察やボタル体験・・・】 
川場村の森林資源を活用したバイオマス発電施設視察見学と翌日近くの玉原（たんばら） 

高原のブナ天然林を散策し、小尾瀬ともいわれる玉原湿原でトキソウ等高原植物を観察 

しながらハイキングをします。 

6 日は地酒の蔵訪問、夕食後ボタルの乱舞体験。7 日は玉原高原散策の後、川場の物産が 

豊かな道の駅・川場田園プラザに寄り帰途。17 時頃までに世田谷着 

宿泊は川場村「中野ビレッジ」。車で分乗して行きますので、費用は 1 万円以下。 

6 日夜中野ビレッジ入りして途中参加し、懇親を深め、翌日自然散策を楽しむ形も可能です。 

 

予約及び配車の都合上、 

6 月 30 日までに緑部会長井田、または地球環境副部会長杉山までお申し込みください。 

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

            杉山：fwhv1526@nifty.com（080-5183-8253） 

 

 

 

❤ 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 

 

定例会「森ヶ崎水再生センター見学」（6/１3）  

 

トキソウ 
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エコアップ探検隊 夏編 予告 （ エコアップ探検隊 担当 ） 

 開催日  ８月 5 日（日） 18：00～20：30    

 テーマ  【 セミの羽化と夜に咲くカラスウリの花の観察 】  

「砧公園」で「セミの羽化と夜に咲くカラスウリの花」を観察するエコアップ探検隊・夏編を実施 

します。   

     下見：７月 29 日(日)  １７：００ 大蔵地区会館 集合 (打合せ後現地下見を行います。）        

本番：８月 5 日(日)   １７：００ 総合運動場 会議室兼軽運動室 集合      

     ※ 後刻、スタッフ募集を行いますのでよろしくお願い致します。  (丸)  

 

夜の芦花公園たんけん隊 予告 （ 烏山班 担当 ） 

 開催日  ８月１1 日（土） 18：00～20：30   

 テーマ  【 セミの羽化と夜に咲くカラスウリの花の観察 】  

「夜の芦花公園たんけん隊」は、世田谷環境学習会・烏山班と地元の NPO 法人「芦花公園花の丘 

友の会」が結成する実行委員会に粕谷児童館、粕谷図書館及び芦花恒春園サービスセンター（今年 

から参画）が協力して、エコアップ探検隊・夏編と同じプログラムで、芦花公園で実施している 

イベントです。今年で 10 回目となります。  

    下見：８月 ４ 日(土)   17:00 粕谷児童館集合 

本番：８月１１ 日(土)  17:00  粕谷児童館集合     

※ 後刻、スタッフ募集を行いますのでよろしくお願い致します。  (丸) 

 

外部イベントへの参画予定 

・子供環境イベント（温度探検：測って合点暑さの秘密）を出展 

 開催日  7 月 21 日（土） 13：00～17：00             

場所   キャロットタワー世田谷文化生活情報センター4 階 

 内容   

「環境エネルギー・ラボ 2018in せたがや」(区主催)に「放射温度計を使った会場周辺の温度 

探検（高温の物や場所探し、日影との温度差計測）と省エネアイディア探し」の子供環境イベン 

トを出展します。学習会の皆さまの見学・応援参加よろしくお願いします。（地球環境部会 高岡） 

・夏休み多摩川教室 

目的：多摩川の沿川に住む小学生等を対象に、夏休みを利用して川とさまざまな形でふれあう  

ことによって、多摩川に興味を持ってもらう。 

開催日時：７月２４日（火）、２５日（水） 午前１０時～午後３時 

会場：二子玉川河川敷（川崎市側） 

最寄駅は田園都市線二子新地前、または二子玉川 

主催：多摩川流域協議会 
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スタッフ募集！！ 子供たちに水質検査（パックテスト）を体験してもらい、川の水質について 

レクチャ－します。また今回は「マイクロプラスチックってなあに？」の 

コ－ナ－のお手伝いもします。水部会、まち部会がスタッフとして参加予定 

ですが、他の部会の方にも是非応援をお願いします。 

半日でも結構ですので、参加可能な方はご連絡ください。 

詳細は別途ご説明します。 

連絡先：若山  yu-wakayama@msd.biglobe.ne.jp 

スタッフとして参加いただける方は６月３０日（土）までにご連絡ください。 

  

 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 ６６月月定定例例会会「「森森ヶヶ崎崎水水再再生生セセンンタターー」」  66//1133  〈〈水水部部会会  担担当当〉〉    

６月１３日（土）、定例会として「森ケ崎水再生センタ－見学」を行いました。同センタ－の見学は 

２００９年に実施していますが、その後の入会者も多く、参加者は１１名でした。はじめに「水環境 

案内人」の中島さん、藤森さんからビデオとパワ－ポイントにより丁寧な説明をしていただき、その 

後、沈殿池、反応槽などの設備を見学しました。水を再生させるために微生物が重要な役割をはたし  

ている事、電力の消費をなるべく少なくしようと努力していることなど、実感することができました。 

参加者のみなさまお疲れ様でした。 （若山）  

② 武武蔵蔵丘丘小小学学校校「「ヤヤゴゴ救救出出大大作作戦戦」」      

烏山地域で活動している団体『みずとみどりの会』からの要請により、5/19（土）午後、武蔵丘小 

学校のひざ下位まで水位を下げたプールで、「ヤゴ救出大作戦」を行いました。 

しかし、プールに入った親子 50 名ほどの参加者が，掬えども掬えども、ヤゴは見つからず。ついに 

一匹のヤゴも捕まえることができませんでした。昨年のプール使用後に、残った消毒剤をプールに全  

量入れてしまったためではないか、と思われます。 

そこで子供たちのために、急遽近くに住む会員に紙芝居を持ってきてもらい、紙芝居「ヤンマの一生」 

を観てもらいました。参加スタッフ 4 名。 （丸） 

 

③ 「「多多摩摩川川ククリリーーンン作作戦戦（（55／／1199））にに参参加加ししままししたた！！〈〈ままちち部部会会〉〉    

多摩川河川敷(多摩川遊園）のごみ拾いは、一目瞭然プラごみが目立っていた。実施した玉川公園事  

務所が記録したごみの内訳によると、不燃ごみ 32 袋、可燃ごみ 21 袋、PET ボトルが多かったが、 

リサイクルできないので(※多摩川公園事務所では産廃として処理しているため)不燃ごみとしてカウ 

ントされ何本かは分からなかった。意外だったのは、パスモ・テレカのカードが 13 枚もあったこと 

で、遺失物として届けるそうだ。 

世田谷環境学習会に呼びかけたが参加者がなく残念だったが、地域団体や業者・個人など参加者総勢  

110 人。多くのプラの川ごみが海へ流れ、海の生きものを脅かしていることを忘れてはならない。 

                                      （渡辺、若山） 
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    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  （５５//１１６６～～６６//１１９９） 

食食とと農農部部会会  5/19 部会開催（｢現行農薬栽培についての諸情報」の話、「紅茶づくり交流会」の

紹介、三芳村縁農報告、ニュース・トピックス等｣ 

6/9  部会開催（環境入門講座の部会のテーマ・講座内容等検討、「農薬基礎知識」

の話、トピックス・ニュース等） 

ままちち部部会会  6/9 部会：5 月連絡会報告、多摩川クリーン作戦参加(5/19)報告、入門講座打合

せ、夏休み多摩川教室「マイクロプラスチックって なあに？」コーナーへの協力依

頼について打合せ、他 

次回部会：7/10or7/12、らぷらす３Ｆ活動コーナー 

緑緑部部会会  ・6/5 バッタ広場植物調査（次回 6/19・7/3） 

・6/11 緑部会（部会開催日を第２月曜日⇒第２日曜日に変更…次回 7/8） 

水水部部会会  ６／６（水）夏休み多摩川教室実行委員会参加。１３（土）定例会開催。１８（月）

部会開催（砧図書館にて） 

地地球球環環境境部部会会  6/11（月）部会開催：環境エネルギー・ラボ 2018in 世田谷への子供環境イベント

出展について検討。9 月定例会「あいかわ・つくい世代エネルギーパーク見学」につ

いて検討。 

次回は 7/10(火)砧図書館地下会議室 18 時 30 分～議題：各自の研究テーマ報告 

学学校校支支援援  ５／１２～６／１７の活動実績：学校支援活動は５つの学校で７回の支援活動を実

施した。  玉堤小２回、等々力小２回、東玉川小１回、多聞小１回、九品仏小 1 回。

参加者は、41 名で対象生徒数は 602 名。 

環環境境入入門門講講座座  チームメンバー、チーフが決定し、5/23 に第 1 回チーム会議開催。講座内容・日程、

募集人数、受講料、準備日程等を決定した。次回ワーキング会議 6/26 
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