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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・・1100・・1166  №№8822  

  

 

 

 

 

今後の活動 カレンダー 

11  月 １2  月 

11/1(木)  環境講座③「地球環境を守るために」 12/1(土) 「定例会」 （緑部会） 

世田谷のみどりを歩く 

11/8(木) 「定例会」 （食と農部会） 

千葉大 植物工場見学 

12/13(木) 環境講座⑥「講演-世田谷区の環境 

政策」・講座 5 日間のまとめ」 

11/15(木) 環境講座④「水について考える」 12/18(火) 「連絡会議」(太子堂区民センター第３) 

11/20(火) 「連絡会議」(太子堂区民センター第３)   

11/25(日) エコアップ探検隊 秋編   

11/29 (木)  環境講座⑤「世田谷のみどりを知る・ 

観る・楽しむ」 
  

 

 １１月定例会 ご案内       （ 食と農部会 担当 ） 

 開催日  1１月８日（木） 13：30 ～14：30 

 テーマ  【 千葉大（柏の葉キャンパス） 植物工場見学会】  

  天候に左右されずに安定的に野菜を供給できる施設として、野菜工場が脚光を浴びています。  

  食と農部会は、１１月定例会として、千葉大学の「植物工場」の見学会を企画いたしました。 

集合時間：２０１８年１１月８日（木） 13：10 

集合場所：つくばエキスプレス 柏の葉キャンパス駅  

参加費：￥500 

※説明員がつく見学会です。 

参加ご希望の方は、丸（marusei88@kih.biglobe.ne.jp）までご連絡ください。 

＜植物工場とは＞ 

屋内で温度や湿度、光量などを最適な状態にコンピューターで制御して野菜を栽培する施設。四季を 

通じて一定の価格で安定した供給ができる。また、安全性の高い生産や土地の有効利用などが可能。 

トマト・イチゴ・葉物を主に栽培。野菜工場。 (丸) 

 

❤ 主 な 内 容  

・今後の活動カレンダー・予定 

・おしらせ 

・部会・活動チームの活動報告と記録 

 

１０月定例会「やめようプラスチック汚染」講演（10/6） 

 

https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E9%87%8F-497890
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-3554
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%9B%E5%AD%A3-72528
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E5%AE%9A-433412
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7-186645
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%9C%B0-171657
https://kotobank.jp/word/%E8%91%89%E7%89%A9-604550
https://kotobank.jp/word/%E9%87%8E%E8%8F%9C%E5%B7%A5%E5%A0%B4-648171
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 １２月定例会 予告              （ 緑部会 担当 ） 

 開催日  12 月 1 日（土） 10 時～12 時 

 テーマ  【 世田谷のみどり散策】  

森厳寺～北沢川緑道～三宿の森の緑を見て歩き、世田谷のみどりについて考えます。 

集合場所など詳しくは来月 11 月の会報でご案内します。 

 

 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 25 日（日） 13 時～16 時    

 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。 

（当日雨天の場合は、屋外の自然観察は中止し、屋内での木の実の工作・クリスマスリース

づくりのみを行います。）  

なお, クリスマスリース用クズのツルの採集作業及び下見は次の日程で行います。 

※ツルの採集作業：１１月４日(日) １３：３０ 二子玉川駅集合 

※下見：１１月１８日(日) １３：３０ 大蔵地区会館集合 

 

近々、ツルの採集作業、エコアップ探検隊・秋編の下見・本番参加スタッフの募集を行いま

すので、エコアップ探検隊チーム のメンバー以外の方も、興味のある方は是非ともご参加く

ださい。 

 

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 20 日（土） 13：30～16：00 

     ・会 場：鎌田区民センター2F 鎌田児童館「音楽室、絵画工芸室」 

      ＜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。学習会としては、今年で 7 回目の出展となります。   

＜内容＞・「食と農部会」：農作物の種・花・実あてクイズ、食品ロスを説明するコーナーを担当。  

・「緑部会」：ドングリ笛や木の実の工作など、子供達に楽しんでもらうコーナーを担当。  

・「まち部会」：プラスチックごみに関する紙芝居を上演   

   ※参加スタッフの集合時間・場所 

   ・集合時間：12：30 

   ・集合場所：鎌田区民センター2F 鎌田児童館「音楽室、絵画工芸室」   （丸） 
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   ●登録団体 PR イベント～市民活動体験喫茶パオ～  

     ・開催日：10 月 20 日（土）～21 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 や、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「世田谷環境学習会」の活動をパネル紹介します。 (杉山) 

 

 「おしらせ・・・」  

 

 前月号以降の 「活動報告」 研究部会・プロジェクトの記録   

① 10 月定例会「「ややめめよよううププララススチチッックク汚汚染染～～川川ごごみみのの現現状状かからら」」1100//６６〈〈ままちち部部会会  担担当当〉〉    

            特に今年はストローがプラから紙製への導入など海外の動きを目にすることが多くなり、タイ 

   ムリーな時に呼ばれたと、講師の伊藤浩子(全国川ごみネットワーク）さんはパワーポイント 

   のプレゼンで、全国の川ごみ調査結果から見えることや海洋プラスチック憲章、サーキュラー 

   エコノミー、SDG'S など最新情報を具体的に分かり易く提供してくれた。質問も沢山出て、川 

   ごみの現状と海ごみについて、必要のないプラスチック製品は使わないなど認識を深めること 

   ができた。全国水辺のごみ調査「水辺のごみ見っけ！」のＰＲもあり、今年はまち部会が会員 

にも呼びかけ、多摩川で「水辺のごみ見っけ！」を実施する予定ですので、よろしくお願いしま

す。参加者 17 名(まち部会 5 名、部会外 7 名、外部 5 名)。  (渡辺） 

   

② 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  

部部会会・・  チチーームム              活活      動動      内内      容容    （（９９／／1199～～1100／／1166））    

食食とと農農部部会会  ９/２７（木）講座第１日目の料理実習のリハーサル、PTT の内容調整を行った。 

10/4（木）  講座第１日目「食と農を学ぶ」を実施。 

１０/１３（土）部会開催（講座の反省、１１月定例会「植物工場見学会」の最終

調整、ニュース・トピックス他）。 

ままちち部部会会  世田谷ボランティア協会より、芦花高校防災授業のサポート依頼(10/19、

11/9、11/16)があり、会員に呼びかけた。 

次回まち部会：10/18 入門講座終了後、千歳清掃工場真向かいの温水プール

１F ホール内 

緑緑部部会会  11/11（日）公開部会 世田谷のみどり散策「岡本民家園～静嘉堂界隈」実施 

同日午後、部会開催：①環境入門講座（11/29）の内容・スケジュール検討調整。 

9/20、10/2 岡本フェノロジー調査実施。 

水水部部会会  １０／１６（火）部会開催（砧図書館にて）。入門講座のプレゼンリハ－サルを行

う。 

地地球球環環境境部部会会  9/14（金）部会開催：① ９月定例会の振り返り、②環境入門講座３日目（11/1） 

の内容・スケジュール表を検討決定。 次回部会：10/22（月）講座内容の修正

確定。10/29 講座リハーサルの予定。 

● 食と農部会・公開部会のお知らせ 

【コンニャク作りと酒蔵見学ツアー 11/11～12】は 

 最少催行人数未達のため、今回は中止となりました。 
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エエココアアッッププ  

探探検検隊隊  

秋編（秋の宝物探し）の広報区報 10/1 号掲載。各施設にチラシの掲出依頼 10/1

までに 

学学校校支支援援  ９／１９～１０／１６の活動実績：学校支援活動は３つの学校で１１回の支援

活動を実施した。東玉川小７回、等々力小３回、奥沢小１回。 参加者は、５

６名で対象生徒数は９０１名。 

環環境境入入門門講講座座  10 月 4 日（木）より講座開始。受講生は 7 名（うち 1 名は生涯現役ネットワー

ク「地域活動体験講座」の受講生、10/18 ごみ,11/15 水の 2 日を体験受講） 
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