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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・・99・・1188  №№8811  

  

 

 

 

 

今後の活動 カレンダ－ 

10  月 １1  月 

10/4(木) 環境講座①「食と農を学ぶ」 11/1(木)  環境講座③「地球環境を守るために」 

10/6(土) 「定例会」やめようプラスチック汚染 

外部講師講演 （まち部会） 

11/8(木) 「定例会」 （食と農部会） 

千葉大 植物工場見学 

10/18(木) 環境講座②「ごみの行方を知ろう」 11/15(木) 環境講座④「地球環境を守るために」 

10/20(土) もったいないフェスタ 11/20(火) 「連絡会議」(太子堂区民センター第３) 

10/16(火) 「連絡会議」(消費生活センター活動室) 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」 

 

 

★環境入門講座がいよいよ１０月４日（木）より始まります。  

現在応募者募集中。9 月１8 日現在の応募状況は４名。開催が危ぶまれます。 

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９/2７（木）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 

開催日時 講座のテーマ 学習の内容 会 場 

 

１０月４日 (木) 

（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 

・フードマイレージ、食料自給率／自給力、 

食品ロスについて 

・講演：世田谷の農業について （区内生産者） 

 

１０月１８日 (木) 

（１３時～１６時半） 

 

 

ごみの行方、 

資源回収を知ろう 

 

・清掃工場見学 

・資源回収について 

・マイクロプラスチックについて 

 

 

千歳清掃工場 

 

 

❤ 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 

 

あいかわ・つくい次世代エネルギーパーク見学会（8/29） 

 

mailto:fwhv1526@nifty.com
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  １０月定例会 ご案内 （ まち部会 担当 ） 

 開催日  10 月 6 日（土）午前 10 時～12 時   

場所   太子堂区民センター 第 4 会議室(三軒茶屋駅南口Ａ出口から徒歩 3 分）  

 テーマ  【やめようプラスチック汚染 ～川ごみの現状から～】 

講師：全国川ごみネットワーク事務局 伊藤浩子氏 

 

気が付けば私たちの生活はプラスチックに囲まれている今、海洋プラスチックごみが国際的な大きな

問題となっています。マイクロプラスチックはあらたな環境問題として注目されています。 

海ごみの 5～8 割は川を通じて陸域から発生していると言われ、海に面していない自治体でも決して 

他人事ではありません。国内の河川にもプラスチックごみが大量に漂着し早急な対応が迫られていま 

す。海へと通じる川ごみの現状やその課題をお伝えし、その対策をみなさんと考えます。  

また、身近な水辺で気軽にできるごみ調査「水辺のごみ見っけ！」についてもお話しします。  

 多摩川を含めて日本全国の川のごみについて、知ってみませんか？ 

 外部講師の方をお呼びしましたので、お知り合いやご友人などもお誘いいただいて、 

 多数のご参加をお待ちしています。（飛び入り可） 

 

＊講師の伊藤氏は、荒川のそばに住み荒川の活動に関わりはじめて約 20 数年。2009 年～2016 年まで 

NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラムでの活動を広めてきました。その後、「全国川ごみネットワー

ク」事務局に移り、荒川だけでなく全国での川ごみの削減に向けた活動に取り組んでいます。国の河川  

活動団体、ごみ関連団体などと連携し、ごみ削減の行動の輪が広がることを目指しています。 

    

 ＜参加申込＞ 渡辺 Eメール： nmi_watanabe@yahoo.co.jp 

           TEL/FAX： ０３－３７０４－８４６５ 

 

１１月１日 (木) 

（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 

 

 

らぷらす  
研修室２ 

 

１１月１５日 (木) 

（１０時～１６時半） 

 

 

水について考える 

 

 

・野川の川歩き 

・水環境について学ぶ 

・川の水や生活排水の水質調べ 

（一般財団法人） 

世田谷トラストまちづくり 

ビジターセンター 

 

１１月２９日 (木) 

（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１３日 (木) 

（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 
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 １１月定例会 予告（ 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 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。  

日時：２０１８年１１月８日 13：30～14：30 

場所：千葉大学柏の葉キャンパス（つくばエキスプレス 柏の葉キャンパス駅 徒歩７分） 

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) 

 

 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。  

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

※下見：１１月１８日(日) １３：３０ 大蔵地区会館集合 

※ツルの採集作業：１１月４日(日) １３：３０ 二子玉川駅集合 

 

エコアップ探検隊チーム のメンバー以外にも、スタッフ参加者を広く募集しますので、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・実あてクイズや、食品ロスを説明するコーナーを担当。  

・「緑部会」：木の実の工作や押し花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  (丸) 

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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  ●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・・・」  

 

● 食と農部会・公開部会のお知らせ 

食と農部会では、次の内容の公開部会を企画しています。 

【コンニャク作りと酒蔵見学ツアーのご案内】 

日程：２０１８年１１月１１日（日）～１２日（月） 

宿泊先：世田谷区民健康村ふじやまビレジ  

参加費：8,900 円（１泊２食の宿泊代、体験代、保険代込み）＋交通費 

持ち物：エプロン、三角巾（あれば） 

＜スケジュール＞ 

★１日目：１１月１１日 

 ・１３時 昼食を済ませて、ふじやまビレジ、ロビー集合 

   ※上越新幹線利用者は 

     東京８時５２分発 → 上毛高原１０時６分着：MAX とき 309 乗車 

     ふじやまビレジの無料送迎バスで 11 時過ぎにふじやまビレジ着 

     昼食は各自調達。駅弁などはいかがでしょうか？ 

 ・１３時半 酒蔵見学に出発…１台のバスで移動。車での参加者も利き酒ができます。 

    （見学先） 

     大利根酒造：尾瀬の地酒 左大臣 http://www.sadaijin.co.jp/ 

     永井本家：利根錦        http://www.nagaihonke.co.jp/ 

★２日目：１１月１２日 

 ・９時～１１時 コンニャク作りとお話 

         ※コンニャクに入れてみたいもの（柚や海藻など）を持参可能 

 ・１１時頃 いったん解散 

         コンニャクを湯がく間、希望者は田園プラザへ。 

         田園プラザからの戻りのバスは１２時半頃発。 

＊ お持ち帰りできるコンニャクは、一人当たり板コンニャク４～６枚くらい 

・１３時２０分 上越新幹線利用者は、ふじやまビレジ出発 

  （上越新幹線  上毛高原１４時２１分発 → 東京１５時２８分着：とき 322 乗車） 

※参加希望者は、「食と農部会」の次の者までご連絡ください。 

・松江川（masami369@gmail.com)  ・丸（marusei88@kih.biglobe.ne.jp） 

※宿舎手配等の関係がありおおよその参加者を把握したいので、「参加してみたいな」と思われる方は  

９月３０日までにご連絡いただけると幸甚です。 

 

mailto:masami369@gmail.com)　　・丸
mailto:marusei88@kih.biglobe.ne.jp
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 前月号以降の 「活動報告」 研究部会・プロジェクトの記録   

① あいかわ・つくい次世代エネルギーパーク見学会   88//2299          〈〈地地球球環環境境部部会会  担担当当〉〉    

      12 名の参加者(地球環境部会以外 8 名)で、車３台に分乗し、現地に向かいました。 

見学した施設は，①愛川第 1 発電所 ②宮ケ瀬ダム放流 ③水とエネルギー館 ④愛川ソーラーパーク

（太陽光発電） ⑤城山発電所（揚水発電所）で、愛川発電所・城山発電所では懇切丁寧な説明者の説

明を聞きながら、見学しました。特に城山発電所は、わが国最初の揚水式発電所で、地下 230m にある

発電所までエレベーターでおり、狭い階段を降りたり上ったりしながら、発電機・ポンプ水車・水圧鉄

管・入口弁作動装置等を見学しました。参加者からは、「次世代エネルギーパーク」との言葉とのギャッ

プを感じつつも「自分では行けそうもないところを見学できた、説明付きで見学出来より理解が深まっ

た｣等の感想をいただきました。 （丸） 

  

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    （（88／／2222～～９９／／１１８８））    

食食とと農農部部会会  9/8（土）部会開催（環境入門講座およびリハーサルの役割分担詳細検討、１１月

定例会「植物工場見学会」の検討、ニュース・トピックス他） 

ままちち部部会会  9/13 部会 ①打合せ：まち部会担当定例会(10/6）、今年度環境入門講座 など 

次回部会：10/6 定例会後を予定 

緑緑部部会会  ９/９（日）公開部会「成城界隈の世田谷百景・銘木巡り」実施 

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

講座会場は岡本民家園にほぼ確定。②もったいなフェスタ（10/20）の準備検討 

水水部部会会  ９／１６（日）部会開催（砧図書館にて）。入門講座の会場が野川ビジタ－センタ

－に確定。講座の詳細について打合せを行う。 

地地球球環環境境部部会会  8/29 ９月定例会「あいかわ・つくい次世代エネルギーパーク」見学会実施。 

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）１８時半 

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、チラシの準備中 

 

学学校校支支援援  ８／２２～９／１８の活動実績：学校支援活動は３つの学校で４回の支援活動を

実施した。 九品仏小２回、玉堤小１回、等々力小１回。 参加者は、1４名で対

象生徒数は 1７１名。 

・９／１１に一学期活動の振り返りの意見交換と懇親会を実施した。参加者は８名。 

環環境境入入門門講講座座  9/13 第３回チーム会議開催：①各部会から提出された「講座スケジュール」の内

容確認・精査」②広報状況の報告（チラシ配布、朝日新聞「定年時代９/１８号に

広報掲載」）、③講座メモ、アンケートの内容精査、④最終日親睦会の準備確認 

                                         

______________________________________________________________________________ 
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