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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  22001199・・22・・1199  №№8866  

 
 

今後の活動 カレンダー 

３月 ４月 

3/2(土)) 「定例会」 (太子堂区民センター第 4) 

みどり部会担当 

4/6 土) 「年次総会」(太子堂区民センター第１)  

午後「定例会」（観桜昼食懇親会） 

3/19(火) 「連絡会議」(太子堂区民センター第 3) 4/13(土) 新宿御苑観桜会 

  ４/16(火) 「連絡会議」(太子堂区民センター第 3) 

  ４/21(日) エコアップ探検隊 春編 

 

 ３月定例会 ご案内                （ みどり部会 担当 ） 

 

 開催日  ３月 2 日（土） 10 時～12 時  会場 太子堂区民センターを予定。 

 テーマ     桜シーズン 到来 !    

90 分で サクラ博士 になれる! やさしく・楽しい勉強会 

   3 月初旬は既に早咲きの桜の咲く頃、そして 4 月 6 日の「学習会総会」のあとは「砧公園・ 

    花見」その後、中旬には見事な八重桜群が次々と開花期になる新宿御苑での、本物の「桜の 

    博士」に案内してもらう恒例のイベントとつづきます。 (この 2 つのイベントのご案内も当日 

に行います)これらの日程に先立って、桜のことを楽しく面白くやさしく熟知できる「早業の 

勉強会」を当日、教材を配布してます。 

 

        内容凡例 ・「サクラ鑑賞 推奨 3 か条」 ・「生態や特性 13 か条」 ・「ソメイヨシノの 10 か条」 

                  ・「サクラのおもしろネタ 13 か条」   

   

      * 参加者には  簡易版 これを知れば サクラ 素人博士 !  を配布します。 

❤ 主 な 内 容  

・今後の活動カレンダー・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・冬編（1/27）かまどの点火に挑戦 
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          ご予定ください ! 

 31年度 総会 は 4 月 6 日(土)です!    

            日日  時時    44 月月 66 日日（（土土））  1100 時時～～    

            場場  所所    太太子子堂堂区区民民セセンンタターー  第第 11 会会議議室室                                    

  

 

 ４月定例会 予告                  （ みどり部会担当 ） 

 開催日  4 月 6 日（土）午後               

場所   砧公園 

 テーマ  【 観観桜桜昼昼食食懇懇親親会会 】 

    総会終了後、春爛漫の砧公園で持参弁当など食べながら、観桜と親睦の場を企画して 

    います。  詳細は 3 月号でご案内します。 

 

 エコアップ探検隊 春編 予告     （ エコアップ探検隊チーム 担当 ） 

 開催日  ４月 21 日（日）13 時～15 時 30 分  

  場所   二子玉川 兵庫島 

 テーマ  【【  多多摩摩川川のの春春をを楽楽ししももうう  】】  

        二子玉川・兵庫島から宇奈根公園周辺までの多摩川を、春の草花を観察しながら歩き、

鎌田区民集会所で子供達とヨモギ団子づくりを行います。 

 

     下見：４月１４日（日）10：00～12：00 多摩川川辺の草花の勉強会を行います。 

        下見後、鎌田区民集会場で打合せを行いますので、昼食ご持参ください。 

 

 

外部イベントへの参画予定 

 ●「新宿御苑里桜観察会（主催：森の仲間）」4 月１３日（土）」に参加 

    毎年恒例の「新宿御苑里桜観桜会」。主催は森林インストラクターとその仲間の「森の仲間」 

ですが、いつも参加者の半数は世田谷環境学習会のメンバーで、楽しくやっています。 

4 月中旬は里桜（八重桜）が盛りですが、毎年花の時期が少しずつずれるので、珍しい桜に 

出会えます。講師は、「森の仲間」の桜の大先生が担当。緋毛氈で抹茶もいただけます。 

新宿御苑はシーズン中「お酒の持込み禁止」ですが…落語の「長屋の花見」の逆を行って、 

「灘の水」や「越後の水」を持ち込んでの「お茶会」も…有るとか無いとか。 

詳細は後程お知らせしますが、4/13 日・10:30 新宿御苑・新宿門改札前集合です (井田) 
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冬芽の観察 

海ごみ啓発の紙芝居 

 前月号以降の 「活動報告」 部会・地域環境活動チームの記録   
 
① ２月定例会 【 研究テーマの発表 】２//２２（（土土））              〈〈食食とと農農部部会会  担担当当〉〉  

＊時間：10：00～12：00 

＊会場：太子堂区民センター第 4 会議室  

    本年度の各人研究テーマについて、研究内容を発表しました。 

    発表テーマは、次の通りです。 

◆ 家族農業について・・・・・・・・・・赤坂 

◆ GI について・・・・・・・・・・・・・田中 

◆ お米について・・・・・・・・・・・・松田 

◆ F1 種について・・・・・・・・・・・・丸 

       ※ 参加者 １0 名（部会員 7 名、その他 3 名）(丸) 

  

② エコアップ探検隊 冬編 1/２７（日）           〈〈エエココアアッッププ探探検検隊隊  担担当当〉〉    

エコアップ探検隊・冬編「冬芽の観察と花炭、焼き芋体験」を羽根木公園プレーパークで行いまし

た。(参加者：18 家族 57 名 内子供 31 名 スタッフ：１５名) 

インフルエンザが流行っていることもあり、当日多数のキャンセルが危ぶまれたが、天候が良かっ

たせいか当日キャンセルが全くなく、参加者共々エコアップ探検隊・冬編を楽しむことができまし

た。  

松ぽっくりなどの材料を缶につめる花炭造り及びさつまいもを 

新聞紙などで包む焼き芋造りの準備の後、冬芽の観察に出発。 

羽根木公園内のアジサイ・コブシ等の冬芽・葉痕を約 1 時間観察。 

その間に花炭および焼き芋は見事に焼きあがっており、参加者に 

は美味しい焼き芋を味わって頂きました。また、今年も「マシュ 

マロ」を残り火で焼き、子供たちには非常に好評でした。(丸) 

 

  

③ 平成 30 年度 2R ＮＯＷ In 世田谷「ライフスタイルをデザインする」に出展 １１//1199  

〈〈ままちち部部会会  担担当当〉〉    

              ２Ｒ推進が目的のこのイベント開催は 3 年目。まち部会は昨年に引き続き「海ごみ｣をテーマに  

出展し､まち部会 3 人のメンバーが参加。紙芝居(NPO 荒川クリーンエイド制作)や掲示物で、 

    海ごみ問題を知ってもらった。メラニンフォームスポンジは汚れを落とすが、削れてマイクロプ  

    ラスチックになって下水道を通りやがて海に流出することを話したが、知らない人がほとんど。 

    紙芝居は人気で、何回も観に来てくれた子どもがいた。今回は 

同会場にミニスーパーマーケットを作り、親子で買い物体験し 

ながら２Ｒを学び、買ったものがもらえるという催しもあり、 

スタンプラリーも取り入れたので、昨年よりブースに人が集まり 

盛況だった。来場者 160 名。(渡辺)   
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④ 部会・地域環境活動チームの記録  

部部会会・・  チチーームム              活活      動動      内内      容容        （（11／／1155～～22／／1199））    

食食とと農農部部会会  ・１/１９（土）１月定例部会開催（２月定例会での発表について等） 

・２/２（土） ２月定例会で各自研究テーマを発表（４名）） 

・２/１６（土）２月定例部会開催。２月定例会の振り返り、本年度活動報告・来

年度活動計画及び各人の研究テーマについて話し合いを行った。 

ままちち部部会会  1/19 「平成 30 年度２Ｒ ＮＯＷ in 世田谷」に出展、終了後部会開催 

＊次回まち部会：3/7、消費生活課消費者団体連絡コーナー 

みみどどりり部部会会  ・1/22、2/5  バッタ広場植物調査（岡本民家園 13:30 集合、次回 2/19、3/5） 

・2/10 部会（13:30～井田サロン、来年度活動計画の検討他、次回 3/10） 

水水部部会会  2/16（土）部会開催 新年度の活動について 

次回部会 3/17（日）砧図書館にて 

地地球球環環境境部部会会  2 月 12 日（火）18：30～砧図書館地下第二会議室において第 12 回部会開催。 

議題：「2019 年度活動計画について他」 

3 月 12 日（火）18：30～砧図書館地下第二会議室において第 13 回部会開催予

定。 

エエココアアッッププ  

探探検検隊隊  

1/27（日）エコアップ探検隊・冬編実施。 

 

学学校校支支援援  １／15～2／16 の活動実績：学校支援活動は３つの学校で６回の支援活動を実施

した。多聞小３回、東玉川小２回、二子玉川小１回。 参加者は、36 名で対象生

徒数は 537 名。 

環環境境入入門門講講座座  1/18 講座チーム振り返り・反省会を行った。 
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