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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・・33・・1199  №№8877  

 

 

 

 

 

今後の活動 カレンダー 
４月 ５月 

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） 

5/11(土) 「定例会」多摩川の川歩き（水部会） 

4/13(土) 新宿御苑観桜会 5/21(火) 「連絡会議」(太子堂区民センター第 2) 

４/16(火) 「連絡会議」(太子堂区民センター第 3) 5/27(月) 「公開部会」春の里山歩き（みどり部会） 

４/21(日) エコアップ探検隊 春編（下見 4/14）   

 

 ４月定例会 ご案内          （ みどり部会担当 ） 

 開催日  4 月 6 日（土） 午後１２時３０分 ～ 午後 16 時 頃まで               

場所   砧公園 二の橋付近 「あづまや」周辺  適時現地集合です 

 テーマ  【 観観桜桜昼昼食食懇懇親親会会 】 ☆雨天の場合は中止です 

 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。  

飲食物（お弁当、飲み物、おつまみ）・敷物・ゴミ袋等は各人お持ち下さい。 

（一部敷物、紙コップ、氷は用意します）  🌟差し入れ等は大歓迎です！！ 

＊砧公園までのルートは、 田園都市線 用賀駅下車 徒歩 15～20 分 

                         成城学園前駅行きバス NHK 技術センター前下車 徒歩 10 分 

 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                                    

詳詳ししくくはは「「総総会会案案内内（（33 月月 2200 日日発発信信予予定定））」」ででごご案案内内ししまますす。。  

  

  

  

  

❤ 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 

・おしらせ 

・部会・活動チームの活動報告と記録 

 

砧公園のソメイヨシノ 今年３月下旬予想  

 

 総会終了後、下記案内の「4 月定例会」を引き続き開催します。 
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                 ＊みどり部会 担当 松田仁美 携帯電話：080-9527-6300 

 

 

 ５月定例会 予告            （ 水部会担当 ） 

 開催日  ５月 11 日（土）９時 45 分 和泉多摩川駅登戸側改札口 集合                  

 テーマ  【 多多摩摩川川のの川川歩歩きき 】 

和泉多摩川駅近くから 二子玉川方面に向かっての多摩川を散策します。 

昭和 4９年の水害跡地や狛江市水辺の楽校（がっこう）にも立ち寄ります。 

    お時間のある方には 終了後 二子玉川近辺での昼食も予定しております。 

詳細は次号でご案内しますが、皆様のご参加をお待ちしています。 

 

 

 ５月公開部会 予告          （ みどり部会担当 ） 

 開催日  ５月２７日（月）京浜急行品川駅 8 時 50 分集合 ＜集合場所は 1 階改札口＞               

場所   小網代の森 （神奈川県三浦市三崎町小網代）  

 テーマ  【 春の里里山山歩歩きき＆＆ママググロロ丼丼堪堪能能＆＆おお土土産産付付 】 

森と干潟と海がつながっている「小網代の森」を散策して自然の恵みを体感しましょう！ 

お昼は三崎漁港に揚がる海の幸を堪能！ ちょっぴりプレゼントも付いています。 

お得な“みさきまぐろ切符”￥3500-を購入して満足できる一日にチャレンジしませんか。 

（帰りは、京成川崎駅 17 時頃着予定 京成品川駅 17 時 20 分頃着予定です） 

 

 エコアップ探検隊 春編  ご案内（ 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  

＊多摩川河原の草花の勉強会を行います。草花について勉強したい方は、ぜひご参

加ください。 

        ＊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。 

 

   ※現在スタッフ募集を行っておりますので、ご希望の方はお申込ください。（丸） 
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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 

    主催の「森の仲間」に「環境学習会」が加わって楽しむ、恒例の「新宿御苑里桜観桜会」です。 

観察会の講師は、「森の仲間」の桜の大先生田山さんが担当。緋毛氈で抹茶もいただけます。 

4 月中旬は里桜（八重桜）が盛りですが、他にハンカチの木などにも出会えます。 

園内の売店は品数が少ないので、昼食と飲物持参。（あれば敷物も） 

突然ですが、今年 2 月から入園料が 200 円から 500 円に値上げされました。その代わり高

齢者（65 歳以上）と学生割引（250 円）ができましたので、該当者は身分証をお忘れなく。 

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。 

4/13 日・10:30 新宿御苑・新宿門券売機前集合。荒天の場合翌 14 日（日）に順延です。  

参加希望者は井田まで。hiro-ida@a04.itscom.net 当日連絡 080-3400-0876 

 

         「おしらせ・・・」  

 

 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 ３月定例会 (3//２２))  サクラ博士になれる ! やさしく・楽しい勉強会   〈〈みみどどりり部部会会担担当当〉〉    

桜シーズン到来を前に「これを知ればサクラ博士」と題した 12 頁ものの小冊子を配布、「サク 

ラの生態や特性 11 か条」「サクラ鑑賞の推奨 5 か条」「ソメイヨシノの 10 か条」「知ったか 

ぶりのネタ 13 か条」の計 39 か条 (サクラ咲くに語呂合わせの 39) を駆け足の 90 分で解説を 

した。併せて、学習会総会当日午後の砧公園花見予告と 4 月初中旬には見事な八重桜群が次々と 

開花期を迎える新宿御苑での「本物・桜博士」解説によるイベントについても案内をした。 

（参加者 14 名）  (小川) 

  

  

  

  

  

  

  

★トピックニュース 

内閣府の「エイジレス・ライフ実践事例及び社会参加活動事例の紹介事業」に基づき、世田谷区生活

文化部市民活動・生涯現役推進課より、今年度の推薦団体候補として「世田谷環境学習会」が選ばれ

ました。 

連絡会の皆さんのご協力で、急遽様々な活動事例資料を提出し、3/8 日に世田谷区から東京都に、当

会の推薦状が提出されました。創立 15 周年を記念して…乞うご期待！（代表 井田） 

 

mailto:hiro-ida@a04.itscom.net()
mailto:hiro-ida@a04.itscom.net()
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② 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        （（22／／2200～～33／／1199））    

食食とと農農部部会会  3/9（土） ３月度定例部会開催（新年度各自研究テーマ・新年度活動計画等検討） 

ままちち部部会会  3/7 部会開催(消費生活課消費者団体連絡コーナー、10～12 時） 2 月連絡会報

告、新年度体制・新年度活動計画の打合せ 

＊次回まち部会：4/17(10～12 時）、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  ・2/26、3/5 バッタ広場植物調査（次回 3/19、4/2） 

・3/10 みどり部会（来年度活動計画の検討、他。）次回は未定 

水水部部会会  3/17(日）部会開催 5 月の定例会について 

次回部会 4/8(月）10 時～砧図書館第 2 会議室にて 

地地球球環環境境部部会会  3 月 18 日（月）部会開催（2019 年度活動計画・新年度各自研究テーマについて

検討、研究テーマ話題提供） 

エエココアアッッププ  

探探検検隊隊  

春編の募集準備（区報 4/1 に掲載、チラシ配布 3/23 より開始予定） 

学学校校支支援援  2／17～3／19 の活動実績：学校支援活動は５つの学校で８回の支援活動を実施

した。（多聞小２回、東玉川小２回、玉堤小２回、桜町小１回、等々力小１回。） 

参加者は 39 名で、対象生徒数は 747 名。 

環環境境入入門門講講座座  4 月連絡会で講座チームを立ち上げる予定 
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