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今後の活動 カレンダー 

７月 ８月 

  8/4(日) エコアップ探検隊 夏編 

７/16(火) 「連絡会議」(太子堂区民センター第２) 8/10(土) 夜の芦花公園たんけん隊 

7/24.25 夏休み多摩川教室 ８/20(火) 「連絡会議」(太子堂区民センター第 2) 

 

 7月定例会 ご案内           （ 連絡会担当 ） 

予定していた【里山体験合宿】（6月30日～7月1日）は、中止です。 

7 月定例会は、藤野の古民家での「里山体験」を計画していま したが、言い出しっぺの 

みどり部会の参加スタッフがそろわず、他部会からの提案等もありませんでしたので… 

参加を予定していた方には申し訳ありませんが、残念ながら今年は中止とします。 

6/10日の情報では、藤野ではもうホタルが飛び始めたそうです。（みどり部会 井田） 

 

 

 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4日（日） 

    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 28 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 ４ 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) 

 

6 月定例会「神田川・環七地下調節池見学」6/6  

 

 

❤ 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 
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 夜の芦花公園たんけん隊 予告       （ 烏山班 ） 

開催日 8月10日（日） 

    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 11 回目となります。   

      下見：８月 3 日(土)   17:00 粕谷児童館集合 

本番：８月１0 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 
 

外部イベントへの参画予定 

●夏休み多摩川教室 

多摩川沿いに住む小学生等を対象に、川とさまざまな形で触れ合うことによって、多摩川に興

味を持ってもらうイベントです。 お気軽においでください。 

開催日時：７月２４日（水）２５日（木） 午前１０時～午後３時  

会場：二子玉川河川敷（川崎市側） 

       主催：多摩川流域協議会  

 

    スタッフ募集！ 水部会は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 

ついて説明するブースを担当します。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。  

 連絡先：森崎 chizuru@ruby.plala.or.jp 

         参加いただける方は 7 月 1０日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記録         
 

①①  66 月月定定例例会会「「神神田田川川・・環環七七地地下下調調節節池池見見学学」」～～善善福福寺寺川川取取水水施施設設 66//66  （（木木））〈〈水水部部会会  担担当当〉〉    

漆黒の闇の中、スタッフの方の強力照明器具を頼りに環七地下 40m の巨大貯水トンネルを 13 名 

で探検した。探検の前に、会議室でビデオ含む概要説明、模型を使用した善福寺川からの水の取り 

入れと排水の仕組みを分かりやすく説明を受けた。平成 20 年 3 月に神田川、善福寺川、妙正寺川 

を結ぶ 54 万㎥の貯水施設が完成し、お蔭で杉並を中心とする流域の洪水被害が激減した。水位が 

一定以上超えると水を取り入れる。スタッフは中野区役所から駆けつけるとのこと。平均すると月  

2回程度。エレベーターで地下に降り立つと内径 12.5mの巨大トンネルの中は 16℃位で夏でもひ 

んやり。排水後の土砂の痕跡は無く、驚く程きれい。8 月後半は夏休みの宿題のため小学生の団体 

の見学者が多く、大繁盛とのこと。納得。方南町駅から徒歩 6-7 分。見学時間 10 時～11 時半。 

方南町駅で解散、その後周辺で一緒に昼食をとり、有意義な半日を過ごした。参加者は 13 名。 

知る人ぞ知る本施設、まだ見ていない人は是非トライ下さい。 （岡村博人） 
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②②  5 月公開部会 「春の里山歩き＆マグロ丼堪能＆お土産付」5/27〈〈みみどどりり部部会会  担担当当〉〉    

       5 月 27 日（月）京浜急行品川駅に 9 名が集合し

て三崎口の“小網代の森”を散策。朝から真夏の

ような晴天の中、木々の緑や草花の中を爽やかな

風を体感し、鶯の鳴き声を聞きながらトンボ・蝶・

カニ等の多くの生物を観察でき自然を満喫！ラン

チタイムは三崎港の食事処でマグロを堪能、海産

物のお土産もゲット！ 

元気モリモリで城ケ島まで足を延ばして広い水平

線を眺めて、北原白秋の句などを思い出しながら

全員無事に帰路に着きました。自然最高！！ 

（松田） 

  

③③  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」」66//11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      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、6/1（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。  

   昨年は、残った消毒剤をプールに入れてしまった

せいか、ヤゴが一匹もつかまりませんでしたが、

今年は少ないながらもヤゴを捕まえることができ、

子供たちも大喜びでした。 

参加スタッフ 5 名。 （丸） 

 

④④  「「都都立立芦芦花花高高校校 11 年年生生〈〈防防災災授授業業〉〉」」へへのの協協力力〈〈ままちち部部会会〉〉                                            

                昨年度に引き続き、世田谷ボランティア協会よりの協力依頼があった。いつもは 11 月ぐ    

らいに毎週金曜日に続けて 3 回だったが、今年度は 5 月 24 日と秋 2 回(日程は未定）に日程    

を変えて実施。今回は防災合宿という形で、高校生 280 名が体育館でマンホールトイレの組立体      

験のみを実施。トイレットペーパーの使い方など、大切なポイントを生徒に伝えた。災害時に高校 

    生が役に立つよう育成することは必要だと思う。世田谷環境学習会から 2 名参加。ボランティア協 

会から、「熱気がこもるような剣道場で 2 時間半にわたる長時間にもかかわらず、終始笑顔で、そ 

して大切なポイントを丁寧に生徒さんたちにお伝えくださりました。本当にありがとうございまし 

た。」とお礼のメールがありました。秋に「まち歩き」を予定。ご参加していただいた方々、ご協 

力ありがとうございました。 （渡辺）   
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⑤⑤  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        （（55／／1155～～66／／1188））    

食食とと農農部部会会  

5/18（土）部会開催。講座チームメンバーの選出。三芳村援農報告。ニュース・

トピックス。 

6/8（土）部会開催。研究テーマ「アニマルウェルフェア」についての発表及び 

話し合い。ニュース・トピックス。 

ままちち部部会会  

5/24 都立芦花高校防災教室へのサポートへの協力 

6/5 部会 ①報告 5/21 連絡会、都立芦花高校防災教室へのサポートへの協

力、海ごみ情報 ②打合せ 環境入門講座について ③その他  

＊次回の部会予定：7 月 3 日午後 2 時～4 時、消費者団体連絡コーナー 

みみどどりり部部会会  

・5/22、6/4 バッタ広場植物調査（次回 6/18） 

・6/9 みどり部会（里山体験合宿、9 月観察会、秋の里山歩きの内容・候補地検討 

環境入門講座について） 

水水部部会会  

6/6（木）定例会として「神田川・環七地下調整池」見学実施。13 名参加 

6/10(月）夏休み多摩川教室実行委員会参加 

6/16（日）部会開催 砧図書館にて。多摩川教室打合せなど 

地地球球環環境境部部会会  
6 月 11 日（火）部会開催:2019 年度全体予定、新年度各自研究テーマの報告、環

境入門講座について検討、その他情報交換 

エエココアアッッププ  

探探検検隊隊  
夏編のチラシの配布、区広報への掲載（７/１号）を準備した。 

学学校校支支援援  

東玉川小、多聞小など４校を５日間、延べ４６７名の小学生支援を２８名の延べ支

援者によって実施されました。５月２７日に予定していた久が原小学校は猛暑のた

め延期されました。 

環環境境入入門門講講座座  

5 月連絡会で講座チームを立ち上げ、６/8（土）第１回講座チーム会議を実施。 

講座の概要（実施日時、担当部会、テーマ、チラシ案の方向性）、実施行程などを

決めた 
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