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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・・1100・・1155  №№9944  

  

 

 

 

 

今後の活動 カレンダ－ 

11  月 12 月 

11/1 (金) 環境入門講座③ まち部会 12/7(土) 定例会 プラスチック事情（まち部会） 

11/2(土) 

  

定例会 都内ワイナリー及び 

酪農牧場見学（食と農部会） 

12/13(金) 環環境入門講座⑥ 講座チーム 

区講演「世田谷区の環境政策」 

11/4(月) 公開部会 白丸ダムと魚道の見学

（水部会） 

12/17(火) 「連絡会議」(太子堂区民 C 第 2) 

11/15 (金) 環境入門講座④ 地球環境部会   

11/19(火) 「連絡会議」(太子堂区民 C 第 2)   

11/24(日) エコアップ探検隊・秋編   

11/29(金) 環境入門講座⑤ みどり部会   

  

 １１月定例会 ご案内           （ 食と農部会 ）  

 開催日  11 月 2 日（土） 10 時 西武池袋線 大泉学園駅改札口集合 

 テーマ  【牧野記念公園、都内初のワイナリー及び 23 区内唯一の酪農 

牧場見学！】 
 

※台風 19 号により、10/12 の下見が中止になったため、下記はラフなスケジュールです。 

下見の結果、スケジュールは多少変更になる可能性あることご了承ください。 

 

  ＜見学先＞ 

➀ 牧野記念庭園：大泉学園駅(南口）より徒歩５分、入園無料。 

          ・植物学者牧野富太郎の自宅跡に、氏の業績を記念して開園。 

  ・園内には 300 種近い植物があり、牧野博士が命名したセンダイヤザクラや仙台

で発見し亡き妻の名をつけたスエコザサ等が植えられている。 

② 23 区内唯一の酪農牧場である「小泉牧場」：大泉学園駅(北口)より徒歩 10 分 

(牧野記念庭園より徒歩 15 分） 

❤ 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 

 

10 月定例会 秋の長沼公園～平山城址公園（10/5） 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A7%E9%87%8E%E5%AF%8C%E5%A4%AA%E9%83%8E
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・1935 年（昭和 10 年）開設。ホルスタイン 40 頭。 

・生乳は販売できないが、乳製品（アイスクリーム）の販売あり。 

③ 東京ワイナリー：小泉牧場より徒歩 3 分。  

・2014 年創業の東京都内初のワイナリー。 

・社長：越後谷 美和氏（2016 年に東京都女性活躍推進賞-最優秀賞受賞） 

・試飲・購入できます。土曜日は 13：00 から、「昼飲み」できます。 

 

◆見学先訪問スケジュール： ①10：10～11：00  牧野庭園記念館 

               ②11：20～12：00  小泉牧場：  

               ③12：05～      東京ワイナリー 

     

 ※昼食は東京ワイナリーでのランチ又はうどんの「長谷川」。 

 ◆参加者募集いたしますので、ご希望の方は今から予定に入れておいてください。 （丸） 

 

 １２月定例会 予告            （ 食と農部会 ） 

 開催日   12 月 7 日(土）午前１０時～１２時   

場所   世田谷ボランティアセンター２Ｆ第１､２会議室 

（三軒茶屋駅南口 A 出口から徒歩 12 分）  

 テーマ  講義【プラスチック事情(仮)】 講師：石本幸次(元まち部会所属） 

プラスチックについて、見識を深めませんか？ 

世界の石油事情（サウジ・シェールオイル他）や経済成長期日本の石油化学への展開（各  

プラスチックの開発）、この 10 年来の日本のリサイクルプラスチックの歴史及び現状(石本 

氏から見た良い点・隠れた悪い点）など、今後の我々がすべきプラスチックに対する行動・ 

考えについても、お話します。  

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） 

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

           携帯： 080-2334-8845 

 

 11 月公開部会 ご案内            （ 水部会 ） 

 開催日  11 月 4 日（月）10：15 立川駅西改札口構内側集合 15：20 立川駅解散 

 テーマ  【 白丸ダムと魚道の見学 】 

白丸ダムは 東京都交通局が管理する発電用ダムですが、階段式＆潜孔式の魚道を見ること

ができます。紅葉を楽しみながら 秋の奥多摩でダムと魚道を見学しましょう。 

立川駅からは青梅線で約 1 時間、魚道までは徒歩 15 分。昼食時間を含め現地滞在は約 2 時

間です。白丸ダムでは魚道まで 螺旋階段を下りて行きます。  

昼食と飲み物はご持参ください。皆さんのご参加をお待ちしています！ 

連絡先 chizuru@ruby.plala.or.jp    携帯 090-4390-7305   森崎まで 

mailto:chizuru@ruby.plala.or.jp
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 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 24 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１7 日(日) １３：３０ 大蔵地区会館集合 

※ツルの採集作業：１１月 3 日(日) １３：３０ 二子玉川駅集合 

◆ 現在、秋編本番・下見及びツルの採集作業のスタッフを募集しております。エコアップ

探検隊チーム のメンバー以外でも、興味のある方は是非ともご参加ください。 （丸） 

 

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 19 日（土）１３：30 から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」 

・スタッフ集合：11：00 

      ＜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。   

＜内容＞ 世田谷環境学習会としては、今年で 8 回目の出展となります。   

・「食と農部会」：匂い当てクイズや、食品ロスを説明するコーナーを担当。 

・「みどり部会」：木の実の工作を子供達に楽しんでもらうコーナーを担当。 

・「まち部会」 ：海洋プラスティックごみが魚たちに与える害の実態を、紙芝居で 

子供達に教え、対策を一緒に考えるコーナーを担当。 （丸） 

 

 

「おしらせ・・・」  

『内閣府より表彰されました！（令和元年（２０１９年）９月）』 

   高齢社会における高齢者の社会参加活動を積極的に行い、生き生きと充実した生活を送っている 

グループ・団体で、広く全国に紹介するに足ると認められる団体（構成員数が 10 名以上、かつ、

65 歳以上の者が中心となって構成されている団体）として、内閣府より表彰されました。  
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マヤラン 

表彰式は、９/２７の世田谷生涯現役ネットワーク臨時総会

で区生活文化部市民活動・生涯現役推進課課長より、賞状

および盾が贈られました。 

 

＜経緯＞ 

「社会活動を積極的に行っている団体」として、我々世田

谷環境学習会を東京都経由内閣府に推薦したい、との話が

区生活文化部市民活動・生涯現役推進課よりあり、種々書

類を整え本年３月下旬に提出しました。 

内閣府における選考の結果、９/６に「全国５３団体」の中の１団体として、我々が選考されまし

た。（ちなみに東京都からは我々を含め２団体のみが選考されました。） 

 

＜表彰制度の趣旨＞ 

内閣府ではエイジレス・ライフ（年齢にとらわれず自らの責任と能力において自由で生き生きと

した生活を送る）を実践している高齢者の事例（「エイジレス・ライフ実践事例」）や、地域で  

社会参加活動を積極的に行っている高齢者のグループ等を「社会参加活動事例」として毎年募集

し、その中から内閣府として紹介する事例を決定し広く紹介することにより、既に高齢期を迎え、

又はこれから迎えようとする世代の高齢期における生き方の参考としてもらうことを趣旨として

います。 

＜参考＞ 内閣府 HP https://www8.cao.go.jp/kourei/kou-kei/age_list_all.htm 

                              

  前月号以降の「活動報告」 部会・地域環境活動チームの報告   

①①   99 月月公公開開部部会会  ババッッタタ広広場場フフェェノノロロジジーー調調査査報報告告＆＆自自然然観観察察  99//1155    

〈〈みみどどりり部部会会  担担当当〉〉  

みどり部会では岡本民家園近傍の国分寺崖線下の緑地（バッタ広場）で野草の開花状況を、2014 年

から毎年（月 2 回）調査観察（フェノロジー調査）してきました。

世田谷の比較的自然度の高い地域での草花の年間開花状況及び経

年変化について考えられる理由も含めて岡本民家園母屋にて報告。

後半、バッタ広場で参加者に調査観察を実践していただき、この

季節の野草-キツネノマゴ、ママコノシリヌグをはじめ貴重種のマ

ヤランも観察しました。参加者 8 名（内みどり部員 7 名） (杉山) 

 

②②１１００月月定定例例会会  秋秋のの長長沼沼公公園園～～平平山山城城址址公公園園でで草草花花とと野野鳥鳥のの観観察察＆＆里里山山歩歩きき  1100//55    

〈〈みみどどりり部部会会  担担当当〉〉  

30℃を超える暑さも長沼公園の入り口では別世界の涼しさに皆ビックリです！西尾根の急勾配を 

登り、留鳥の鳴き声とセミの合唱＆女郎蜘蛛の大部隊に歓迎され、展望園地では奥多摩と秩父連山の 

眺望を外国人の方々と一緒に堪能しました。季節外れのヤマツツジや可憐な花やススキ等を観察して 

平山城址公園へ、六国台から猿渡の池へ日影のベンチ求めて昼食です。親切な地元の男性に季重神社 

（すえしげ：鎌倉時代の武将平山季重を祭った神社）からアケビの実のなる近道を宗印寺まで案内 

して頂き、最後はお寺の歴史探訪を楽しんで秋の里山散策、8 名の参加者全員大満足でした。 (松田)  
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③③令令和和元元年年度度  ２２ＲＲ  ＮＮＯＯＷＷ  iinn  世世田田谷谷「「ラライイフフススタタイイルルををデデザザイインンすするる」」にに出出展展！！  99//2288  

〈〈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４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２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、昨年も知らない人がほとんどで今回も同様 

だった。紙芝居は好評で、次々に親子がやってきて興味を持 

って観てくれていた。今回も同会場に小学生がミニ仮設マー 

ケットでのお買い物を通して「環境にやさしい商品って何？」 

を楽しく学べる催しもあり、スタンプラリーも取り入れたの 

で、ブースに人が集まり盛況だった。 (渡辺) 

     

                                                          

④④  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  

部会・ チーム 活   動   内   容  （99//1188～～1100//1155） 

食食とと農農部部会会  １０/１２（土） １１/2 開催予定の定例会の下見を行う予定であったが、台風 19

号により、下見を中止した。下見は別途行う予定。 

ままちち部部会会  9/18 部会 ①９月連絡会報告(渡辺） ②打合せ ・まち部会担当 11 月 1 日入門

講座 ・２Ｒイベント(9/28) ・世田谷くらしフェスタ(12/1） ・「もったいな

いフェスタ」（10/19） 

③その他 兵庫島で多摩川プラごみ調査：１１月３日(日）エコアップ探検隊のツル

(葛）採集と協働予定 9/28 「令和１年度２Ｒ ＮＯＷ in 世田谷」に出展 

＊次回まち部会：10/24（水）午後 2 時～4 時、消費生活課消費者団体連絡コーナ 

みみどどりり部部会会  ・9/17、10/1 バッタ広場フェノロジー調査（次回 10/15、11/5） 

・9/15 公開部会「バッタ広場フェノロジー調査報告＆現地調査」（岡本民家園） 

・10/5 定例会「秋の里山歩き－長沼公園～平山城址公園」 

・部会 10/13 を 10/20 に変更（講座スタッフだけで内容、資料等の検討・調整） 

・11/21 の「講座リハーサル」は観察ルートの下見中心（13：30 岡本民家園） 

水水部部会会  9/16(月）部会開催。10/18 入門講座・11/4 白丸ダム見学の打ち合わせ  

地地球球環環境境部部会会  10/8 部会開催：環境エネルギ―ラボ 2019in 世田谷の出展の最終調整。環境入門講

座 4 日目スケジュールの最終調整。11/12 に入門講座リハーサル。 

エエココアアッッププ  

探探検検隊隊  

エコアップ探検隊・秋編チラシ印刷済み。区報 11 月 1 日号に広報予定。 

参加スタッフ募集中 

学学校校支支援援  東玉川小 1 年（64 名、林試の森）、4 年（56 名、月と星の観察 17:00～）、玉堤

小 4 年（79 名、多摩川の自然観察）、等々力小 2 年（120 名、インタビューの仕

方）の学校支援を延べ 25 名の支援者によって実施されました。 

環環境境入入門門講講座座  9/20 第 3 回講座チーム会議：最終調整。10/4 講座第 1 日目開始（受講者 7 名） 
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