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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・・1111・・1199  №№9955  

  

 

 

 

 

今後の活動 カレンダ－ 

12 月 1 月 

12/7(土) 定例会 プラスチック事情（まち部会） 1/11(土) 定例会 活動発表（地球環境部会） 

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」 

1/13(月) 公開部会 仙川川歩き（水部会） 

 

12/17(火) 「連絡会議」(太子堂区民 C 第 2) 1/21(火) 「連絡会議」(宮の坂区民センター 

小会議室) 

  1/26(日) エコアップ探検隊 冬編 

  

 １２月定例会 ご案内           （ まち部会 ） 

 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】 講師：石本幸次氏(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。 

（飛び入り可ですが、資料の準備のためご参加の連絡があると、ありがたいです。）         

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

                TEL/FAX：03－3704-8465 

                携帯： 080-2334-8845 

     ＜世田谷ボランティアセンターの地図＞ 

       下図の地図の右下の「世田谷下馬二局」というのは郵便局ですが、そこを目標にして、 

       その手前を駅から歩いて進行方向を左折して、しばらくして右側に「金寿司」がある 

❤ 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 

 

11 月定例会 牧野記念庭園での模様（11/2） 
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       ので右折してまっすぐ進めばボランティアセンターです。 

当日迷ったら、渡辺携帯 080-2334-8845 にすぐお電話ください。 

          

1 月定例会 予告            （ 地球環境部会 ）  

 開催日   1 月 11 日(土）午前１０時～１２時   

場所    男女共同参画センターらぷらす 研修室 4 

 テーマ  【研究テーマの発表】  

① 企業における省エネ・創エネ 

② 子供向け環境学習イベント（石油に依存しない暮らし方）の取り組み 

～環境エネルギー・ラボ 2019inせたがや～の報告 

③ 家庭用蓄電池の効果と普及状況 

 

 1 月公開部会 予告            （ 水部会 ） 

 開催日  1 月 13 日（月・成人の日） 

集合：  10 時に千歳烏山西側改札を南側へ出たところ 

終了：  仙川駅近辺 13 時過ぎ（昼食兼懇親会～15 時頃） 

 テーマ  【仙川川歩き】 

仙川にやって来る冬鳥を見ながら仙川を世田谷の西のはずれから元々の水源である 

三鷹市丸池までを歩きます。（ほぼ三鷹市を歩きます） 

詳細は次回ご紹介しますが、予定だけ入れておいていただけると幸いです。 

連絡先 chizuru@ruby.plala.or.jp 森崎千鶴 

http://www.mapion.co.jp/m/basic/?t=print&lat=35.638891690878836&lon=139.67636458620757&scl=9&icon=home,139.67869947,35.63748956&size=640x740
mailto:chizuru@ruby.plala.or.jp
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  エコアップ探検隊 冬編 予告   （ エコアップ探検隊 担当 ） 

テーマ：【冬芽の観察、焼き芋・花炭づくり】  

開催日： 1 月 26 日（日）   

 場 所： 羽根木公園内・羽根木プレーパーク 

松ぼっくり・木の実・竹などを使っての「花炭」造りや「焼きいも」を体験し、楽しみます。  

また、焼ける間に、羽根木公園内の春を迎える前の「冬芽」の観察などをおこないます。  

       下見：１月 19 日(日) 10：00 羽根木プレーパーク集合 

本番：１月 26 日(日) 10：00～12：30 

 ※後刻、下見・本番のスタッフ募集を行いますので、ご興味ある方はぜひご参加ください。 

 

外部イベントへの参画予定 

●「世田谷くらしフェスタ 2019～消費者の力が社会を変える」に出展！

（まち部会） 

開催日：12 月 1 日（土）１0：30 から１5：００ 

    場 所：世田谷区役所三軒茶屋分庁舎３階 

 

まち部会は、「プラスチックごみによる海洋汚染」をテーマにした展示をし、紙芝居(NPO 

荒川クリーンエイド制作)を実演して、海ごみが私たちの身近な問題であることや消費者 

ができることを伝えます。 

会場では、「落語(回路亭しん劇さん)」や｢骨密度測定(無料)」「小型家具の無料配布」などの 

催しもありますので、是非お立ち寄りください！ （渡辺） 

 

「おしらせ・・・」  

〇環境入門講座最終日の「講演」聴講のお願い  

    「環境入門講座」は予定通り１0 月 4 日より受講者 7 名で開始され、好評を得ております。 

し ま  今回の講座では、外部講師にお願いし、快諾いただいた以下の「講演」があります。 

お願いした経緯も含めて、少数の受講者では失礼にあたりますので、「講演」については、  

学習会の公開講座の扱いにして、学習会会員全員対象に聴講をお願いすることになり 

ました。 貴重で有意義な講演ですので、是非聴講いただくようお願いします。 

 

「世田谷区の環境政策について」 世田谷区環境計画課 安藤課長 

 

日時：第６日目（12 月 13 日 金曜日）13：00～13：50  

 会場： 男女共同参画センター らぷらす 研修室 1 

(三軒茶屋 グレート王寿ビル４階) 

http://laplace-setagaya.net/floorguide/ 

 

http://laplace-setagaya.net/floorguide/
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〇最終日講座終了後の「懇親会」にご参加下さい  

     「環境入門講座」終了後、受講生の皆さんと学習会会員で懇親の場を持ちます。スタッフ 

以外の方も、これから入会する受講生の方を歓迎し、懇親する場に是非ご参加下さい。 

 

日時： 12 月 13 日(金) 17:15～19:00 

場所： 中国料理バイキング「上海風情」  03-3418-8618      

         （三軒茶屋駅 キャロットタワ－地下１階） 

            参加費：3，300 円（税込） ※お料理＋飲みもの付き（1 時間 45 分）    

※参加希望の方は杉山 fwhv1526@nifty.com までご連絡ください。 

 

  前月号以降の「活動報告」 部会・地域環境活動チームの報告   

①①１１11月月定定例例会会  牧牧野野記記念念庭庭園園、、都都内内初初ののワワイイナナリリーー及及びび2233区区内内唯唯一一のの酪酪農農牧牧場場見見学学！！  1111//22    

〈〈食食とと農農部部会会  担担当当〉〉  

＜行程＞ 参加者：9 名 （食と農部会･･･6 名  その他・・・3 名） 

●10:15〜10:45 小泉牧場（23 区唯一の酪農牧場･･･23 区内に酪農牧場があるとは驚き！） 

     西武池袋線大泉学園駅から徒歩約 10 分。経営者・小泉勝さん（45 歳）  

から、種々お話を伺った。乳牛頭数 50 頭。地元小学校の体験学習を

20 年以上やっている。 

●10:50〜11:20 東京ワイナリー（都内で最初のワイナリー） 

  小泉牧場から徒歩２分。店内ではワインの醸造および販売（ネット販売 

も）が行われている。専任は経営者・越後屋美和さん(43 歳）のみ 

（ボランティア数人が、ブドウ栽培や醸造等に随時携わっている）。 

生産量年間約 10t(720ccＸ1 万本)。原料ブドウは練馬区の他長野、 

山梨、山形等から調達。今年から自社農園の経営開始。 

 ●12:10〜13:10 牧野記念庭園 

  世界的植物学者牧野富太郎博士の居宅跡（無料開放）。庭園と展示室を  

見学。庭園には 30 種類の植物が生い茂り、スエコザサ、ヘラノキ、 

センダイヤ、アブラチャン等ゆかりの植物を観察できた。 

＊見学後、大泉学園駅そばで遅い昼食をとり懇親を深め解散しました。（赤坂） 

 

②②  公公開開部部会会  白白丸丸ダダムムとと魚魚道道のの見見学学  1111//44  〈〈水水部部会会  担担当当〉〉  台風の影響で中止  

台風の影響のため 足元が危ないこと。白丸ダムを見ることは出来るのですが、魚道が見学出来ない 

こと（施設が閉館）のため 公開部会は中止とさせていただきました 

参加表明してくださった皆さま申し訳ありませんでした。 

季節の良い時期に再度企画予定ですので、その際にはよろしくお願いいたします。（森崎） 

 

③③  鎌鎌田田児児童童館館主主催催「「ももっったたいいなないいフフェェススタタ」」  1100//1199  〈〈食食とと農農//ままちち//みみどどりり部部会会  担担当当〉〉   

    10 月 19 日(土)（13:30〜16:00）鎌田児童館が主催する「もったいな いフェスタ（子供達と環境や 

リサイクルについて考えるイベント）」が開催され、食と農部会・まち部会・みどり部会が参加。学習会  

として 8 回目の出展となりました。次の内容のコーナーを担当し、各コーナーとも大変人気がありまし 

た。(参加スタッフ：5 名)   

mailto:※参加希望の方は杉山fwhv1526@nifty.com
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・食と農部会：PTT を使用し食品ロスについて子供たちに易しく説明。 

 野菜クイズ (石川さん)  

・まち部会：プラスチックごみの害を訴える紙芝居「多摩川クリン君の 

不思議な事件簿」（遠藤さん）  

・みどり部会：木の実・選定枝・廃材・ペットボトルキャップなどを 

利用した「エコ・工作」（井田・松田さん） （丸）  

  

④④  ままつつざざわわふふれれああいいリリササイイククルルフフェェアアにに出出展展  1100//2266  〈〈ままちち部部会会  担担当当〉〉  

    松沢地区ごみ減量・リサイクル推進委員会より、川のプラスチックごみ 

啓発の紙芝居上演依頼があり、上記イベントにて実施。会場は松沢まち 

づくりセンターの４階にて、同会場で子供用の服の頒布会をしていたので、 

親子が紙芝居を見に来てくれた。「苦しがっている魚のお腹にあるのは？」 

と言うと、何回も見に来てくれた子供から「プラスチック！」という声が 

上がったのは初めて。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 

を話すと、母親が「知らなかった」という反応で、これだけでも伝えることは意義があると感じた。 

まち部会２人のメンバーが参加。 （渡辺）   

                                                         

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  

部会・ チーム 活   動   内   容  （1100//1166～～1111//1199） 

ままちち部部会会  10/23 部会 ①報告 ・10 月連絡会 ・11/3 兵庫島で多摩川プラごみ調査→台

風19号で禁止のため中止 ②打合せ 10/26まつざわふれあいリサイクルフェアに

出展、まち部会担当 11/1 入門講座、12/1 世田谷くらしフェスタ、12/７まち部会

担当定例会 

11/１ 入門講座第 3 日目担当、部会（入門講座反省会、部会（打合せ 12/７まち

部会担当定例会、他） 

11/9 世田谷ボランティア協会より「都立芦花高校 1 年生の秋の防災まち歩き」へ

協力（11/15，11/22）の依頼があり、学習会にメールで呼びかける（申込は各自

協会に連絡） ＊次回部会：未定 

みみどどりり部部会会  ・10/15、11/5 バッタ広場フェノロジー調査（次回 11/19） 

・10/17 鎌田児童館「もったいないフェスタ」下準備・10/19 本番 

・10/20 みどり部会（講座関連打合せ）・次太夫堀公園事務所（民家園使用申請） 

水水部部会会  10/14(月）部会開催。入門講座打ち合わせ。午後には川歩きの下見も実施 

10/18(金）環境入門講座ビジターセンターにて実施 

11/4(月）公開部会白丸ダムと魚道の見学は残念ながら中止。 

 

地地球球環環境境部部会会  11/12 部会開催：環境入門講座 4 日目リハーサル、1 月定例会の発表内容の検討確

定。11/15 環境入門講座 4 日目を実施した。 

エエココアアッッププ  

探探検検隊隊  

１１/３（日）秋編・クリスマスリース用くずのツルの採集作業を行った。 

 

学学校校支支援援  東玉川、多聞、奥沢、等々力、玉堤、代沢、九品仏小学校で「お米の話」「終戦当時

の小学校生活」「種の不思議」他、多種にわたり多数の支援者で学校支援を実施した。 

環環境境入入門門講講座座  環境入門講座 3 日目（11/1）、4 日目（11/15）を順次実施した。 
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