
1 

世世田田谷谷環環境境学学習習会会だだよよりり  22001199・・1122・・1177  №№9966  

  

 

 

 

 

今後の活動 カレンダ－ 

1 月 2 月 

1/11(土) 定例会 研究テーマ発表（地球環境部会） 

午後：新年懇親会 

2/1(土) 定例会  

研究テーマの発表（食と農部会） 

1/13(月)  公開部会 仙川川歩き（水部会） 2/18(火) 「連絡会議」 

(太子堂区民センター第２会議室) 

1/21(火) 「連絡会議」(消費生活センター活動室)    

1/26(日) エコアップ探検隊 冬編   

  

 １月定例会 ご案内        （地球環境部会 担当） 

 

 開催日   1 月 11 日(土）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】 

本年度の以下の部員の研究テーマの発表を行い、省エネ、創エネ、石油に依存しない 

暮らし方について、皆さんとご一緒に考えます。 

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 

      

     ※資料準備の都合もありますので、参加予定の方は 1 月 8 日(木)までに下記に 

ご連絡ください。ご都合での当日飛び込み参加もかまいません。 

         地球環境部会 杉山顕一 fwhv1526@niftya.com 

                                          携帯：080-5183-8253 

 

 

 

❤ 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 

 

12 月定例会「プラスチック事情」の模様（12/7） 
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 1 月公開部会 ご案内          （ 水部会 担当） 

 開催日  1 月 13 日（月・祝） 

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） 

       見どころ➡三鷹市東部水再生センター排水口・樋口取水口跡・丸池公園・勝渕神社 

            野川宿橋下のポンプアップ水源・川の冬鳥 などなど 

     昼食予約の都合がありますのでご参加の方は 1/6 までにご連絡ください。 

お待ちしております！ 

             連絡先 chizuru@ruby.plala.or.jp  090-4390-7305 森崎千鶴 

 

  エコアップ探検隊 冬編 ご案内  （ 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 

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。また、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。 

  

2020 年 新年懇親会  ご案内 

1 月 11 日(土)の定例会終了後、キャロットタワー地下 1 階の中国料理「上海風情」で新年懇親会を

予定しております。新しい年のスタートの時、みなさんで集まる機会です。 

日頃、疎遠になっている会員も含めて、たくさんの方のご参加をお待ちしております。 

 

場所 中国料理バイキング「上海風情」  

1 月定例会の後ですので、地球環境部会が会場までご案内します。 

             三軒茶屋駅キャロットタワー地下 1 階  ☏ 03-3418-8618 

 

日時 1 月 11 日（土） 12：00～13：00 頃まで 

 

会費 1,400 円程度  〈税込み、中国料理バイキング、飲み物別〉 

 

     予約の都合もありますので、出席される方は１/8(木)までに担当部会にお申し込みください。 

              連絡先 杉山 fwhv1526@nifty.com  080-5183-8253 
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   ・下見：１月19日(日) 10：00 羽根木プレーパーク集合 終了後打合せをしますので、

昼食ご持参ください。 

・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。  

 ※下見時に薪の状況をチェックし、必要なら大型廃材を切断し、使いやすい小型の薪にする  

作業を行います。下見後別途ご案内します。 

 

 ２月定例会 予告            （食と農部会 担当） 

 

 開催日   2 月 1 日(土）１０時～１２時   

 テーマ  【研究テーマの発表】 

      本年度の以下の各人研究テーマの中から選択し、発表します。   

         ・アニマルウエルフェア（動物福祉） 

         ・東京の農業 

         ・醤油・酢（醸造品） 

         ・続・こんにゃく 

         ・地産地消の実体 

         ・麦（小麦、ライ麦） 

  

※詳細は、学習会だより 1 月号でお知らせします。 

  

  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．．エエココアアッッププ探探検検隊隊・・秋秋編編    1111//2244（（日日））        〈〈エエココアアッッププ探探検検隊隊チチーームム  担担当当〉〉    

 

『エコアップ探検隊秋編 この実 何の実 きになる実』には

16 家族 37 名（内子供 19 名）が参加され、実施されまし

た。 参加スタッフ 11 名。  

まずは体育館周辺の公園で、カエデの種やけやきの種及びカ

イズカイブキの先祖返り等を観察し、またムクロジの木を観

察した後、ムクロジの実を採ってそれを割り、水が半分入っ

たペットボトルの中に入れて振ると泡立つという実験も行い

ました。「種の移動」について説明した後、公園にあるやぐ

らの上から「飛ぶ種」を飛ばして、飛び方などを観察しまし

た。 

その後体育館の中で、マツカサや木の実を使ってのクリスマ

スリース作りをしました。参加者の皆さんは、時間も忘れて

大人も子供も夢中になってクリスマスリースづくりに没頭し

ていました。参加者の皆さんには楽しんでいただけたようで

す。(丸)   
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22．．１１22 月月定定例例会会  講講義義「「ププララススチチッックク事事情情」」  1122//77  〈〈ままちち部部会会  担担当当〉〉 

講師の石本弘次氏は、出光興産㈱で石油化学部門のプラスチック開発販売に従事し、その後 プラス 

チックリサイクル関連の会社に出向。講義は、シェールオイルなど世界の石油事情や日本の石油化学 

プラスチック原料メーカーのプラスチック開発について、日本のプラスチック業界の成功例・反省事 

項など、石本氏からしか聞けない情報だった。 

最後に、我々がすべきプラスチック・環境に対する考え・行動について、①レジ袋は海外では「有料 

化」ではなく「原則使用禁止」、SDGs17 の観点から消費者も「使う責任」からマイボトル・マイバ 

ッグは当然、②同じ CO２、熱利用リサイクルよりケミカルリサイクルなどのリサイクルを選ぶ、⓷ 

ESG 投資に期待する、と石本氏は言う。 

      参加者 15 名（まち部会 3 名、部会外 8 名、外部 4 名） (渡辺） 

 

33..  「「世世田田谷谷くくららししフフェェススタタ  22001199～～消消費費者者のの力力がが社社会会をを変変ええるる」」にに出出展展！！〈〈ままちち部部会会  担担当当〉〉   

12/1 開催の上記イベントには 7 年目の出展。保坂区長が一つ一つのブースに訪れられ、「海ごみ問

題を紙芝居で見てもらいながら伝えています。」と私は話すと、頷かれていた。出展して初めてのこと

だった。 

洗剤なしで洗面所の汚れを落とすメラミンスポンジを、汚れ

と一緒に排水口に流すと、マイクロプラスチックとして下水

場のフィルターを通過してやがて川や海に流入することを来

場者に伝えると、「私は排水口に流さないで、汚れたスポンジ

のくずをかき集めて可燃ごみに捨ててるわ。」と答えてくれた

方がいて、感心させられた。このことをこれからは伝えよう

と思った。(渡辺) 

                                      

44..  都都立立芦芦花花高高校校防防災災授授業業へへのの協協力力  〈〈ままちち部部会会  担担当当〉〉  

    世田谷ボランティア協会より依頼の都立芦花高校 1 年生の防災授業への協力を会に呼びかけ、

11/15・22 に参加した(延べ人数 3 名)。春には仮設トイレの組み立てを行ったが、今回は仮設トイ

レの組立てはなく、生徒たちが消火栓や消火器など見つけたり、危険なものはないかなど気づいたこ

とを記録する「災害まち歩き」に同行して、大変勉強になったと感想をいただいた。  (渡辺) 

                                        

55..  22001199 環環境境入入門門講講座座  〈〈環環境境講講座座チチーームム  担担当当〉〉  

    本年度の環境入門講座は 10 月 4 日（金）の第 1 日目「食と農を学ぶ」より開講し、隔週金曜日ごと

5 回の講座を開催し、12 月 13 日（金）第 6 日目の区環境計画課安藤課長の講演「世田谷区の環境

政策」と講座全体の振り返りをもって全 6 回の講座を無事終了しました。受講生 9 名（内 1 名は生

涯現役ネットワークの「地域活動体験講座」の受講生で１回見学参加）で毎回熱心に受講していただ

き、３名の方が皆勤でした。現在１名の方の入会がありました。 (杉山) 
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66．．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  （1111//2200～～1122//1199） 

食食とと農農部部会会  12/２１（土） 部会開催予定 

ままちち部部会会  12/1 世田谷くらしフェスタ 2019 に出展 

12/7 12 月定例会(まち部会担当)実施 

次回まち部会：未定 

みみどどりり部部会会  ・11/21 講座リハーサル及び観察コース下見（岡本民家園、周辺の国分寺崖線） 

・11/29 講座 5 日目実施 

・12/3、12/17 バッタ広場フェノロジー調査（次回：1/21） 

水水部部会会  11/23 部会開催 仙川川歩き打ち合わせ等 

 

地地球球環環境境部部会会  12/10 部会開催：情報交換、1 月定例会の発表内容の検討確認。 

エエココアアッッププ  

探探検検隊隊  

11/24（日） エコアップ探検隊・秋編本番実施。参加者 16 家族 37 名（内子

供 19 名） スタッフ 11 名。 

冬編のチラシの配布準備、参加募集記事は 1/1 付広報に掲載予定 

学学校校支支援援  「種の不思議」「自然観察」「秋さがし」「米の精米」「戦争当時の学校生活」など、

奥沢小（1 回）、玉堤小（２）、東玉川小（１）、等々力小（４）、多聞小（２）計

10 回を延べ 68 人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  引き続き、環境入門講座第５日目「世田谷のみどりを楽しむ」（11/29）を開催し

第６日目「区の講演、５日間のまとめ」（12/13）をもって無事した。 
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