「林試の森フェスタ」開催
4月26日(日)「林試の森フェスタ」がさわやかな青空の
下で開催されました。
フルート、サックス、ピ
アノや太鼓の演奏、コーラ
スや踊り、また神出鬼没の
大道芸、模擬店などたくさ
んの催しがあり、家族連れ
が楽しい一日を過ごしまし
た。

林試の森公園は品川区と目黒区の境にある都立の公園
で、休日ともなると多くの家族連れが遊びや散歩を楽し
んでいます。
時々吹く風にこいのぼ
りも元気よく泳いでい
ました。都心にありな
がら緑の多い空間は空
気をおいしく感じさせ
てくれます。

自然・環境 と 花・蝶

「ＥＢＡＲＡ夢フェスタ」開催
東急目黒線武蔵小山駅と西小山駅の駅前広場が完成
し、それを記念して地域の皆さんが参加できる「EBARA
夢フェスタ２００９」が開催されました。
このイベントは5月16日(土)
と17日(日)の2日間、両駅前
だけでなく荏原文化センター
や戸越公園など荏原地区の各
施設で開催され、多くの区民
が参加しました。
5月16日(土)、ツツジが咲き
新緑が目にしみる戸越公園で
のイベントを取材しました。
●みどりと花のフェスティバル
花を愛するグループの方に
よる苗木の紹介や販売で
す。朝には苗木のプレゼン
トもあり、多くの方が思わ
ぬプレゼントに顔もほころ
んでいました。

●スケルトン車の展示とごみ積み込み体験
なかなか見かけることのないス
ケルトン車の展示です。ごみ収
集車の中はこうなっているので
すね。
よくわかりました。小さな子ど
もに大変人気の車です。
●環境ゲームでマイバッグ運動
をすすめよう
環境啓発パネルの展示です。
皆さん環境クイズに挑戦して
いました。
●ブラスバンドの演奏
父兄の皆
さん、わ
が子の晴れ姿をカメラに収めてい
ました 。
みなさんの明るい声が聞かれた
戸越公園でした。

品川区環境情報活動センター 今後のイベント予定
①「身近なもので作ろう
ワンダーボックス万華鏡 」
光の原理を学びながら、きれいな光
ができる不思議さを体験します。
日時／6月28日(日)14時〜16時
対象／小学生
②「牛乳パックで はがき をつくろう」
牛乳パックのリサイクルの現状、森
林管理状況など、牛乳パックの理解
を深め、資源を活用して「はがき」
を作ります。
日時／7月17日(金)13時半〜16時
対象／一般
③「太陽光エネルギーで目玉焼きを作ろう」
簡易陣笠「ソーラークッカー」を手
作りします。
日時／7月26日(日)14時〜16時
対象／小学生
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◎夏休みこども環境講座
①「気象予報士から学ぼう
ストップ、地球温暖化」
地球はどうして暖まるのか、それ
によってどんな影響があるのかな
ど実験と工作を通して学びます。
日時／7月24日,8月8日,8月23日
(14時〜16時)
対象／小学生（3年生以上）
②「キッチンからはじめるエコロジー」
身近な食を通して、楽しみながら
環境を考えます。
買物・調理・片付けなどすべての
内容で環境に配慮した料理を作り
ながら環境について学びます。
日時／8月3,4,5日(14時〜16時)
対象／小学生

２００９年度 Vol.1

講座の名称はいずれも仮称です。
応募 方法等につ いては「広報しなが
わ」、「品 川 区 環 境 情 報 活 動 セ ン
ター」のホームページにて後日掲載し
ます。

しながわECOだより2009年度Vol.1
発行：品川区都市環境事業部
編集：特定非営利活動法人
エコタウンしながわ
発行日：平成21年6月15日
住所：〒140‑
8715
品川区広町2‑
１‑
36
品川区環境情報活動センター内
TEL/FAX：03‑
5742‑6533
E‑
mail：center@shinagawa‑eco.jp
HP：http://shinagawa‑
eco.jp/

わたしたちは元気で、明るく楽しい生活をするとともに、自然を大切にしよう、環境を守ろうと心がけています。
春になれば陽射しは強くなり、花が咲き蝶が飛び交いますが、これは当たり前のことでしょうか。自然があり、環境が守
られているからこそ花は美しさを見せ、蝶は花に止まるのです。花も蝶もそんな自然と密接に関係し、わたしたちの生活
に潤いを与えてくれています。

ＥＣＯフェスティバル２００９ 開催
5月24日(日)しながわ中央公園で しながわＥＣＯ
フェスティバル２００９ が開催されました。
濱野区長の挨拶の後、資源リ
サイクル活動等を推進してき
た２５団体に対し濱野区長か
ら感謝状と記念品が贈呈され
ました。
●ステージ
エコレンジャーショー、少年少女合唱団等のLove&Peace
コンサート、リサイクルの布
を利用したこどもファッショ
ンショーなど各種アトラク
ションが観客の盛んな喝采を
浴びていました。

●手作り環境工作教室
エコバッグの手作り教室や、けし
ゴムはんこづくり体験など、環境
を考えながら楽しい工作が体験で
きました。
●模擬店
焼きそば、カルビ丼、飲料などが
販売され、昼食時には多くの人のお
腹を満たしてくれました。
このイベントでは
「ごみゼロ」を目指
しています。またマ
イ箸運動推進中のた
①

め会場内では割り箸の無料配布はせず、国産間伐材･端
材の割り箸を1本10円でご協力いただきました。またこ
こで使用している容器は環境に優しい非木材容器を使っ
ています。
●早川・山北町の物産展
品川区と交流のある神奈川県山北町や
山梨県早川町から、朝採りの新鮮な野
菜や季節の果物、地域特産品が所狭し
と並べられ、多くの人が買い求めてい
ました。
●ごみ、資源回収
ごみ・資源回収場所には「もやすご
み」「エコ容器」などが分別回収さ
れており、高校生のみなさんの協力
も得てきれいに回収されていまし
た。
●フリーマーケット
グランドの周りではフリーマー
ケットが開かれ、掘り出し物もあ
り注目を集めていました。
●エコな乗り物
環境に優しい乗り物の乗車体験にみなさん列を作って順
番を待っていました。
①自転車タクシー：排出ガスゼロの「ベロタクシー」
②燃料電池車：水しか排出しない次世代エコカー
③ソフトＱカー：環境に優しい電気自動車
④電気自動車：ガソリン車に代わる次世代カー

②

③

④

本紙は古紙を配合した用紙で作成しています
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環境学習講座
古布で「こいのぼり」をつくろう
4月24日(金)「古布で『こいのぼり』をつくろう」(講
師：ｱｰﾄ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 竹中信子氏)が環境情報活動ｾﾝﾀｰで開催
され、16名が参加しました。
端午の節句も近いので、皆さん
一心に針を動かしていました。今
回の材料は講師に準備していただ
いたもので、古帯やリボンテープ
の再利用です。これらを使って長
さ 30 セ ン チ
程のかわいいこいのぼりを作りま
した。
参加した皆さんは裁縫になれた
方 が 多 く、す
ぐに製作に取
り掛かり時間
通り順調に作
品を仕上げま
し た。こ い の
ぼりの胴体を縫うときなどに針を
使いましたが、全部接着剤で貼り
付けても作品は出来ますので、裁
縫が苦手な方もチャレンジしていただけるとのことでし
た。

春休みこども環境学習講座

ＣＯＰ１５サイクリングツアー スタート
クリーンエネルギー
燃料電池でプロペラを回そう
5月17日(日)「クリーンエネルギー・燃料電池でプロペ
ラを回そう」（講師：ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ江東 山下浩三氏、風間
信二氏ほか）が環境情報活動ｾﾝﾀｰで開催され、子どもと保
護者26名が参加しました。
クリーンエネルギーとは、環境汚
染物質（二酸化炭素や窒素酸化物）
を出さない、あるいは出すけれど非
常に少ないエネルギーのことで、太
陽光、太陽熱、風力、水力などがあ
ります。
今回の講座ではクリーンエネル
ギー全般のお話のほか、それを利用
した燃料電池でLEDを点灯させる、
プロペラを回す、ミニカーを走らせ
る実験をし、また無駄なエネルギー
を使わないエコな生活の大切さを学びました。
小学低学年にはやや難しい内容であったと思いますが、
９V電池やLEDなどの実験道具を自宅に持ち帰ってもう一度
試していただいていることと思います。
自然エネルギー
や燃料電池の話
題を通して親子
の会話がさらに
増えればうれし
いですね。

生きもの博士になろう
3月26,28,29日「生きもの博士になろう！」(講師：生態
教育ｾﾝﾀｰ 小林友美氏ほか)が環境情報活動ｾﾝﾀｰで開催さ
れ、小学生69名と保護者51名が参加しました。
(1)植物のふしぎ発見！(26日)
植物は自分では動けないのでいろんな方法で子孫を残す
工夫をしています。しながわ中央公
園にあるサンシュユの木の周りにた
くさんの種が落ちています。でも他
の木の種です。種は風に乗って運ば
れたり、動物の毛に付着したり、ま
た動物に食べら
れ消化されない
種はフンと一緒に排泄され、いつか芽
生えるかも知れません。植物のいろい
ろな不思議を知りました。
(2)昆虫を探しに行こう！(28日)
まずはみなさんがどれくらい虫の見
分けができるか挑戦です！画面の中に
虫が隠れていますが、どれが虫かわか
るかな？
目を鍛えたところ
で虫探しに、しな
がわ中央公園に移動しました。この季
節にどんな虫がいるのかな？
公園の柵にいる虫を探すと、クモ・
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クモの巣・クモの卵・アブのサナギ・カマキリの卵などの
虫がいます。普段、何気なく通っている道の柵にもこんな
たくさんの虫たちがいました。最後に公園で落ちていた
葉っぱや枝をつかって自分のオリジナルの虫を作りまし
た。
(3)身近な鳥のウォッチング（29日）
みんなが知っているスズメ、本当に知っているでしょう
か。6 枚の絵を見て、スズメの顔・脚・しっぽ・くちば
し・羽根・模様などの違いを探し、
元気よく手を上げて答えました。
公園に行 ってスズメを見つけ、
さっき見た絵を思い出しながら観察
しました。鳥
を探すポイン
トは、鳥の声
です。「何種類の鳥の声が聞こえ
るか」「他にどんな種類の音が聞
こえるか」目をつぶって耳を澄ま
せました。
本講座は全日程、室内（環境情報活動センター）と野外
（しながわ中央公園）での実施でしたが、幸い3日間とも
天気に恵まれ、青空の下、気持ち良く自然観察ができまし
た。身近な自然に触れる子どもたちの笑顔はいきいきとし
ていました。

本年12月にデンマークのコペンハーゲンで開催される
ＣＯＰ１５(各国の環境関係省庁の大臣が集まり、年に
一度開催される会議)に先立ち、環境に対する関心を高
めるためのサイクリングツ
アーが5月23日東京をスター
トとして全国9都市で開始さ
れました。
都内でも各地からゴール地
である神宮外苑絵画館前広場
に向けて自由に走ります。品
川区では23日(土)朝から受付

順にスタートし、午前10時に
は山田副区長からデンマーク
公使に区長からの環境メッ
セージが手渡され、その時点

で集まった9人が
ゴールに向かって
元気に一斉スター
トしました。

ツツジとサツキの違い、ご存知ですか
4月から6月の3ヶ月にわたり、赤やピンクなど色鮮や
かに咲く花としてツツジとサツキがあります。品川区の
花はサツキですので、その違いを見てみましょう。
項目

本来サツキはツツジ科の一種ですので、比較することに
多少のためらいはありますが、よく耳にする質問です。

ツツジ

サツキ

開花時期

4月中旬〜5月上旬

5月中旬〜6月中旬

花弁の大きさ

一般にサツキより大きい

一般にツツジより小さい

新葉の出方

花の後で新葉が出る

新葉が出てから花が咲く

つぼみにある毛

緑色

茶色

花の数

一つの枝に複数の花

枝先に1個（まれに2個）

少ない

多い

（ツツジ:4月下旬撮影） 小枝の数

（サツキ:5月下旬撮影）

（「福智山ろく花公園」ホームページより）

環境記者活躍中
今年の桜、いかがでしたか。
区民「環境記者」として活躍中の内田雅弘さんから今年
の品川区内各地の桜をご紹介いただきました。
●公園の桜
戸越公園、しながわ区民公
園、しながわ中央公園、東
品川海上公園など5公園の桜
です。池に映る戸越公園の
桜(右)は歴史を感じさせて
くれます。
一方、開園3年目を迎えた
新しい東品川海上公園(左)
では、若い家族連れなどが
満開の桜の下で日曜日の午
後のひと時を楽しんでいま
した。

環境記者募集中
環境情報活動センターでは現在区民「環境記者」を募
集しています。
花の開花情報、地域の環境イベント情報など、身近な
環境情報をメールなどでお寄せくださる方を環境記者

●寺社の桜
20の寺社の桜を紹介していただきました。
荏原神社（左）と居木神社（右）

●街並みの桜、坂道にある桜、目黒川沿いの桜、しなが
わ花海道の菜の花と桜などです。
まさに2009年品川区内の桜の総括といえます。
このまとめは当センターのホー
ムページでご覧いただけます。
またセンター内には内田さん撮
影の約500枚の写真とそのレポー
トが揃っており、自由にご覧い
ただけます。
として登録します。いただいた記事や写真は環境情報
活動センターのホームページなどに掲載します。区内
在住、在勤、在学で環境に興味のある方のご応募をお
待ちしています。
詳細は環境情報活動センターまで（TEL5742‑
6533）
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