区内の紅葉と黄葉を観に公園へ、また街歩きをしま
した。モミジといえば池田山公園(下写真)です。鮮や
かな紅が緑の木々に映え、素晴らしい紅葉観賞になり
ました。

一方、春の花としてはもちろん桜ですが、この時期紅
葉も楽しませてくれます。
桜の木は区内各地にありま
すから、目に触れる機会は
多いと思います。

目黒川沿い

晩秋に黄色がまぶしいイ
チョウの黄葉も紅葉に負け
ていません。公園や神社仏
東品川海上公園
閣、道 路
沿いのイチョウはその存在を誇らし
げに見せているようです。

の 葉 は、い ず
れも１年の多くは緑色です。なぜこの時期に
紅色や黄色に変わるのでしょう。
葉の中にはクロロフィル（葉緑素）という緑色の色
素がいっぱいあり、そのために緑色に見えます。また
クロロフィルより
量は少ないので
すがカロチノイ
ドという黄色の色素
もあり、冬が近づく
とクロロフィルの生成が
抑えられ分解されて、カロチノ
イドの黄色が目立ってくるた
め、葉が黄色く見えるように
なります。
一方、紅葉は多少しくみ
が異なります。植物は光合成
で葉にデンプンを作り、やが
て糖に分解されます。
この 糖から赤色 系の
色素 であるアン トシ
アンが合成され、
分 解 さ れ たク ロ ロ
フィルの緑色に変
わっ てアントシ アン
の赤 色が目立つ よう
になるのです。
区内、お住まいの近く の紅葉や
黄葉の写真がございましたら、
一言コメントを加えて下記品川
区環境情報活動センター宛メー
ルでお送りください。
ホ ーム ペー ジ（HP）に 掲載 させ
ていただくこともございます。

←区役所前
海徳寺→

品川区環境情報活動センター 今後のイベント予定
「イワトビペンギンのくらし」
険しい岩壁の上に営巣するイワトビ
ペンギンの生態を紹介します。
日時／1月23日(日)14時〜16時
対象／一般
「牛乳パックではがきをつくろう」
飲み終えた牛乳パックを使って紙す
きをし、はがきを作ります。
日時／2月9日(水)13時半〜16時
対象／一般
「飛び出せ！３Dを科学する」
ＬＥＤと身近にある道具を使って
３Ｄを手作りします。
日時／2月20日(日)14時〜16時
対象／小学生
「海へとつながる私たちの暮らし
〜しながわの海をとりもどそう」
東京湾の漁業を盛んにすること、地
産地消で東京湾の水質改善を図るこ
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とができます。
日時／2月27日(日)14時〜16時
対象／一般
「春の寄せ植え」
サギ草にベニチガヤを添えた寄せ植
えです。
日時／3月11日(金)13時半〜15時半
対象／一般

春のこども環境講座
「気象予報士から学ぼう
〜天気の不思議と環境」
①雨の不思議と大雨から身を守る方
法」〜雨量計を作ってみよう〜
②「太陽と風のエネルギーを利用し
よう」〜風速計を作ってみよう〜
③「不思議な天気いろいろ」〜夕焼
け・虹・雷を作ってみよう〜
日時／3月19,20,21日、14時〜16時
対象／小学生

講座の名称、日時等はいずれも予定で
す。内容、応募方法等については「広
報しながわ」や「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。
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みどりと花のフェスティバル
「みどりと花のフェスティバル」がさわやかな
秋空の下で開催され、さまざまなイベントが参加
した人を楽しませてくれました。
●9月25日(土)、26日(日) 東品川海上公園
テーマは 公園の植物とのふれあいを楽しみましょ
う です。
①苔玉作り
土台になる苔と苗
が用意されており、
苗は屋上庭園の株分
けをしたものです。
親子での参加があり
ましたが、
お母さんが
一生懸命で
した。
②苗の販売
公園内の
植物を株分
けして育てたﾚﾓﾝﾀｲﾑ、ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ、ｽﾍﾟｱﾐﾝﾄなどのﾊｰﾌﾞの
苗を中心に販売されました。
ﾊｰﾌﾞﾃｨの試飲もありました。
③ガーデンツアー
屋上庭園に植えている季節の
花について、この花壇を監修し
ている方やガーデナーの説明が
ありました。
④その他、竹とんぼや押し花作りにも多くの参加があ
りましたが、「どうやって飛ばすの？」と竹とんぼに
ついて聞く子もいました。

●10月16日(土)、17日(日) 西大井広場公園
テーマは いのちのふれあい です。

最近の都会の生活ではやや遠い存在になったヤギ、
羊、ウサギなどとのふれあいができました。ウサギと
戯れる子どもたちの輝いた目が印象的でした。
動物と楽しんだ後は公園の砂地を元の状態に戻さなけ
ればなりません。世話をしてくれた方たちが、ふん尿
などの汚れを抗菌加工砂できれいにしてくれました。
木の輪切りを使っての工作コーナーには親子での参
加がありました。絵の具やボンドを使って思い思いの
作品が出来上がりました。

●10月23日(土)、24日(日) しながわ区民公園
テーマは 緑と音楽と自然 です。
こちらでも親子で楽しめ
る工作教室が人気で、多く
の家族が参加しました。公
園にはとち、しい、くぬぎ
など、さまざまなどんぐり
があります。これらを使っ
た工作でどんぐりとのふれ
あいも楽しかったですね。いっぱい集
められたどんぐりは、自由に持って帰
られるようにしてありました。
東京大学民族愛好会の皆さんによる
民族音楽の演奏がありました。
コンドルは飛んでゆく や 花祭り など親しみの
ある曲の
演奏があ
り、皆 さ
ん楽しい
ひと時を
過ごしま
した。
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環境記者
活躍中

第13回環境記者情報交換会開催

11月11日(木)、第13回環境記者情報交換会が8名の
環境記者ほかの出席のもとで行われました。
この夏の暑さは植物にも大変だった
ようで、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞが咲く時期を間
違えて季節はずれの花を咲かせてい
ました。ﾂﾂｼﾞは猛暑で葉が落ち、
9月中頃には涼しくなり10月初めに
暑さが戻って、春が来たと勘違いした
のでしょうか。
私のお気に入りの場
所は大崎駅前のｼﾝ
ｸ ﾊﾟ ｰｸの庭で、秋
に は ｽ ｽ ｷ、ﾎ ﾄ ﾄ ｷ ﾞ
ｽ、ﾉｺ ﾝ ｷﾞ ｸなどが
素晴しいです。
我が家の花々に今年も
水やりをしたのですが、猛暑のた
めに足りなかったようで、かなり
枯れてしまいました。
10月、
環境情
報活動
ｾﾝﾀｰの
こども
環境講座
で、日ごろ
全国で開いている科学実験
教室のｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰとともに講
師をさせていただきまし
た。子どもさんに限らず大
人の方にも環境についてお
話できる機会があればと
思っています。

自宅の庭にビニールバ
ケツを置いて槙の木を
育てていたところ、突然
小さな植物が誕生しま
した。それはなんとぶどう
科の植物でした。たぶん鳥が種を運んで
きたのでしょう。それから5年目の昨年、
実をつけるまでになり、近所の子供さん
や保育園の園児さんに食べていただいて
喜んでもらいました。

私が
勤務
して
いる
会社
では
2008年から環境方針の中
に「生物多様性」という
言葉を記述し、その保全
活動をすることになりま
した。また地域の小学生
などに環境に対する情報
を紹介しています。

11月14日(日)しながわ花海道で菜の花の種まきが行わ
れました。しながわ花海道では毎年7月頃に種をまいた
コスモスが秋にはきれいに咲き誇り、それを刈り取った
後に菜の花の種まきをします。3月には勝島運河の土手
一面を黄色い菜の花が敷き詰めてくれることでしょう。

(ｺｽﾓｽ) 平成22年秋

(菜の花) 平成22年春

ここで立正大学の学生さんが一役買っています。立正大
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インタミディア代表の佐山
吉孝氏から「昔のおもかげを
探してまち歩き／その五、大
崎駅前から百反坂周辺」と題
してお話をいただきました。
再開発が進んだ大崎駅前も少
し入れば狭い路地があり、昔
ながらの建物や風景が見られます。
新しいビルが建てられていますが、駐車場に施された
緑化やビルとビルの間の植栽など、少しでも環境に配
慮しようとしている様子が伺えます。
相変わらず
で す が、JR
五反田駅か
ら ゆうぽ
うと へ行
く通りを歩く
際 に、歩 道 の ご
み拾いなどをしています。五
反田周辺では、残念なことに
業者の貼り紙が目立ちます。

最近、生活のなかで感じること
は無機質なものの多さです。生
き物を大切にしようという気持
ちがほしいものです。
毎週福島県へ行ってキノコと野菜を
作っていますが、これを17年続けて
います。野菜は化学肥料を使うこと
なく、落ち葉、堆肥など全部自然の
肥料で作っています。区内では西中
延三丁目町会では皆がボランティアで
資源回収（毎月3回）をしています。また自分として
はなるべくごみを出さない活動をしています。
学地域連携支援室に所属する皆
さんは地域連携活動の一環とし
てさまざまな地域のイベントに
参加しています。
環境記者の坂本美波さん(下写
真左から3人目)はその一員で、
今回の種まきに参加しました。
「お天気に恵まれ、良い汗をかき、様々なことを学びな
がら畑仕事ができました。雑草だらけだった立正大学の
畑も綺麗な菜の花を咲か
せる準備が整いました。
草花だけでなく虫や鳥も
たくさんいて、品川区と
いう 都会 のなかにい
ることを忘れさせてくれ
ます」との報告をいただ
きました。

環境学習講座

会場：品川区環境情報活動センターほか

トラと生きる・ネコと暮らす

環境問題は江戸時代を見ると分かる

〜街・動物園から野生まで

（10月17日）
講師：日本国際戦略問題研究所 所長 津田慶治氏

（8月26日）

講師：動物園ライター 森由民氏
トラをはじめとしたネコ類を中心に、環境に適応した
分化について、また人間の活動がトラやツシマヤマネコ
などに及ぼしている影響についてお話していただきまし
た。
人間の生活が豊かにな
り、また人間がより便利
さを求めて山や森の開発
をし続ければ、野生生物
が生きる場を失うことに
繋がります。人間を含め
た地球上のすべての生物
がこの大地の中でうまく
調和し、共存できるような生き方がどうしたらできるか
を考えさせられる講座でした。

ペットボ トルを利用してウォ ータートル
ネード（水の竜巻）を作ろう！ （10月3日）
講師：学研科学インストラクターのみなさん
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙをﾘｻｲｸﾙする前に、環境について学習できる
楽しい実験をしてみましょう。①ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙに入っている
水を早く出すために「水の竜巻」を作ります。この原理
がﾄｲﾚに応用されています。②ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰとﾃｨｯｼｭﾍﾟｰ
ﾊﾟｰを水の入ったｺｯﾌﾟに入れて箸でかき混ぜます。ﾄｲﾚｯﾄ
ﾍﾟｰﾊﾟｰはﾊﾞﾗﾊﾞﾗになります
が、ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰは箸にか
らみつき、かたまってしま
います。ﾄｲﾚではﾃｨｯｼｭﾍﾟｰ
ﾊﾟｰは使わないようにしま
しょう。私たちが毎日お世
話になっているﾄｲﾚ、やさ
しく使いましょう。

季節を感じるリサイクルアート
〜さき布の平織りでつくる小物 （10月8日）
講師：アートディレクター 竹中信子氏
さき織りとは江戸時代の中期、厳しい北国の生活か
ら生まれた技術で、着古した着物や古い布を細く切り裂
き、はた織りをして新たな布を作る技法です。今回はタ
ペストリーを作りました。

今日の日本は資源小国といわれていますが、江戸
時代は世界的な鉱業国家であり、銅や銀は世界の
1／3を産出していました。
いずれ石油が採れなくなり価格の高騰が予想され、石油
に代わる燃料も高価なものになる
と言われています。日本には資源
がないから、埋まっている資源を
掘り出すのではなく「資源を作
る」という考え方が出てきます。
相対的にﾘｻｲｸﾙ費用が安くなりま
すが、その場合携帯電話やﾍﾟｯﾄﾎﾞ
ﾄﾙなどのﾘｻｲｸﾙ資源は都会にあり、世界最大の「鉱山」
は東京になるでしょう。

秋の寄せ植え （10月25日）
講師：林秋江氏（秋草会会員）
非常に人気の講座で、今回も多数のご応募をいただ
きました。使用した草花は３種類の菊、ﾉｺﾝｷﾞｸ、ｱｼｽﾞﾘﾉ
ｼﾞｷﾞｸ、乙立寒菊とｲﾇﾀﾃﾞです。
講師から寄せ植えの基本ﾎﾟｲﾝﾄや草花の特徴、用土、
日当たり、配置の仕方など
の説明があり、続いて実習
です。網や針金を使いまた
草花の配置やﾊﾞﾗﾝｽなど考え
ながら調整して作りあげて
いきます。ﾀｯﾌﾟﾘと水やりを
して、表面に苔を張ればで
きあがりです。

ペットボトルで顕微鏡をつくろう！（10月31日）
講師：インタープリター 仲上美和氏
普通の顕微鏡は2つのﾚﾝｽﾞからできていますが、今回
は１つのﾚﾝｽﾞを使います。主な材料は丸
型のﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙとｷｬｯﾌﾟ、直径2mmくらいの
非常に小さなﾚﾝｽﾞ(ｶﾞﾗｽ玉)です。
まずｷｬｯﾌﾟの真ん中に小さな穴をあけ
そこにｶﾞﾗｽ球をはめ込みます。顕微鏡の
台は右写真のようにﾎﾞﾄﾙの肩の部分から
上を切り取ります。次にﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄ
を作ります。ﾎﾞﾄﾙ側面を一辺1cm
の正方形に切り取り、花粉など観
察するものをｾﾛﾊﾝﾃｰﾌﾟにつけ、先
に1cm角に切り取ったものに貼り
付けます。それをｷｬｯﾌﾟの内側に
しっかりとはめ込みます。
ｷｬｯﾌﾟを締めて出来上がり。うまく作った友だちの中に
は170倍くらいの倍率が得られたと思います。
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