環境記者活躍中
大切な土壌作り

平塚二丁目「花いっぱい運動」
環境記者の志賀さんは平塚二丁目の「花いっぱい運
動」に参加しました。
●「底面貯水型水やり不要ECO
プランター」が道路に面した玄
関先などに置かれました。
このプランターは二段式に
なっており、上段は普通のプラ
ンターと同じですが、下段に貯
水槽があり、一週間に一回程度
の雨が降れば水やりは不要だそうです。またプラン
ターの素材は自然素材であるコーヒー豆を使用し、底
面から空気を取り入れ、植物の生育を助けます。また
最終的には燃えるごみとして焼却処理可能で、CO2の排
出削減が可能なECOプランターとのことです。
●屋上緑化（平塚二丁目町会の会館屋上）
乾燥に強く、雨水だけでも育つ常緑キリンソウを植
えました。常緑キリンソウは一年中緑色の葉をつける
ため、屋上緑化、壁面緑化、道路緑化などに役立って
います。常緑キリンソウは江戸時代には飢餓に備え、
若葉を塩茹でして乾燥させ、保存食に使っていたとも
いわれています。

講習会の模様と作品
土壌の熟成ｽﾍﾟｰｽを京陽公園に設置し、生ごみ処理機で
処理した生ごみ再生土壌づくりをしています。

２０１０年度 Vol.1

みどりと花のボランティアとして
環境記者の小野さんは、聖蹟公園内の花壇において
みどりと花のボランティアのチームとして参加してい
ます。季節に応じて年４回の花の植替えと、適宜水撒
きをしながら花壇を管理し、公園の清掃美化活動をし
ていくそうです。今回の活動内容は次の通りでしたが
きれいになりました。
花同士の間隔を10cm程度にして植え、植えた後は花
屋さんに指導していただき水撒きをしました。大量の
水を撒いたことに驚いたとのことでした。

自然・環境 と 花・草・木
わたしたちは元気で明るく楽しい生活をするとともに、自然や環境を大切にしようと心がけています。
春になれば陽射しは強くなり、花が咲き木々が芽吹きますが、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、草木の緑が鮮やかになるのです。植物は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
２０１０
５月16日(日) まぶしいほどの日差しの中、しながわ
中央公園で しながわＥＣＯフェスティバル２０１０
が華やかに開催されました。

みどりと花のボランティア募集中

平成21年11月下旬

平成22年3月中旬

●ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ専門家による実技講習会を実施しました。
３回目の講習会の模様をご紹介します。
今回はハンギングプランターの植栽で、今では町会会
館前をきれいに飾ってくれています。

緑ゆたかな花のあるまちづくりを進めるために、品
川区立公園・児童遊園・道路などの維持管理や花壇の
お手入れなどをしていただける方を募集しています。
また、区有施設内の花壇管理をしていただける方も対
象となります。是非ご応募ください。必要な道具、材
料の一部を区が提供します。
詳細は水とみどりの課まで（TEL：03-5742-6799）

品川区環境情報活動センター 今後のイベント予定
①「よく分かる 食料問題にも環境問題
がかかわっている話 」
世界の人口増加や経済成長による食
料生産と供給の問題は、地球温暖化
や環境汚染などの一因にもなってい
ます。
日時／7月19日(祝)14時〜16時
対象／一般
②「トラと生きる・ネコと暮らす〜街・動物
園から野生まで」
動物園の実例から、ネコ類を中心に
環境に適応した分化や人間の活動が
動 物に 及ぼす 影響 につい ての 話 で
す。
日時／8月26日(木)14時〜16時
対象／一般（親子での参加歓迎）
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◎夏休みこども環境講座
①「自然たいけん隊」
自然とのふれ合いから生きものにつ
いて楽しみながら学びます。
日時／7月27日,28日,31日
(13時30分〜15時30分)
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9,10,11日(14時〜16時)
①②共通
対象／小学生
（3年生以下は保護者同伴）

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」
や「品 川 区環 境 情 報活 動 セ ンタ ー」の
ホームページに後日掲載します。

しながわECOだより2010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
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8715
品川区広町2‑
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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/
本紙は古紙を配合した用紙で作成しています

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団体に対し感謝状と記念品が贈呈されました。
●ステージアトラクション
和太鼓演奏(大井権現太鼓保
存会)、環境「ほっ」とバラエ
ティ(HORIPRO)、創作竹楽器演
奏(東京楽竹団)、突撃!!リサー
チャーズ
しなココ(ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川)、エコ
レンジャーショー(朋優学院高等
学校)、Love&Peace(ｲﾍﾞﾝﾄ結果報
告･83運動みんなで歌おう)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
ペットボトルを利用したエコ花
ポット作り、アクリル毛糸でエコ
たわし作り、ケナフで紙作りなど
環境を考えながら楽しい工作が体
験できました。

●模擬店
品川区商店街連合会を中心に食の店が出店しました。
焼きそば、カルビ丼、カレー、わた菓子、飲物、かき氷
などが販売され、昼食時には
長蛇の列ができるほどの盛況
振りでした。このイベントで
はマイ箸運動を推進しており
会場内では国産間伐材･端材
からできた割り箸を1膳10円
で販売しました。また容器は
環境に配慮し、天然葦を使っ
たパックやトレイを使用しました。
●山北町、早川町の物産展
品川区と交流のある神奈
川県山北町や山梨県早川町
の地元で採れた新鮮な野菜
や加工品などの物産展が開
かれ、多くの人が買い求め
ていました。
●くらしを守る青空市
品川区消費者団体連絡会による恒例の青空市です。
有機･減農薬栽培の野菜と果物の販売が
あり、人気のため午後の早い時間に売
り切れてしまいました。
●ごみ、資源回収
ごみ・資源回収場所では「もやすご
み」「エコ容器」などが、高校生のみ
なさんの協力を得てきれいに回収され
ていました。
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●エコな乗り物の乗車体験
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：スピード制
限できる電気自動車
④電気自動車：環境に優しい
電気自動車
3

1

2

4

●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、
50店ほどが出店しました。
掘り出し物もあり注目を集
めていました。

●こども環境作品展
「子ども環境講座『太陽エネル
ギーで目玉焼きを作ろう』に参加
して」と題して講座に参加してく
れたお友だちが受講した後での実
験報告を発表してくれました。
その感想として、調理には結構
時間がかかり「日本ではいつでも
ガスが使えて便利だけど、使えな
い国ではとても大変だと分かりま
した」、また「早ね早起きして、
なるべく電気を使わないようにし
たりして、エコ生活をしたいです」と書いてくれました。

太陽エネルギー見本市 が同時開催されました
●ソーラー工作教室
太陽光で動く「ソーラーかもめ」
を親子で作りました。
●太陽エネルギーを活用した
発電セミナー
太陽光発電と高効率給湯器を組み合わせることによるメ
リットなどについて紹介がありました。
（会場：環境情報活動センター）
●各種情報の提供
太陽光(熱)利用機器システム、住宅版エコポイント、
区･都･国の補助制度などの紹介がありました。
（会場：区役所プラッツア）

シナガワ の名のついた植物、ご存知ですか？
品川は奈良・平安時代のころから交通のかなめ
であり、地名の由来は、品物が川のように行き来す
る場所であったことからついたといわれています。
この地名が頭につく植物があります。
その名は「シナガワハギ」！品川に多く自生してい
たところから名がついたといいます。シナガワハギ
は江戸末期、大垣の自然科学者：飯沼慾斎（いいぬま
よくさい）（1782―1865）によって
書かれた日本初の近代的な植物
図鑑『自筆稿本 草木図説』
（全20
巻：1856−1862）に、当初エビラ
ハギとして記載されました。本書
には1215種もの草木が毛筆で正
確に写生、彩色され、詳細な解説
はリンネによる分類法と日本の
本草学の知識が用いられていま
す。慾斎没後、明治7（1874）年に
『新訂草木図説』でシナガワ
『草木図説』
ハギ、別名エビラハギとして
ｴﾋﾞﾗﾊｷﾞ（ｼﾅｶﾞﾜﾊｷﾞ）
登場します。
（大垣市立図書館蔵）
マメ科で草丈は1メートルほ
どにもなり、6月頃黄色い小さな花を咲かせます。
ユーラシア大陸からの帰化植物といわれています。
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帰化植物は日本に来た時期によって①江戸中期ま
でに来たもの、②それ以降のものと大きく二つに分
かれます。
①は畑や水田の雑草、
②は空き地や道端に生
育し、どちらも私たち
となじみが多い草たち
です。
人や物が集まる→
それに伴って生き物も
ｼﾅｶﾞﾜﾊｷﾞ
移動してくる→集まった
これから陽を浴びて
その地で生息する。
黄色の花を咲かせます
人が多く集まっていた
品川だからこそ、この植物が存在したといえましょ
う。もしかしたら、あの坂本龍馬さんも見ていたか
もしれません。
シナガワハギは草に匂いがあり、押し葉にする
と、「桜餅」のような香りがします。この仲間には
ハーブ店で「シロバナシナガワハギ」として売られ
ているものと、外来種として「コシナガワハギ」が
あります。名前の通り、前者は白い花、後者は草丈
60cmと小型です。
（環境カウンセラー 倉田智子氏提供）

環境学習講座（於：品川区環境情報活動センター）
春休みこども環境学習講座

気象予報士から学ぼう〜天気の不思議と環境
３月2０,２１,2２日 （講師：NPO法人気象ｷｬｽﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ）

(1)「雨の不思議と大雨から身を守る方法〜雨量計を作ろう」
ペットボトルを使って雲を作る実験や雨量計作りに挑
戦しました。
「雨量計を作ろう」では、
ペットボトル（500ml炭酸飲
料用）の上半分を切りとっ
たものに1〜6cmの目盛りの
ついたシールを貼り付けて
雨量計の完成です。
大雨などの被害を耳にすることがよくありますが、天
気予報を聞き、大雨の時には危険な場所には近づかない
ようにしましょう。
(2)「太陽と風のエネルギーを利用し
よう〜風速計を作ろう」
実験ではうちわで風力発電に挑
戦です。明りをともしたりﾒﾛﾃﾞｨ
を鳴らすことはできましたが、扇
いだお友だちは
懸命の表情でした。(上の写真はうちわ
で扇いでﾌﾟﾛﾍﾟﾗを回しています)
風向風速計作りでは紙、ストロー、竹
ひごと土台の発泡スチロールを使いまし
た。尖った矢印の方角から風が吹いてい
ることになります。
(3)「不思議な天気いろいろ〜夕焼け・虹・雷を作ろう」
雷を起こす実験、虹や夕焼けを見る実験を行い、さら
に虹の見える万華鏡作りにも挑戦しました。
黒い画用紙にアルミホイルで絵
を描いたものに電気を流すと一瞬
雷が発生しました。雷が起こす集
中豪雨は一瞬で川が溢れることが
あります。雷の音が聞こえてきた
ら、雨が降っていなくてもすぐ避
難しましょう。

さき布からぞうりを作ろう
4月25、29日 （ぞうり研究家 宮嶋清司氏）
家庭にある余り布や、もう着なくなった衣類を裂いて
オリジナルのぞうりを作りました。限りある資源をリサ
イクルすることで、物を大切にする心や、創作する楽し
さを多くの方々に学んでいただ
く講座です。
まずは各自用意した1.5m程の
布を、製作台 にセットした荷造
り用のヒモにつま先から編みこ
んでいきます。続いて鼻緒と前
緒作りです。

鼻緒は鼻緒用の布にヒモを入れて両サイドから強く固く
撚(よ)っていきます。2日間、合わせて5時間の講座でし
たが、ほとんどの方が一足仕上げられました。
捨ててしまいがちな古布もこんな風に活用できます。
身近な伝統技術を多くの方に学んでもらい、リサイクル
の輪を広めていけたらいいですね。

親子で楽しみながら学ぶエコゲーム
5月2日（㈱環境教育ｿﾌﾄ 加宮利行氏）
「(すごろく式)エコスタイルゲーム」と「省エネカー
ドゲーム」で、省エネや省資
源について楽しみながら学ぶ
ことができました。
「エコスタイルゲーム」で
は、すごろくと同じようにサ
イコロを振り、止まったマス
目に書かれた省エネや省資源
メモを読み、指示に従いなが
らゴールを目ざしました。
「省エネカードゲーム」は家電機器の省エネ法と電
気使用量の節約金額を学ぶことができるゲームです。
裏向けに置いたカードの中から2枚をめくり、節約金額
の大きさを知るゲームです。
楽しみながら、知らず知らずのうちに省エネや省資
源について勉強しました。今日プレイしたゲームはお
みやげとしてお持ち帰りいただきましたので、ご家族
で楽しんでいただいたことと思います。

極寒の地に生きるシロクマと温暖化
５月２３日（講師：自然写真家 丹葉暁弥氏）
講師が毎年撮影に訪れるカナダ北部の街チャーチル。
そこに生息するシロクマの写真を見ながら、シロクマ
と温暖化の関係について話を聴きました。今回は写真
だけでなく動画でシロクマの様子を見ることができ、
シロクマ好きの人には大変嬉しい講座となりました。
シロクマはアザラシ1頭で半年は生きのびられるた
め、夏は基本的に絶食をしています。つまり結氷寸前
はお腹がペコペコなのです。温暖化により海が凍るの
が遅くなると食事ができる時期も遅くなり、体力がど
んどん落ちてしまいます。一方、エサを求めて街に近
づき、ごみをあさるシロク
マを捕獲し、生息地へ戻す
ことも行われています。
チャーチルのあるハドソ
ン湾南西部に住むシロクマ
たちは、このままだとあと
３０年くらいでいなくなっ
てしまうかもしれません。
かわいいシロクマを守るた
めにも、身近なことから環境にやさしい行動をするよ
うに心掛けましょう。
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