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楽しい実験が盛りだくさん！雲や雨など、
お天気のふしぎを学びます。
■ 開催日／4月29日 (祝･月)

育成法、料理での使い方を説明して
いただいた後、寄せ植えをします。

■ 募集／4月1日から
■ 講師／大島正幸氏（気象予報士）

■ 開催日／5月6日 (祝･月)
■ 募集／4月1日から
■ 講師／山口昌哉氏（プランツ･モジュール代表）

手作り雨量計見本→

普段は入れない公園の干潟で、海の生きものの暮らしを
観察し、磯遊びのマナーも学びます。

■ 開催日／5月3日 (祝･金)
■ 募集／4月1日から
■ 講師／三枝敏郎氏
（運河の生きもの観察人）

（参加費：500円 対象：中学生以上）

美しい森林、巨木の写真観賞で世界を旅し
ながら、人や生き物、撮影秘話などお話し
していただきます。（対象：中学生以上）

■ 開催日／6月8日 (土)
■ 募集／5月11日から
■ 講師／吉田繁氏（プロ写真家）

ぎじたいけん

国立天文台制作ソフト「Mitaka」で地球を
飛び出し、太陽系から地球環境を考え、
星座早見盤を作ります。

なぜLED照明が省エネになるかを学び、簡単な配線
作業で完成するLEDライト付き
救急箱を作ります。（対象：中学生以上）

■ 開催日／5月19日(日)
■ 募集／4月21日から
■ 講師／北崎直子氏（星のソムリエ）

■ 開催日／7月6日 (土)
■ 募集／6月1日から
■ 講師／小宮章利氏（照明コンサルタント）

元南極観測隊員から南極の氷に閉じ込められた２万年前
の‚大気の音‛を聞くなど、本物を体験できる講座です。
（＊3年生以下は保護者同伴）

■ 開催日／6月16日(日)
■ 募集／５月21日から
■ 講師／元南極観測隊員
(ミサワホーム総合研究所）
南極観測船‘しらせ’→

丌思議な植物でもある「竹」のお話をして
いただいた後、２種類の竹笛を作ります。
■ 開催日／6月2９日 (土)
■ 募集／6月1日から
■ 講師／石川雄一氏
（森林インストラクター）

＊講座の日時、名称、内容などはいずれも予定です。最新の情報は、環境情報活動センターのホームページをご覧ください。
2か月先までの講座をご案内しています。「広報しながわ」には募集開始日に掲載されます。（改）
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どうして自然を大切にするの？
小学生のユウイチ君が先生に質問しています。
ユウイチ：ねぇ先生。さっきの理科の授業の時に、
自然を大切にしようって教えてくれたよね。よく分
からなかったから、もう一度教えてください。
どうして自然を大切にしないといけないの？
先生：ユウイチ君、分からなかったことを質問する
ことは良いことだね。自然を大切にしなければなら
ない理由はいくつもあるけど、分かりやすい例をお
さらいしよう。
君が使っている「えんぴつ」は何
からできているのかな？
ユウイチ：えんぴつは「木」でで
きているね。
先生：そうだね。じゃあ、ノート
は何からできているかな？
ユウイチ：うーん、ノートは何か
らできているかって、考えた事な
かったよ。先生、分からないや。
先生：ノートも「木」からできて
いるんだよ。
ユウイチ：そうだったんだ。
「木」は役に立つんだね。
先生：そうだよ、「木」は人間に
とってとても大切なものなんだ
よ。木でできているものは他に何があるかな？
ユウイチ：お家！柱は「木」でできているよ。それ
からタンスも「木」でできているよ。
先生：身の回りには「木」を使っ
ているものがたくさんあるね。
「木」はどこに生えているのか
な？
ユウイチ：山だよ！先生。
先生：そうだね、「木」を切った
らなくなってしまうね。切った後
はどうしたら良いかな？
ユウイチ：また植えたら育つよね。
先生：そうだね。植えたら育って、また何十年後か
に切って使えるね。その繰り返しだね。
人間は、自然のものをたくさん使っているね。
先生：きみがはいている「ズボン」は何からできて
いるかな？
ユウイチ：「綿」だよ先生。
先生：綿も植物なんだよ。

ユウイチ：身の回りは、自然のものであふれている
んだね。先生。
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先生：そうだよ。自然のものばかりだよ。だから自
然を大切にしないとね。地球は一つしかないんだ。
どこかが汚れるとその近くの場所に悪い影響が出る
ね。地球はつながっているから、どんどん汚れてし
まうんだ。
ユウイチ：地球を大切にする行動で、僕たちにでき
ることはなんですか？
先生：物を大切に使うことだよ。
ユウイチ：なんでですか？
先生：さっき、身の回りは自然のものばかりだって
気づいたよね。身の回りのものを無駄にすると自然
を無駄にしているのと変わらないね。
ユウイチ：なるほど、先生、よく分かったよ。あり
がとう。身の回りのものを大切にするようにする
ね。
（森林インストラクター 石川雄一）

出前講座

お天気教室

対象：区内小学校、中学校、各地域グループ
内容（例）：多くの実験をします
(1)どうして雲ができるの？雨はどうして降るの？
・ペットボトルで雲作り
(2)地球温暖化はどうして起きるの？
・水と空気の体積と温度、ＣＯ２は温室効果ガス
(3)どうして高い山に登ると袋菓子はパンパンに？
・気圧の不思議
(4)その他実験いろいろ
講師：気象予報士
費用：無料
連絡先：環境情報活動センター
TEL･FAX:03(5755)2200
E-mail:center@shinagawa-eco.jp

環境表彰式

平成３１年2月２３日(土) スクエア荏原

「環境保全活動顕彰」は、平成28年度からス
タートし、今年度で3回目、前身の環境大賞から
数えて12回目を迎えました。区内で環境保全に関
する優れた活動をされている企業、個人、団体を
顕彰し、その活動を広く区民に紹介することを目
的としたものです。
今年度は企業大賞1件、企業賞1件、地域大賞1
件、地域賞3件が選ばれました。
また「みどりの顕彰」、「資源リサイクル活動
貢献団体への感謝状贈呈」も同日行われました。

環境保全活動顕彰

大賞受賞者の活動報告

企業大賞：株式会社キャプティ
「通勤路清掃（クリーンアップ）活動他」
平成18年4月、五反田駅と社屋間の
歩道約700mを月2回清掃することから
始まりました。 可燃ごみ、不燃ごみ、
空き缶、空きペットボトル、タバコの
真下 裕 様
吸殻などのごみを収拾しています。
通勤路清掃を通して近隣住民との地域コミュニ
ティを育み、地域貢献活動を推進しています。

地域大賞：小山六丁目町会
「西小山クリーンデ―」
私たちは、地域の皆さんが参加し
て自分の街を魅力ある街にしていく
ことを目指しています。
平成20年5月から「緑道をもっとき
田邊 耕司 様
れいに！」の気持ちで活動をスタート
しました。季節ごとに花の植え替えをしたり、荏原
六中の生徒さんと､合同で雑草の除去作業を行ってい
ます。

また、ペーパーレス推進活動や業務用車両の削減
による環境負荷の低減にも取り組んでいます。

企業賞： イオンリテール株式会社
イオンスタイル品川シーサイド
地域賞： ・宇田川 政雄
・大崎駅周辺まち運営協議会・
しながわ夢さん橋実行委員会
・南大井豊寿会

みどりの顕彰
緑化賞：「ザ・ガーデンテラス目黒」
事業者 東京建物株式会社
および 三菱地所レジデンス株式会社
設計者 木内建設株式会社 一級建築士 東京事務所
管理者 株式会社 東京建物アメニティサポート

資源リサイクル活動貢献団体
・品川区立 城南第二小学校ＰＴＡ
・ミュゼ・ダール御殿山管理組合
・二葉四丁目町会
・大井南浜町会

・社会福祉法人
品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム
・コーヅ大崎ハイツ管理組合

・西五反田一二三町会婦人部
・八潮パークタウン第7号棟自治会
・小山台サニーハイツ管理組合
・東京ナイル管理組合
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平成３０年度はこんな講座を開催しました
環境情報活動センターでは、「環境」をテーマとした楽しい講座を開催しています。
みなさまのご参加をお待ちしています。
小学生
開催月

大人

テーマ

開催月

テーマ

5

バイオガスで聖火を燃やそう！
～みんなで生ごみからバイオガスをつくる

4

江戸はいかにして江戸になったか
～自然を活かしたまちづくり

5

気象おもしろ実験と雨量計作り

5

緑のカーテンを作りましょう

6

森の大切さを学び、竹トンボを作って飛ばそう

5

【園芸講座】観葉植物の寄せ植え

6

南極を知る、体験する

6

あかりの省エネ対策とＬＥＤで光るクリスタル風ケース作り

7

何がいるかな？～品川の水辺の生きものたち

7

LEDの行灯（あんどん）を作りましょう

7

気象予報士から学ぶ気象と環境①②③

10

都会でできる自然観察～楽しみ方の話と花・鳥の観察

8

キッチンからはじめるエコロジー①②③

11

世界の民話と大地の始まり＆ハードカバーのミニ製本

8

水の力、水の丌思議の実験で自由研究

11

古布で作るバネ口金つきポーチ

8

電子工作にチャレンジ！ラジオを作ろう

12

【園芸講座】お正月の寄せ植え

8

バナナのＤＮＡ抽出実験で生きものの保護について学ぼう

1

おいしいお茶の入れ方を学びましょう

9

おもちゃde教えて！遊んでエコ工作

2

古帯で作るおひなさま

10

しながわ区民公園でミニ里山体験と自然観察

2

江戸時代の公園、御殿山

10

お天気のふしぎと雪の結晶作り

11

光のジュースでLEDの丌思議に迫ろう！

12

牛乳パックで作る「ふしぎな丌思議なカード」

1

楽しいおやつ教室と使用済み食用油を使ったキャンドル工作

3

風力発電機を作ろう！

3

生きもの卙士になろう①②

（3月13日現在予定）

講座内容の詳細は、環境情報活動センターのホームページ
https://shinagawa-eco.jp/mt_kouza/の「過去の講座をご紹介します」
でご覧いただけます。

おいしいお茶の入れ方を学びましょう

江戸時代の公園、御殿山

（大人／1月26日）

（大人／２月24日）

製造過程で出る大量の茶殻のリサイ いい香り～
クルシステムの話を聞いた後、おいし
いお茶の入れ方を学び、おいしくいただきま
した。確かにおいしかったです。
たのしいおやつ教室と使用済み食用油を使ったキャンドル
工作（小学生／2月3日）
菓子にどんな野菜が使われているか、
袋にどう表示されているかを学んだ
後、菓子メーカーの環境への取組みの
話を聞きました。工作では使用済み
食用油を使ったキャンドル作りを楽しみました。
古帯で作るおひなさま

江戸時代、御殿山には桜
が植えられ、桜の名所とし
て多くの人びとで賑わいま
した。しかし、江戸城普請
や御台場築造のため土が
削られ、また鉄道の開通もあり、環境が大きく
変わってしまいました。

（大人／2月10日）

古帯をリメイクした先生オリジナルの
キットでおひなさまを作りました。
それぞれ違う柄のかわいらしい仕上がり
に皆さん大満足でした。
風力発電機を作ろう！（小学生／3月3日）
再生可能エネルギーとしての風力発電につい
て、分かりやすく話を聞き、電気の作られ方
やその働きについて学んだ後、ペットボトル、
牛乳パックなどを使って風力発電機を作りま
した。
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