２０１３年度 Vol.３

第22回環境記者情報交換会（平成25年11月1日）
環境記者８名の出席の
もとで開催されました。
環境記者の皆さんの環境
に対する関心や取り組み
は様々で、お互い新鮮な
話に耳を傾けました。

国道沿いの植込みや公園の美
化に興味を持っています。
所轄や管理の違いでスムーズ
にいっていない面があるよう
です。地域で団結して良い方
向に持って行けないものかと
思います。 （西川さん）

東品川にある交通公園の近くで「歩き
タバコはやめましょう」の声掛け運動
をしていらっしゃる男性にお話を伺い
ました。「喫煙マナーの向上と地域美
化にご協力を」のお願いを繰り返し、
携帯灰皿を配布することもあるとのこ
とです。（海さん）

住宅街でハクビシン
に遭遇しました。空
き家に住みついたり
しているようです。
環境変化により動物
の行動も変化し、外
来種であるハクビシ
ンが夜な夜な出没す
る世の中になりまし
た。（中西さん）
今年の夏は猛暑日が
多く長い夏でした
が、ゴーヤが育って
見事な緑のカーテン
になり、暑さを和ら
げてくれました。
（志賀さん）

環境情報活動センター
のLEDの講座でお話す
ることになっています
が、LED を 購 入 す る 際
の注意点などをお話し
たいと思っています。
（辻本さん）
39年間京浜運河を観て来
て、外海から直接東京湾
奥に流れ込む海の道があ
り、近年では運河の水は
きれいになっている感じ
です。（青野さん）
「花交差点の仲間たち」で南大井2丁目
歩道花壇の植替えをしました。半年に
一度植込みをして、次回の植込みをす
る半年後までいかにしてもたせるか工
夫をしています。（真壁さん）

環境記者活躍中
福島県の被災地、被災者の今
11月 に 延 べ8日 間、福 島 県 の 原 発
事故被災地を回りました。行った主
な所は、会津若松市門田町米農家、
福島市笹木野梨農家、福島市松川町
「かーちゃんの力・プロジェクト協
議会」、南相馬市小高区米農家、相
馬郡飯館村、双葉郡富岡町などで、
お伝えしたいのは以下の3つです。
①事故の影響は今も強く、多くの
人々の苦しみが事故当時と変わら
ず続いている。

今年の酷暑のせいか、花壇の花や葉がずいぶん
と痛みました。いつもなら観察できるアゲハ蝶
の幼虫を観る時期が遅くなりました。年々気候
の変化が大きくなっているのではないかと思い
ます。（小野さん）

②事故が地域や友人、
親子、夫婦の繋がりを
ずたずたに壊してし
まった。
③そうした中で、コ
ミュニティの再生に向
（新居﨑さん）
けた、福島で生きてい
くための努力が少しずつですが、確
かなものになってきている。
福島市や郡山市でも
日常の放射線量は東京
の10倍。飯館村や富

岡町などでは、東京

の100倍の所もあり、人どころか鳥
も虫もいない、木が枯れてきた所
もありました。
福島県の今は、私たちの生活や
自然・環境への向き合い方を不断
に問いかけています。多くの方が
福島県を訪れ、これから何十年に
わたって災禍が続く福島を忘れな
いでほしいと思います。

環境記者を募集しています
詳細は環境情報活動センターへ
TEL：03-5742-6533
HP：http://shinagawa-eco.jp/
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緑化隊
大井町の緑化の専門家で、家庭の
植木の枝落としや伐採、屋上や壁面
緑化のメンテナンスを行っており、
屋上で育てた野菜の収穫時期にはイ
モ堀りイベントを行います。

TETEアロマテラピーサロン
アロマテラピーやハーブの検定講
座などの講座を開催。「自然の香り
に包まれた豊かな暮らしを提案」と
いうボディートリートメント、フェ
イシャルなども行っています。

サヤマ園茶舗
静岡・牧の原にある信頼できる茶
園・工場から直接仕入れ、安心して
飲める健康的なお茶を消費者に届け
ています。新茶は飲むだけでなく、
新茶を入れて炊いたご飯もお薦め。

「p r i x 」(プリ)
環境にやさしいシャンプーの使
用、貯湯タンクの設置などの環境
対策を実施し、店の周年記念で
は、エコバックやエコマイ箸等を
差し上げています。

ヘアーサロン ロダン
地球環境やエコ対策に気を配ってお
り、お店で販売しているシャンプーやト
リートメント等は、お客様の地肌にやさ
しいだけではなく、水質汚染にも配慮し
た商品を取り扱っています。

黒兔
鹿児島県の産物が並ぶお店。
お茶工場から出る茶葉廃棄物を利用
して香を楽しむ、消臭材として利用
する、肥料にして土に返すなど、資
源の再利用を行っています。

米魂
お米の味を活かして焼いたパ
ンは、添加物はほとんど使わず
保存料も使用していません。
近年アレルギーの人もいるので
現在、米粉100％のパン作りを
目指しています。
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リサイクルショップ

あい

洋服をはじめ靴・バック・アク
セサリーがおしゃれに処狭しと並
んでいます。「使えるものは売れ
るように、そして使えるように」
がモットーです。

チャプリン武蔵小山店・戸越銀座店
両店とも商店街の中にあり、他のお店で
断られた靴や鞄も丁寧に修理してくれるリ
ペア店です。地元のお客様はもちろんのこ
と、ネット注文で全国から修理の依頼がた
くさん届きます。

靴専科

戸越銀座店

シミや汚れのせいで“使わなく
なった”、でも“捨てられない”
愛着のあるバック・靴・皮製品等
そんな時はどうぞ、「靴専科」に
ご相談ください。

フランクリン・アベニュー
ハンバーガー専門店。良いもの
を提供することで食べ残しが少な
くなりエコにつながります。パン
はさっぱり感、甘みを抑え、肉の
味を邪魔しないよう手作りです。

パタゴニア
「必要な時に必要なものを購入していただく、吟味し
ていただく事で製品の良さがわかり、
長く愛用してもらい無駄を少なくす
る」というポリシーで、製品・輸送・
販売まで環境に配慮しています。

木もれび
和食メニューが人気の「お茶とご
はん処」。繰り返し使用する箸は竹
製のものを丁寧に洗い、安心して
使ってもらいたいとの心遣いが、地
球へのやさしさにもつながります。

CAFE and BAR sweet
スプーンやフォークのほかに、
エコを心がけ、繰り返し使用でき
るエコ箸も用意してあります。
ベークドチーズケーキは、オー
ナーのイチオシです。

冊子「しながわの地球にやさしいお店」（品川区都市環境事業部環境課平成23年6月30日発行）に掲
載されたお店に対し、本紙への掲載についてお伺いし、ご了解が得られたお店を改めて取材しました。

スパゲティハウス

オリーブ

ＬＥＤ照明も使っていますが、食品
の色が変わらないということで、ルー
ブル美術館でも採用されている日本製
のものを使っています。 優しいひかり
の中で雰囲気をかもし出しています。

used accessories deco

gigi(ジジ)

小さなお店の中はオーナーセレクトの新
品の洋服や、色のきれいなブランド物の古
着、靴アクセサリー、バッグ、スワトウの
ハンカチや小さな鬢止めからメンズお洋服
まで、なんでも揃います。

生物多様性って 何?
生態系の多様性とは
様々な生きものは、地球の大きな胎動の中で多様な
変化にさらされながら、培われてきました。地域で育
まれた生きものと生きもののつながりは、様々な変化
に対して、その関係が「変われる力」をもっているこ
とを意味します。
「変われる力」を持ったいろいろな種類がいること
を「種の多様性が高い」と言います。
今回は、生態系の話しです。
地球上にすんでいる動物や植物、微生物といったす
べての生きものは、土や水、大気という環境の中で生
きています。そして、太陽の光のエネルギーを源とし
て、生きものとそれらを取り巻く環境がお互いに関わ
りあいながら、ひとつのまとまった仕組みと働きを形
づくっています。このようなまとまりのことを、生態
系といいます。私たち人間も、生態系を形づくるメン
バーの一員です。

ハレルヤ工房
もとは建具の作業場だったところを改
造してはじめた店です。工房の中は工具
や作業中の板材、なつかしい足踏み型の
ミシン、端材で作った波乗りヨットなど
夢がぎっしりつまっています。

DOPELAND
シャンデリアのある広間にはレ
ザーのソファが置かれ、小振りの
ガラステーブルから冷蔵庫、洗濯
機、衣類などの日用品まで格安で
購入できます。

この生態系は、世界の生物のまとまりの中にあり、
せいぶつぐんけい

このまとまりを生物群系（バイオーム）と言います。
バイオームは植物、動物、土壌生物の集まりを束ね
た大きな分類になります。
ツンドラや温帯林、熱帯林、砂漠や海洋などに分け
られ、様々な生態系が作られています。砂漠にも生態
系があります。
（図１）
北海道から沖縄
ま で、南 北 に 長い
日本にも北方針広
混交林や落葉広葉
樹 林、亜 熱 帯 林な
ど が あ り、そ れぞ
れ異なった生態系
があります。
（図２）
この世界中にあ
る生態系も様々な
環境の変化に対応
して耐えていく
「変われる力」を
持っています。
この生態系の多様
性があるから私た
ちは、生きていけ
るのです。
図2．日本列島の森林分布
（WWFネイチャーシリーズ５を一部改変）

図１．世界の主なバイオーム
（WWFネイチャーシリーズ５を一部改変）

草刈秀紀氏
（「野生生物と社会」学会フォーラム誌編集委員）
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こんな講座を開催しました（平成25年10～11月）
●外来生物と自然環境の脅威について学ぼう
（一般）10月6日
外来生物から自然を守る事が必要です。そのために
様々な法律等がつくられていますが、私たちに出来る
ことを学びました。
●学研教材とペットボトルで水の竜巻を作ろう
（小学生と保護者）10月13日
使い終えたペットボトルを使って「水の竜巻」作り
や、水面に浮く1円玉の実験、魚つりゲームを行い、な
ぜそうなるかを学びました。
●世界の巨木を訪ねて知る自然の神秘
（一般）10月26日
世界30カ国、約2,500カ所の巨木の取材から、世界の巨
木や自然環境について、写真と動画での講義でした。

江戸時代の仏像～エコに徹した仏像づくり
日時／2月8日(土)14時～16時
対象／一般 場所／品川歴史館
江戸時代は無駄の少ない、環境に
やさしい暮らしをしていました。
仏像造りにも様々な工夫が凝らさ
れていました。

エコ素材で香り豊かな入浴剤を作ろう
日時／2月9日(日)14時～16時
対象／小学生と保護者
浴槽のお湯に入れると溶けて炭酸
ガスを発生させる入浴剤です。香
りや溶ける際のシュワットいう音
も楽しむことができます。（花は装飾）

園芸講座

●どんぐりカレンダーを作ろう
（小学生と保護者）11月10日
どんぐりに月、曜日、日にちを書き、間伐材を使った
パネルにどんぐりを繰り返し使え る接着剤で張り付
けました。
●ＬＥＤの灯籠（とうろう）作り
（一般）11月16日
ＬＥＤ照明の選び方や取り付けの際の注意を聞いた
後、段ボールと画用紙を使ってＬＥＤの灯籠を作りま
した。
●富士山の大自然を守ろう （一般）11月24日
「美しい富士山の環境と自然を守る」をテーマに、富
士山を撮り続けている写真家が撮影した美しい写真を
披露していただきました。

どんぐりの種まきと苗作り～被災地での植樹につなげよう

日時／2月23日(日)14時～16時
対象／4年生以下の小学生
と保護者
被災地の緑の復興を応援する活
動「どんぐりプロジェクト」に
参加します。
せっけんや重そうなど身近にあるもので実験をしよう

日時／3月9日(日)14時～16時
対象／小学生
家庭内にある物質の性質を調べた
り、実験をすることから、新たな楽し
い発見ができます。

春の寄せ植え

日時／3月11日(火)14時～16時
対象／一般
サギ草、ベニチガヤ等、植物の魅力、特徴、育成を解説していた
だき、実際に寄せ植えします。 （花の種類は予定です）

春のこども環境講座
気象予報士から学ぼう～ストップ地球温暖化
日時／3月21日(祝),22日(土),23日(日)
各回とも14時～16時
対象／小学生
地球はどうして暖まるのか、その影響は、ど
うしたら防ぐことができるのか。実験や工作
を通して学びます。
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講座の名称はいずれも仮称
開催場所は環境情報活動センター
（「江戸時代の仏像」を除く）
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。
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