２０１７年度 Vol.３

伊藤園の環境への取組みや、おいしいお茶の入れ
方を学びます。
■ 開催日／1月20日 (土)
■ 場所／こみゅにてぃぷらざ八潮
■ 募集／12月21日から
■ 講師／千田康之氏
（㈱伊藤園東京港南支店長）

ジャガイモやおやつについて学び、使用済み食用
油でキャンドルを作ります。
■ 開催日／2月18日 (日)
■ 場所／こみゅにてぃぷらざ八潮
■ 募集／1月21日から
■ 講師／森田孝枝氏
（㈱カルビー食育チーム・食生活アドバイザー）

春の子ども環境学習講座

再生可能エネルギーのやさしい話とペットボトル
を利用した風力発電機作りです。
■ 開催日／2月25日(日)
■ 場所／品川区役所内
■ 募集／1月21日から
■ 講師／上田壮一氏
（(一社)Think the Earth 理事）

ゲーム、工作、観察や実験などを通して生き物
や環境について学びます。
① 3月17日（土）（小学3～6年生）
「みぢかな鳥のヒミツを知ろう！」
羽クイズや渡り鳥体感ゲー
ム、飛ぶ鳥のクラフト作り
などをします♪

② 3月18日（日）
（小学1・2年生と保護者）
「五感を使って小さい春みっけ！」
泥んこ遊びとガーデニングが合体？園芸を簡単に
始める講座です。春を楽しみましょう。
■ 開催日／3月4日 (日)
■ 場所／ こみゅにてぃぷらざ八潮
■ 募集／2月1日から
■ 講師／ 伊藤政美氏
（環境教育振興協会）

葉っぱや虫たちの観察や、
春の草花の香り袋作りなどを
行います♪

● 募集／２月１1日から
＊往復はがきのみでの受付
● 講師／ＮＰＯ法人
生態教育センター

伊藤講師の別講座風景

＊講座の名称、開催日、内容などはいずれも予定です。応募方法等については、品川区環境情報活動セン
ターのホームページや、募集開始日の「広報しながわ」に掲載します。ご応募をお待ちしております。
Page 1

省エネ効果の高いＬＥＤ照明
生活用品の省エネについては、いろいろな所から
知識を得て、実践しておられることでしょう。実は
照明に関しては、皆さんは知らず知らずのうちに省
エネを実践しておられるのです。それはどうしてで
しょう。照明メーカーが省エネに大きく舵を切った
時が、かつてのオイルショックの頃です。まず、蛍
光ランプが省エネ形になり、次いで省エネ形電球、
さらに電球ソケットに差して使える電球形蛍光ラン
プが発売さ
れ、日 本 は 世
界 で最も 省エ
ネ を実践 して
い る国に なっ
た の で す。こ
ん なに省 エネ
を し て い て、
ま だ省エ ネの
ネ タがあ るの
か な？と 思 わ
れ るのも もっ
と もだと 思い
ますが、あるのです。

ＬＥＤ照明にすると、なぜ省エネになるのでしょうか？
それは、光を出す仕組みの違いによります。電球
はフィラメントを高温にして光を出し、蛍光ランプ
は放電で光ります。しかし、LEDは尐ない電力で光
る半導体（本紙2017年度Vol.2で紹介）なので、効率
の良い照明ができるのです。現在のLEDは、使われ
るエネルギーの約30％が光になりますが、光半導体
の進歩により、将来的にも更なる向上が見込まれて
いるのです。実際にLEDランプやLED照明器具をお
使いになる時に使える計算式をご紹介いたしますの
で、カタログや店頭で見た数値を入れて、どのくら
い省エネになるかを計算してみてください。
【計算例】60ワット電球相当のLED電球（7.8W）と
60W形白熱電球（54W)を比べてお得になる金額
(54－7.8)×0.022×40000－(1800－100×個数）
＝38,956円（白熱電球を1個交換した場合）
（注）40000時間の間には白熱電球は何回か切れて買
い替えが必要です。買い替える数を考慮すると
「お得になる金額」は更に増えます。

同じ明るさを得るのにLED電球は7.8Wですから、消
費電力は白熱電球の約14％で済み、約86%の省エネ
になります。蛍光ランプと比べると、その差は尐な
いですが、LEDの性能向上と共に、光の拡散方法、
配置などを工夫し、同じ位の明るさが出て、省エネ
効果も充分得られるようになり
ました。天井につけるシーリン
グライトも同じです。効率の良
い照明器具やランプを使うと、
電力の減尐と併せて熱の出方が
尐ないので、エアコンの効きも
良くなり、その消費電力も減る
でしょう。
賢く選択して、尐ない電力で
快適な生活をしてみては、いか
がでしょう。
（LEDあかりコンサルタント小宮章利）

電柱のない八潮団地
大井ふ頭中央海浜公園（品川区八潮 4丁目）が
2020オリンピックのホッケー会場になります。
それに向けて会場周辺道路では無電柱化などの環境
整備が行われるそうです。
ところが、
隣接する八
潮団地は、
なんと30年
前から電柱
がありませ
ん。
勝島橋から
八潮団地へ
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←八潮団地か
ら京浜運河緑
道公園へ
道から目線を
上へあげると
→
道を撮っても、色づいた樹々にカメラを向けても
電線を気にする必要がありません。
よく観察すると、なるほど大井競馬場近くと勝島橋
を渡って競技場予定地までの間には電柱がありまし
た。しかし、それもオリンピックを機会になくなる
ということのようです。
（環境記者 小滝静子)

環境記者レポート
最近街中でスタンド型灰皿を見かけますか
最近街角では、スタンド型灰皿を見かけるこ
とが尐なくなっています。
厚生労働省の「最新たばこ情報」によると、成
人の喫煙率は男性で平均28.2%ですが、これは
昭和41年の83.7%と比較すると50年間で55ポイ
ント減尐したことになります。一方女性では平
均9.0%で、ピーク時（昭和41年）より漸減して
いるものの、ほぼ横ばいとのことです。
歩きたばこ禁止区域が増えたこともあり、街中
の灰皿が不要になっていることも事実です。
平塚二丁目町会花と緑の部では、灰皿４基を
植木鉢として活用し、道を通る老若男女に大変
喜ばれておりますので
紹介をさせていただき
ます。
今回は、常緑低木のエ
リカとガーデンシクラ
メンとビオラの３種類
の寄せ植えで仕立て
（環境記者 志賀 勝)
ました。

「花交差点の仲間たち」花壇の植替え
日時：平成29年11月12日(日)9～10時
場所：南大井2丁目大森海岸駅前のマンション
7棟前の歩道花壇
北風が強く9時頃の気温は12℃で、体感はもっ
と寒く感じる植栽日となりました。今回は「花
交差点の仲間たち」88名に加え鈴ヶ森中学校の
生徒30名が参加、生徒たちは7棟のマンションに
分かれて一緒に植替えを行いました。若い男子
女子の参加に周りの大人たちはウキウキ、心な
しか弾んでいたように感じました。一週間前に
行った地拵え(じごしらえ）や事前準備、生徒た
ちの手伝いもあり、いつもより早い時間で終え
ることができました。

今回の花苗
①パンジー
④デージー

②マーガレット
⑤ノースボール

③シクラメン
⑥ビオラ

①生徒の代表数人の感想
・お花の植え方や水やりなどを教わった。
奥が深いなあ～と感じた。
・今回植えた花た
ちはまだ小さいけ
れど、どのように
育つか楽しみ。

区民農園「マイガーデン南大井」での８カ月
立会川駅近くにある区民農園「マイガーデン南大井」を
4月から借りて8か月が過ぎました。この間いろんな野菜を
育て、収穫することが出来ました。
最初の説明会では、指導員から「とにかく混植、すき間な
く植え、収穫した後にも間髪おかず、次から次へと野菜の
タネや苗を植えましょう」と助言がありました。
区民農園では化学肥料を使用せず、有機肥料が中心で
す。さっそく畑にぼかし肥料などを入れて耕し、3つの畝
を作りました。1つ目の畝には、パクチーや
ホーリーバジル、枝豆、サニーレタスなど
の葉野菜を、2つ目の畝には、ジャガイモ、
トマト、キュウリなど、それにちょっと珍
しいアスパラやパパイヤなどを植えました。
3つ目の畝には、キャベツや白菜、人参、大
根などのほか、小玉メロン、小玉スイカな
ども挑戦しました。
しばらくして畑のまわりの桜も満開にな
り、パクチーや大根、人参などがいっせい
に芽を出し始めました。ゴールデンウィー
クごろになると、トマトやキュウリなどが
花をつけ、どこの畑も青々と元気よく育っ
ているようです。6月ごろには畑での初めて
の収穫がありました。白菜、サニーレタス
などの葉野菜類で、浅漬けやサラダなどに
して美味しくいただきました。夏に向けて
はトマトやキュウリ、ナスなどの夏野菜が
採れ始め、食卓は夏野菜でいっぱいになります。
9月に入ると夏野菜の収穫も
終わり、畑をもう一度耕しな
おし、秋野菜を植え始めると
ころが目立ってきます。春菊
やチンゲン菜、キャベツ類、
白菜類、大根など、年を越し
ての収穫が楽しみです。
4月からは新しい借り主さんによる、畑仕事が始まりま
す。畑を耕す、種をまく、苗を育てる、花が咲く、実を収
穫する･････。この素晴らしい畑仕事体験の喜びを、大い
に楽しんでもらいたいですね。
（環境記者 伊藤 仁）
②引率の先生の感想
生徒たちから町会の清掃活動をしたいとの自主
提案があり、学校地域コーディネーターから
「花交差点の仲間たち」を紹介され、発足時は
歩道に自転車が溢れていたことを知りました。
継続して活動することで環境が保たれている大
切さや地域の人たちとの交流を学ばせていただ
いています。
※きれいが当たり前ではなく、地域の人たちの
活動で維持されていることを知ってもらう良い
機会になっていると思います。これからも先生方と相談しなが
ら子どもたちの地域参加を応援していきます。
（環境記者 真壁美枝子）
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こんな講座を開催しました（平成29年９～11月）
●リサイクル木材で本棚を作ろう
（小学生／9月9日)
間伐材や廃材再利用法などの
木のはなしの後、リサイクル
木材で本棚を作りました。ア
クリル絵の具、はんだごてな
どを使い、保護者と一緒に楽
しく組み立てました。

できた！

●生きものの形をまねたアイデア商品
～目からうろこの連続（一般／11月5日）
生きものの形や働きをまねて新商
品が開発されていますが、そのア
イデアを具体的に学びました。ハ
スの葉→ヨーグルトのふた、蚊の
針→痛くない注射針、鮫肌→競泳
用水着など、驚きの連続でした。

●気象おもしろ実験と雨量計作り

●しながわ区民公園でミニ里山体験と自然観察

（小学生／9月24日）
雲ができる理由、雨粒の形、空気
の重さなどを学び、雲作り実験、
空気砲体験、ペットボトルで雨量
計作りなど、様々な楽しい気象実
験を行いました。

（小学生／11月12日）
しながわ区民公園で自然観察を行い、
ネイチャーゲームで遊びながら里山や
生きものの大切さを学びました。講師
の興味深いお話に、大人も子どもも時
間を忘れて聞き入りました。

●旧東海道品川宿の今昔と環境散歩

●アロマのある暮らし～
ハンドマッサージと香り袋作り

（一般／10月1日）
品川宿交流館での講義の後、講師の
解説を聞きながら、旧東海道品川宿
の街並みを歩きました。名所旧跡を
周っていきながら、路地裏を通るこ
ともあり、興味深い散策となりまし

た。

●宇宙旅行の疑似体験と星座早見盤作り
（小学生／10月8日)
国立天文台制作ソフト‘mitaka’で
地球を飛び出し「宇宙旅行」に出
発。地球、太陽、金星、火星･････
宇宙をどんどん進んでいきました。
地球と他の惑星との違いを学び、星
座早見盤を作りました。

●大人の工作教室～流木などでエコアート
（一般／10月22日）
エコの視点でアートを鑑賞した後、
流木・剪定枝などを使用してインテ
リア小物を自由に作りました。皆さ
ん使い慣れない工具などなんのそ
の、和気あいあいと楽しい講座にな
りました。

●木の大切さを学び竹笛を作って鳴らそう♪
（小学生／10月28日）
森や木など自然の大切さや、身の回りに
ある自然について学びました。竹笛(カッ
コ ウ 笛）を 作 っ て 音 が 出 た 時 は 感 激 し
て、大人も子どもも本当に楽しそうでし
た。 ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪

（一般／11月19日）
古着を使って香り袋を作り、
ゴミとして捨てる前にどう利
用できるかを学びました。
また、ハーブの種類や効用を
学び、アロマテラピーとして
のハンドマッサージを体験しました。

●お天気のふしぎと雪の結晶作り
（小学生／11月26日）
ペットボトル、つけもの器、
缶コーヒー、マシュマロなど
を使った楽しい気象実験と、
雪の結晶がどのようにしてで
きるかを学び、結晶作りに挑
戦しました。

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
http://shinagawa-eco.jp/mt_kouza/でご覧いただけます。
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