環境掲示板

日時 ６月１７日（木）13:00〜15:45

●植物観察会

場所 三鷹市リサイクル市民工房

主催 野川公園緑の愛護ボランティアの会

対象 特になし

日時 ６月６日（日）13:00〜14:30

定員 ８名（多数の場合は抽選）

７月４日（日）13:00〜14:30

第２５号

２０１０年６月１日発行

三鷹市市制施行 60 周年記念事業

料金 無料

集合 野川公園自然観察センター前
申込 直接会場へ

みたか環境ひろば

申込 往復はがきで６月１０日（木）

参加費 無料

必着でごみ対策課へ

問合せ 0422-31-9033

問合せ ごみ対策課 内線 2535

●第４期 野川流域連絡会 活動報告会

●第６０回井の頭かんさつ会

“明日を語ろう いきいき野川”

主催 井の頭かんさつ会

主催 野川流域連絡会

テーマ「池の生きものたち」
（予定）

日時 ６月１３日（日）13:00〜16:00

日時 ６月２０日（日）10:00〜12:00

場所 おおさわ学園羽沢小学校 体育館

事前に申込みが必要

内容 パネル展示、活動報告と情報交換

参加費 ３００円

参加 上履き持参で 直接会場へ 無料

申込み 大原 kapock@parkcity.ne.jp

その他 当日、
野川を散策しながら羽沢小

HP URL http://www.kansatsukai.net
●みたか環境フエスタ２０１０

学校へ集まる企画もあります。
上流コース・・野川「新前橋」９時半集合

みどりの地球を未来に残そう

下流コース・・京王線「柴崎駅（南口）
」

主催 みたか環境活動推進会議・三鷹市

９時半集合・昼食持参・雨天決行

日時 ６月２６日（土）10:00〜17:00

問合せ 野川流域連絡会 042-330-1845

場所 三鷹市公会堂ホール・公会堂別

●T シヤツからエコ布ぞうり作り

館・市役所中庭など

主催 ごみ対策課

内容 ドリームエコミュージカル・パ

編集後記

ネル展示・講演会・エコカー試乗など
問合せ 環境対策課 内線 2523・2524

今月号で、本誌「みたか環境ひろば」
も第２５号となりました。これまで市民
目線、現場重視の視点から三鷹の環境の
一端をお知らせしてきました。この度、
創刊号から２５号までをカラー版で合
本にして、図書館などに保存していただ
いき、いつでも、誰でも見られるように
したいと計画を進めています。 （安達）
４

発行：みたか環境活動推進会議
（愛称 みんなの環境）
連絡先：三鷹市環境対策課
電話 0422-45-1151 内線 2523・2524

E-mail : kankyo@city.mitaka.tokyo.jp
本誌は、市役所、市政窓口、図書館、コミ
センや市のＨＰから入手できます。

みたか環境フェスタ２０１０
〜 みどりの地球を未来に残そう 〜
6 月 26 日（土）
、みたか環境活動推進

の上映のプログラムが用意され、また構

会議と三鷹市の主催による「みたか環境

内の雑木林でのグリーンアドベンチャ

フェスタ 2010」が、三鷹市公会堂ホール、

ーで自然体験も行われます。飲食･野菜

公会堂別館、市役所中庭を主な舞台にし

の模擬店も開かれます。

て、
午前 10 時から午後 5 時まで開催され

環境活動の発表と交流

ます。このフェスタには市民グループ、

パネル展示を中心に実演･体験を加え

住民協議会、ＪＡ、小学校、国立天文台

て、市民グループ、学校、企業の各団体

などの研究機関および三鷹市に関係する

の環境活動の様子が一堂に紹介されま

家電、自動車、精密機器などの企業をふ

す。身近な日頃の活動を市民同志で互い

くむ 70 を超える団体が参加します。

に知り合うことがこのフェスタのもう

楽しい環境学習

ひとつの目的です。

このフェスタの目的の第一は、子供た

研究機関や企業･事業者と市民の身近

ちも参加して、広く市民が地球温暖化の

な交流も、環境技術の紹介やエコ商品の

問題や身近な自然環境保護の大切さを楽

展示をとおして期待されます。
このフェスタを契機に「循環･共生･

しく学ぶことです。

協働のまち みたか」の実現を目指した

エコ・ミュージカルは昨年につづいて、
3 度目の上演となります。今年は「地球

いと思います。当日、市民の皆様の多数

を救おう みんなの約束」という新作で、

のご参加をお願いいたします。

観客の子供たちが賑やかな雰囲気のなか

問い合わせ先は「三鷹市環境対策課」で

で、地球環境の大切さを学ぶでしょう。

す。

天体や南極についての講演、環境映像

1

（山口）

三鷹市

リサイクル市民工房

羽沢小学校４年生が作った「野川の歌」
「わたしたちの野川」

リサイクル市民工房は、資源を有効に活
用し、ごみを無くし、更に自分で物の手入
れをし、リサイクルすることにより物を大
切にしようと、平成７年１２月に下連雀８
丁目に開設されました。その後平成１１年
８月に現在の深大寺２丁目に移転しまし
た。毎週水・木・土・日曜日の午前１０時
から午後４時迄開館しています。
工房には、大工道具をはじめ色々な工具
やミシンが備えられ、市民が必要に応じて

いろいろな工具で工作ができる

利用できるようになっています。椅子、小
型家具やこわれたおもちゃの修理など、材

作詞 歌・ビデオ部 作曲 尼子 裕貴

（１）

イエス ウィ キャン

野川よありがとう

イエス ウィ キャン

野川よありがとう

自然を残そう みんなの野川

みんなで野川をきれいにしようよ

（３）

ごみを野川にすてないで みんなの野川

野川よありがとう

イエス ウィ キャン

野川よありがとう

イエス ウィ キャン

生き物にえさを あげないでね

野川を守ろう みんなの野川

あげたら川が きたなくなる みんなの野川

（２）

イエス ウィ キャン

野川よありがとう

イエス ウィ キャン

野川よありがとう

野川を守ろう みんなの野川

みんなで野川の自然を守ろう

野川を守ろう みんなの野川

外来植物をぬこうよ そしたら自然が残るよ （この歌は、昨年秋に作詞、作曲されました）

料を持参すれば、そこで修理することが出
来ます。職員の指導やアドバイスを受ける

三鷹のみち：天文台通り

ことも出来ます。
粗大ごみから出た家具などを手入れし

国立天文台正門前の天文台通りは、四

て、毎月１回第２土曜日から第３土曜日に

年前に拡幅整備が終わり、電柱がなく、

申し込みを受け付け、公開抽選で非常に安

緑豊かな遊歩道となった。長さは、天文

く売っています。
また衣類のリフオームや、エコ布ぞうり

粗大ごみからの掘り出しもの

台の裏門付近から南の大沢橋バス停ま
での約７００メートルの道路です。壁面

とルームシューズの各種講習会、第２・第

にはサツキが咲き、ハナミズキとパンジ

４土曜日のおもちゃの病院、春と秋のフリ

ーも目を楽しませてくれます。

ーマーケットなどを開催しています。さら

平成１０年に、地元住民約５６０所帯

に市内各図書館からの廃棄図書を１人３

が、壁面緑化、緑地の植栽、遊歩道の設

冊まで無料で差し上げています。書棚の前

置、電線の地中化などの要望書をまとめ

にはテーブルと椅子がありますので、お子

て、東京都に提出しました。その際「都

さんに読み聞かせをするお母さんもいま

会第１支部が結成され、７５所帯のみな

としてもいい道路をつくるので、地元も

す。

さんが、緑地の除草やごみ清掃などの活

「ふれあいロードプログラム」に乗って

動を月２回行っています。昨年には第２

いただきたい」とのお話しがあったそう

支部（３０所帯）も結成されました。

市民の利用次第では、とても便利な所で
す。多くの方に利用してもらいたいもので
す。

講習会で作るエコ布ぞうりとルームシューズ

電線が地中化されている天文台通り

です。そして、３年前に原町会環境協力

（安達）

（森）
２

３

