
より良い環境をみんなで…

プラスチック製の袋や容器は安 くて使い

易いため増え続け、今や日本人の使い捨て

プラスチック容器包装ごみの量は 1年に 1

人当た り32kg、 米国に次いで世界第 2位

だそうです (UNEP報告書2014)。 最近の

海の環境汚染の報道を見聞きすると、いく

ら便利でも使い過ぎで次世代への深刻な影

響があるのではと気になります。

プラスチックごみ対策として、国がよう

やくレジ袋の無料配布を禁止することにな

りました。大手スーパーの一部ではすでに

始まっている取組ですが、コンビニやデパ

ー ト、一般商店ではまだ無料が当たり前、

急に有料と言われても何だか値上げされた

ようで戸惑う人も多いかと思います。でも、

袋や箱は無料サービスといっても元々商品

の値段に上乗せされているものです。袋の
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値段が見えることで本当に必要かどうか意

識するきっかけになります。

レジ袋はプラスチックごみの約 2%に過

ぎませんが、他の使い捨て容器包装材の削

減に取 り組む第一歩です。世界中でプラス

チックごみ量の増加や海洋汚染が深刻にな

る中、今まで市民団体や自治体からのレジ

袋の辞退のお誘いだけでは一部の人たちに

しか広がらなかった取組が、国が取 り組む

ことで一歩も二歩も前進することを期待し

ています。環境に関心の高い市民や企業だ

けではなく皆で取 り組めるルール作 りがと

ても大切なのです。

どうぞ、オリンピックや国際会議で日本

を訪れる外国の方たちへの好印象作 りや口

約束で終わらないよう、日本も本気で取 り

組んでいることをぜひ示してくださいね。



・……・〈えこひろば〉は皆さんといっしょに………

えこひろばは、主に世田谷区内で様々なエコ 0イベントを開催しています。

その中から、地域団体と協力して行う5つの実施例を紹介します。

蘇撃冥冥鶏ャ_
三軒茶屋の三和会商店街振興組合との協力で、シ

ルバー人材センターの会員、一般市民の方々も参加し

て、原則として毎月最後の日曜の午前10時半から約 1

時間、キャロットタワー周辺のごみ拾いをしています3夏

休みにはボ

ラアンティ

ア体験とし

て学生さん

や親子での

参加もみら

れます。

世田谷公園の小プールでヤゴ救い

2019年 5月 12日 (日 )に 、せたがや環境フェスタの

一環として、夏前に掃除のために水を抜くノ」ヽプールで

のヤゴ救いを行いました。当日は天気に恵まれ50名 以

上の親子が参加、ヤゴの育て方の説明を聞いた後、自

然に育ったヤゴやオタマジャクシ、金魚の稚魚等を網

ですくって持ち帰 |り ました。

(種 のブローチ、カタカタ車)を行いました。初めての試みで

したが、それぞれ20数名の児童が参加してものづくりを楽し

みました。

店街女性部、えこひろば共催の種と苗の交換会が開

かれました。年 1回 の開催ですが、今年で16回 目。大き

なケヤキと松

の木 陰で、

地域の方々

から無料 で

提供 された

様々な苗を、

ほしい人が

笑顔で持ち

り尋りました。

エコたわし作り

2019年 2月 6日 に上北沢まちづく

リセンターで、上Jヒ沢ごみ減量・リサイク

ル推進委員会の依頼で、アクリル毛糸を使

って洗剤が少なくて済むエコたわし作りの講習会を行

いました。22名の方が参加し、男性も1名 参加されて、

かぎ針でかわいいイチゴ型のたわしを作成。前年6月 7

日には等々力まちづくリセンターでも実施しました。



▲

』9_口_Pに含_牟重 寺彎鱚 長撃冒軋 F¬      ,
環境に優しい<ら しを考えます・

三二_二].]F‐ ‐                                   ===●

帯で手堤げ作 l, ネクタイでポシェット作り
2019年 3月 26日 にリサイクル千歳台で、不

要になった帯を使って手提げ作りの講習会を行

いました。最近は着物を着なくなり、帯がタン

スに眠ったままの方が多いようで、帯を使 うと

いうことでたくさんの応募があり4月 2日 にもう

1回追加 し2回行いましたが、お断りした方も多

く秋に又実施予定です。

各回12名 の方が参加されそれぞれ素敵な手提

げが完成 しました。

男性がリタイアされると、大量のネクタイが

不要になるようです。なんとかネクタイを有効

利用できないかと、今までに帽子やネックレス、

コサージュ等の講習会 を開きましたが、今回は

ポシェッ トを作ってみました。昨年もリサイク

ル千歳台で6月 に講習会 を実施、今年も6月 26

日に予定 していますが、多 くの応募をいただき

7月 にも実施 します。

呈3鉾  翌醤雁笙繁秀案董
=活

用を
最近、酷暑や豪雨などの異常気象が進行していますが、海からの水蒸気蒸発を激化する地球温暖化もその

一因と言われています。地球温暖化対策のため、C02排出の少ない再生可能エネルギー活用が大切です。

区は「自然の恵みを活かして小さなエネルギーで豊かに暮らすまち世田谷」を目指して取り組んでいます。

区役所本庁舎の電力を100%再生可能エネルギーに
2019年 4月 から区役所本庁合の電力を100%再生可能エネルギーで供給し始

めました,導入電力容量は年間約220万 kWhで、年間のC02削減量は約1,000t―

C02。 植物が吸1叉 するC02の量に換算するとブナの木約90,700本 に相当します。

み う ら太 陽光 発 電 所 の収 益 を活用 した

「省エネポイントアクション」を実施
区は、神奈川県三浦市の区有地で「世田谷区みうら太陽光発電所」を開設

しましたc現在、年間約50万kWhの電力を発電、C02の排出削減は年間約25万

kg― C02と なっています。この売電収益で「省エネポイントアクション」の参

加者に 1ポ イント1円相当の区内共通商品券を提供 します。 2か月と3か月

の 2コ ースがあ り、電気やガスの使用量削減をおこなってもらいます。参加

登録などの問い合わせは区の環境計画課 (電 :03-5432-2214、 FAX:03
-5432-3062)で 、登録は 6月 1日 (土 )か ら10月 31日 (木 )ま で。 区役所本庁舎 C世田谷区
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いよいよレジ袋も有料になるのね～

今までもレジ袋|よ有料だよ

¥1000     ¥998+¥2
元々 商品のイ直段に上乗せさネてろt― tit― h｀らわ

袋が無料なわけないだろ

う■‐1■ ビゞ

有料化でレジ袋使用が減つて

環境に優しくなればいいか

レジ袋はプラスチックゴミの

約 2%だけどね―

必月ユじゃ?

この機会に、みんながエコに

関心を持つてくれるといいね |

●● ◎定イラJ行 事予定◎
姜おもちゃの修12(無 料 )

かきの修理 (1本 300～ 500円 )、

つ丁とざ(300円 )

毎月第 4± o君

薔イ寸100寺 半～130寺

ぐるん雌 催 ||サイ勿L千歳台

姜布ぞ'う り講習合 (参力o言700円 )

布の無い方はお申し込み下さい
(+300円 )

|けイ勿呼歳台(第 4木曜 )

と三軒茶屋。区;肖 言生活
センター;舌奎力官

姜リサイク′L手 言講習合
ネクタイで中8子作りなど
(参 力o音500円 ～800円 )

不定期
リサイク′L千歳 台

姜裂き組り講習合
(参力o言 1500円 )

毎月第4金曜
リサイク′L千歳台

■0言講座。グリーンカフェ
{参 力o言 500～ 1000円 )

毎月第 2氷曜
リサイク′L千 歳 8・
エコプラザ用賀

姜衣類のリユース合
(参力o言 :衣類の持ぢ込みは無料、

持ぢ帰り100円 ～)

偶数月の第20曜
(8月 はおやすみ )

リサイク′L千歳 台

姜えこひろ1ざ inキ ャoッ ト
傘の修,9:1本 300～ 500円、
布ぞうり作り :700円 (布持参の方)

衣類のリユース合{2019年 7月 21019月 予定)

:持帰り100円～

毎月100曜又は祝0
曇イ寸130寺 ～150寺

三1干茶屋。キヤ0ッ ト9ワー3階

市民;舌 |力 支援⊃―十一

φし込み 。
P。3い 合せは塚元まで

●    ◎その他の行事予定◎    ●

【第42回せたがやふるさと区民まつり】
8月 3日 (土 )、 4日 (日 )11時～19時 区役所周辺 。若林公園ほか

おもちゃの修理、エコエ作、エコクイズ等で出店

【2R NOWin世田谷19月 28日 (土)13時～15時半
二子玉川夢キャパス (二子玉川ライズ8階 )

甲耐ξ裏菫婁措『i:』ぴ聟轟碁常|二副レィズ8日

ShecDers″ ()ICNACKCDTWIN

このまんがのキャラクターがホームベージに!

下記のアドレスに遊びに来てね!

http://www.knacktwin.com

●えこひろばのホームページはこちら‖

http://home.e00.itscominet/eco,9合 ニロ。日9

“できることから少しずつ"何かやつてみたい人、会員になつて興味のある分野で楽しく仲間を作り活動して

みませんか? また、会の活動を応援したい皆さん、ぜひサポー ト会員として活動を支えて下さい。

えこひろばの基本的な活動は会員の皆さんからの会費で成り立っています。

年会費 一口 1000円   ◎正会員…2日以上  ◎サポー ト会員… 1日以上

振込口座 郵貯銀行00100-6-608077「えこひろば」、三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店 (普)1135475

入会申し込み・問い合わせは「れ3U3‖
=事

務所」
〒154…0024 世田谷区三軒茶屋1… 32… 2 e… mai::ecohiroba@b05.itscom.net

代表 阿都 喘子
Te1 080… 5025…2281  Fax 03¨ 3421… 1947

e¨ ma‖  harabe@e03.itscom.net

事務局 4え 多兵子
丁e1090… 6315¨ 7432  Fax 045¨ 402… 8272

e¨ ma‖  ecotsuka511@gma‖ .co m

えこひろばでは発足当時からエコバッグで買い物 して、レジ袋を断ろうと活動 してきました。やっと2020年 4月 か

らレジ袋有料化の方向で動き出しました。有料といってもなくなるわけではないので、私たち消費者の意識改革でレ

ジ袋を減 らし、プラごみ削減をめざしたいですね。

本紙(モノクロ版)はFSC森林認証紙を使用しています。


