
《お願い》－「もっと！青い空」の充実にご協力を！－
　「練馬区民環境行動連絡会」は区民・事業者が策定した「練馬区民環境行動方針」に提案されたプロジェク
トを具体化するため、平成17年４月に結成された組織です。練馬区の支援を受け、環境にやさしい取組や環境に
配慮した生活を進めるために活動しています。
　当会の活動報告と皆さんが身近でできる環境行動について、年２回発行の広報紙「もっと！青い空」で提言し
ています。さらに充実した内容とするため、下記のご協力をお願いします。
　①「巻頭インタビュー」で取り上げて欲しい方　②練馬区内で先駆的な環境活動や実践をされている個人、
企業、団体を、ご紹介または情報をお知らせください。編集会議で検討のうえ、取材に伺います。

連絡先：練馬区石神井町2‒14‒1 消費者団体活動室内・練馬区民環境行動連絡会
電話・FAX：03‒3996‒6351　URL:http://nerima-kankyo.tokyo/

環境教育支援プロジェクト

巻頭インタビュー「この人に聞く！」

有山 美沙子 チームみどりの輪代表
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○編集・発行

　練馬区民環境行動連絡会

　練馬区石神井町２-1４-１

　石神井公園区民交流センター内

　会長　大島　いずみ

　URL:http://nerima-kankyo.tokyo/

○協力

　練馬区環境部環境課

　練馬区豊玉北６-１２-１

　電話　０３-５９８４-４７０２

★「チームみどりの輪」立上げ
　私自身、練馬区に40年以上住んでいながら、区の
シンボルとなる木が「コブシ」であることを７年前
に知りました。しかも、私の通勤途中にある公園に
ひっそりと佇んでいたのです。なんだか、とても申
し訳ない気がしました。そのお詫びという気持ちも
あり、コブシが区内にどの程度あるか、コブシがど
のような木であるかを調べたいと思い、友人や知り
合いに協力を求め「チームみどりの輪」を立ち上げ
ました。
　現在、みどりのまちづくりセンターから「チーム
みどりの輪」の趣旨、目的が認められ、補助や指導
を受けながら活動しています。

★活動内容
　発足当初の「チームみどりの輪」のメンバーは全

員素人で、５名という少ない人数でしたが、現在は
７名になりました。「楽しくやっていく」をモッ
トーに活動を進めています。

①コブシの実態調査
　まず、コブシはどこにどの程度あるのか、実態調
査をすることにしました。
　調査の始まりは光が丘です。初回に577本しか見
つからなかったコブシが、メンバーが情報を頼りに
足で歩きながら調査を進める中で、いろいろな方を
ご紹介いただき、助けもいただきながら、千川通り
の街路樹や個人のお宅など、現在では、1,344本ま
で記録ができました。この調査結果を元に「練馬区
のコブシ分布図」を作成しています。

　練馬区は住みよいまちづくりを進めるた
め、区のシンボルとなる木を区民から公募
し、昭和46年４月、「コブシ」を選定しま
した。「区の木であるコブシの魅力を区民
に伝えたい！」との思いで活動している
「チームみどりの輪」の有山 美沙子さん
にコブシの魅力を伺いました。

有山 美沙子 氏

昭和40年 竹早高校卒業。
生物クラブに所属。植物
に興味を持つ。
昭和40年～平成22年 
シチズン商事勤務。
平成22年 みどりのまち
づくりセンターに団体登
録後活動を開始。現在に
至る。



巻頭インタビュー ●練馬区の木「コブシ」に魅せられて 私たちが取り組むエコ活動

②四季の散歩路
　「四季の散歩路」は会員を中心に、一般の区民の
方も参加できる形で年４回行っています。
　春はコブシの花、夏はコブシの葉、秋はコブシの
実、冬はコブシの芽の観察会としており、コブシの
観察がメインです。また地域の方を講師にお招き
し、コブシの話、みどりの観察、その地域の歴史を
解説していただいています。
　コブシには魅力と効用があります。魅力の一つは
四季折々に違う顔を見せることです。春に咲くコブ
シの白い花は、木蓮によく似ています。しかし、木
蓮ほどの派手さがなく、しかも早春に他の木々に先
立ち、開花します。花や枝は爽やかなレモンのよう
な匂いがします。秋になる実は、袋果（熟すと果皮
が自然に裂けて種子を放出）の集まりとなり、赤く
熟した種子は、白い糸でつり下がります。その赤い
種皮を取り除くと平べったいハート型の黒色の種子
が顔を出します。
　また、コブシには薬用効果もあります。蕾を乾燥
させたものを生薬で辛夷（しんい）と言い、鎮痛剤
として利用されています。私たちもコブシの実や花
を使い、コブシ酒（果実酒）を作っています。コブ
シ独特の匂いがして、頭痛、鼻炎、耳鳴り改善、蓄
膿症などに効き目があるといわれています。

③コブシで小物作り
　コブシの魅力を知っていただきたく、花、枝、実
を活用した小物作りをしています。コブシの花や葉
とそのほかの草花を用いた、しおりや、押し花を挟
んだクリアファイル、コースター、ティーマット作
りをしています。概ね好評ですが、押し花ではコブ
シの花は白色でなく、褐色になってしまい良さが伝
えられずにいます。むしろ葉脈標本に着色した作品
の方が好評です。
　コブシの草木染めも媒染剤の種類を変えると、ピ

ンクや黄色など様々な
色に染めることができま
す。赤い実はミョウバン
で淡いピンクに、銅の媒
染剤は淡いグリーンに染
まり、ハンカチ、スカー
フやマフラーなどが、独
特な仕上がりとなりま
す。その他、枝を利用し

た鳥笛、木の香り
がするマイ箸作り
も行っています。
　参加を希望され
る方は、南田中図
書館、稲荷山図書
館やみどりのまち
づくりセンターな
どにチラシが置いてありますので、ご覧ください。

④コブシの保全活動
　コブシの保全活動として樹木医による健康診断
やロープを使った安全で適切な枝の剪定を勧めて
います。
　調査の原点となった南田中の「榎本家のコブシ」
が枯れてしまったので、子孫を残そうと育てていま
したが、全滅してしまいました。改めて木を育てる
難しさを感じています。

⑤他の団体との交流
　地域の環境団体などとの交流を深めるとともに、
各地で行われているイベントへ積極的に参加してい
ます。
　勤労福祉会館主催のパネル展示会、関町リサイク
ルセンターや春日町リサイクルセンターの環境月間
行事への参加、谷原ビッグバンイベント、谷原フレ
ンドとの押し花作り体験交流、練馬区協働推進課主
催の練馬協働交流センター「練馬つながるフェスタ
2017パネル展」に参加するなど、会の活動PRと他
活動団体との交流を深めました。

★「チームみどりの輪」のこれから
　練馬区の木「コブシ」の魅力・効用・活用を今
まで以上に広めていきます。また練馬区の緑化の
ため、植樹推進と「コブシ」の保全に努めていき
ます。
　チームの活動を充実させながら、他の環境団体と
の交流をさらに深め、お世話になっている方々のお
知恵も借り、チームみどりの輪の活動をひろげてい
きます。
　夢は、コブシのある場所を拠点にして、皆さんと
楽しく小物作りなどをすることで、実現させたいと
思っています。

（文：塚越 泰郎）

箸、箸置き、鳥笛

コブシの花のしおり
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多彩な自然体験ができる「中里郷土の森」

◉「なかざと自然体験」と「おでかけ自然体験」
　「中里郷土の森」は、練馬の貴重な屋敷林と井戸
水を活用してできた緑地で、親子を中心にした自然
体験がたくさんできます。
　緑地内で行うプログラムには、「なかざと自然体
験」や周辺に出かける「おでかけ自然体験」があり
ます。この夏は、下記の内容で開催しました。

　毎週、楽しい行事があり、自然解説員がわかりや
すく説明してくれます。

◉注目の「ホタル観察会」と季節行事・連携行事
　今年はすでに終わってしまいましたが、６月から
７月初旬にかけて行われる「ホタル観察会」は必見
です。暗くなった茂みのあちこちで点滅するヘイケ
ボタルのほのかな光は幻想的で、子どもたちには、
ぜひ見てもらいたい光景です。
　また、「夏の昆虫展」（７月15日～８月31日）な
ど、季節行事にも工夫が凝らされています。
　さらに、向かいの農地で飼育している江古田ミツ
バチプロジェクトと連携したミツバチ見学会と講
座、ハチミツ試食など、連携講座にも魅力があふれ
ています。

（文：谷口 紀昭）

伊東さんのストップ！地球温暖化対策

　伊東さんは東大泉３丁目
に住んで53年。現在家族４
人で暮らしています。定年
を機に「21世紀は環境の時
代」と一念発起、平成11年
に開設された法政大学人間
環境学部へ、１期生として
入学しました。
　４年間市ヶ谷キャンパスに通学し、現在に至るま
での約18年間、毎月、電気・ガス・水の使用量を記
録しています。

◉エネルギーは「見える化」が必要！
　電気の検針票には、当月、前月の使用量と料金、
昨年同月の使用量が記載されています。
　平成29年６月分の使用量と料金は、207kwh・ 
5,582円でした。
　18年前と比較してみると、使用量が89kwh減り、
料金も1,922円安くなっています。
　これはエネルギーを記録し続けることから見えて
きた有効な削減方法を行動に移したためです。

◉伊東さんの対策！
　伊東さんが行った対策の一部です。
１　照明は随時LEDに交換。
２　 テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などは適宜

省エネ家電へ買い替え。
３　 待機電力を考える（夏・冬にしか使わないエア

コンなどは、コンセントからプラグを抜く・ス
イッチ付きの節電タップを利用）。

　これらの対策で50㌂から40㌂に基本料金を変更、
273円／月の節約となりました。

◉伊東さんの思い！
　練馬区の人口は約72.7万人。CO2の排出量の多く
を民生家庭部門が占めています。地球温暖化対策は
喫緊の課題ですし、身近にできることから始められ
ます。また、太陽光などの再生可能エネルギーの普
及拡大や次世代のエネルギーである水素社会の実現
が進むことを願っています！ 次世代の子どもたち
のためにも…。

（文：大島 いずみ）

中里郷土の森緑地

伊東 一夫さん

【問い合わせ先】練馬区立中里郷土の森緑地
電話：3922-3021　Mail:nakazato@ces-net.jp

◆「なかざと自然体験」（日曜日・緑地内）
８月６日 11時：カブトムシについて知ろう（約60分）
８月13日 11時：セミはかせになろう（約30分）
８月20日 11時：川の中の小さな生き物（約30分）
８月27日 11時：「やしきりん」で遊ぼう！（約30分）
◆「おでかけ自然体験」（土曜日・周辺）
７月15日 11時：稲荷山虫とりツアー（約60分）
８月19日 11時：白子川大調査（約60分、事前応募）



《お願い》－「もっと！青い空」の充実にご協力を！－
　「練馬区民環境行動連絡会」は区民・事業者が策定した「練馬区民環境行動方針」に提案されたプロジェク
トを具体化するため、平成17年４月に結成された組織です。練馬区の支援を受け、環境にやさしい取組や環境に
配慮した生活を進めるために活動しています。
　当会の活動報告と皆さんが身近でできる環境行動について、年２回発行の広報紙「もっと！青い空」で提言し
ています。さらに充実した内容とするため、下記のご協力をお願いします。
　①「巻頭インタビュー」で取り上げて欲しい方　②練馬区内で先駆的な環境活動や実践をされている個人、
企業、団体を、ご紹介または情報をお知らせください。編集会議で検討のうえ、取材に伺います。

連絡先：練馬区石神井町2‒14‒1 消費者団体活動室内・練馬区民環境行動連絡会
電話・FAX：03‒3996‒6351　URL:http://nerima-kankyo.tokyo/

環境教育支援プロジェクト

巻頭インタビュー「この人に聞く！」

有山 美沙子 チームみどりの輪代表

練馬区の木「コブシ」に
魅せられて

練馬区の木「コブシ」に
魅せられて

ありやま み さ こ

第 25 号
= 通刊第 30 号

平成２９（２０１７）年 ９ 月

○編集・発行

　練馬区民環境行動連絡会

　練馬区石神井町２-1４-１

　石神井公園区民交流センター内

　会長　大島　いずみ

　URL:http://nerima-kankyo.tokyo/

○協力

　練馬区環境部環境課

　練馬区豊玉北６-１２-１

　電話　０３-５９８４-４７０２

　７月22日（土）、武蔵大学で12回目となる「若者
と市民の環境会議」が開催されました。

◇身近な環境行動の充実と進化
　本年の発表には、二つの特徴がありました。一つ
は、身近な環境活動の充実と進化です。
　早稲田大学高等学院と一橋大学は地域と連携した
清掃活動を、若者らしく行っています。また、練馬
区は食品ロスの削減、練馬区立リサイクルセンター
ではリサイクル事業の充実を目指しています。

◇世界の環境動向と日本の対応
　二つ目の特徴は、アメリカの「パリ協定」離脱宣
言への対応です。
　地域政策デザインオフィスは、世界の再生可能エ
ネルギー導入に関する動向などを特別発表、株式会
社リコーは、事業に必要な電力を100％再生可能エ
ネルギーで賄う国際的企業集団に日本で初加盟する
ことを発表しました。
　東京都は、小池知事のメッセージとともに「世界
に開かれた環境先進都市にする」と宣言。環境省も
「ぶれずに地球温暖化対策を推進する」と力強い言
葉でした。
　アンケートでも
好 評 価 を い た だ
き、合計117人が
参加。来年はさら
に参加者を増やし
たいと思います。
（文：谷口 紀昭）

第12回「若者と市民の環境会議」報告
環境教育支援プロジェクト

　世界に目を向ければ、自然エネルギーの普及が進
み、自然エネルギー100%で運営することを目標に
している企業や自治体が増えています。
　日本においても、実現することは可能でしょう
か。東京都環境局長として地球温暖化防止策をいく
つも具現化させてきた大野
輝之氏をお招きし、世界の
事例を参考に、日本におけ
る自然エネルギー政策の道
しるべについてお話しいた
だきます。皆様のお越しを
お待ちしております。

50周年記念ホールでの発表

《　区民環境行動講演会のお知らせ　》
講演名

『自然エネルギーって高い？不安定？
	 ～世界の状況・日本の現在～』

講 師： 大野 輝之 氏
	 （公益財団法人自然エネルギー財団常務理事・元東京都環境局長）
日 時： 平成29年10月１日（日）
 午後２時～４時
場 所： 練馬区役所地下多目的会議室
定 員： 100名（先着順）
主 催： 練馬区民環境行動連絡会
 練馬区環境課

申込方法
ハガキ、FAX、または電子メールで、
①講演名　②住所　③氏名（ふりがな）
④電話番号を明記のうえ、平成29年９月27日

（必着）までにお申し込みください。
申込先

〒176−8501　練馬区豊玉北６丁目12番１号
練馬区役所本庁舎18階環境課環境計画推進係
電　話：5984−4702　ＦＡＸ：5984−1227
メール：kankyou02@city.nerima.tokyo.jp


