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《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、環境にやさしい取り組みや環境に配
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回発行の機関紙「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、
団体のご紹介、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

　平成26年１月と昨年のちょうど今ごろ、井の頭恩
賜公園でかいぼりが行われました。このとき新聞や
テレビで「かいぼり」という言葉を初めて聞いた、
という方は多いのではないでしょうか。さらに、池
から自転車200台出現、大量のヘドロ堆積、外来魚
駆除などの見出しによって、多くの皆さんはかいぼ
りの目的や効果を何となくイメージされたと思いま
す。今回の講演では、そんな皆さんの「何となく」
をもっと深めてもらいたい、そして身近な池や水辺
の再生を考えるきっかけにしてもらいたいもので
す。「かいぼり（掻い掘り）」とは温故知新、そし
て、老若男女がハマる楽しいイベントなのです。何
が古くて、新しくて、楽しいのか？そんな疑問にお
答えしながら、かいぼりでよみがえった池とそこに
関わる人々の劇的環境再生をご紹介します。
　皆様のお越しをお待ちしております！

片岡 友美氏 プロフィール
　1972年、東京都世田谷
区生まれ。筑波大学大学
院修士課程修了。北海道
大学農学研究科博士課程
単位取得退学。専門は動
物生態学。大学非常勤講
師や研究機関嘱託職員を
経て、2006年NPO法人生態工房に入社。2009年か
ら同法人の理事および事務局次長に就任。現在は環
境省、自治体、市民と水生外来生物対策に取り組む
ほか、公有・私有地の池等でかいぼりによる自然再
生事業に携わっている。

講 師：  片岡 友美氏
 　認定NPO法人　生態工房　理事
日 時：  平成29年２月11日（土）
 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講演会名、②住所、③氏名（ふりがな）、
④電話番号を明記のうえ、２月８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

講演名『かいぼりで劇的環境再生』
～よみがえれ、私たちの池！～

平成28年１月 井の頭池のかいぼりの様子

区民環境行動講演会のお知らせ

☆地域清掃は宝探しの楽しさ

　早稲田大学高等学院が行う地域清掃では、中学部
と高等学部の両方に自主的な参加を呼びかけ、上石
神井１～４丁目を回り、ごみを拾います。高等学院
生は、ほとんどが練馬区以外から電車で通ってい
て、街のことを知りません。しかし、周囲を歩いて
街を知ることができますし、また道行く人々にも
「お疲れさま」と声をかけていただくので、地域の
方と触れあうよい機会になっています。
　地域清掃には、大体20～40名ほどの協力者が集ま
ります。その中には、練馬区の職員、地域の団体や
区民環境行動連絡会の方々も参加しています。最近
はずいぶんごみが減ってきました。
　参加すると、宝探しをしているような楽しさと、
何とも言い難い「謎の達成感」があります。

☆省エネ施設見学会

　早稲田大学高等学院は、2013年に校舎を一部改修
した際、災害対策も兼ねて自然エネルギー利用設備
を設置しました。太陽光パネルは、１日で、140教
室を１時間照らせるだけの発電ができますし、太陽
熱利用の温水器や集熱器は、体育館のシャワーや空
調の温度調節に使われています。
　毎年、中学部の新入生向けに、環境プロジェクト
のメンバーが見学ツアーを行っています。
　「屋上に上がるのは楽しい」という動機が入口で
すが、自然エネルギーのことを知ってもらうよい機
会を創っていると思います。

（左から）
土屋  大輔さん（３年生、環境プロジェクト前代表）
大野  拓実さん（２年生、環境プロジェクト代表）
今村  友耀さん（３年生、環境プロジェクト高環連前代表）

　上石神井地区では年に３回ほど、早稲田大

学高等学院の中・高校生が、地域の方々と周

辺の清掃を行っています。それを取り仕切っ

ているのが、早稲田大学高等学院環境プロ

ジェクト。若くて頼もしい生徒たちに、その

活動内容と思いを伺いました。

巻頭インタビュー「この人に聞く！」

早稲田大学高等学院環境プロジェクト

上石神井の地域清掃で
「謎の達成感」
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巻頭インタビュー ●上石神井の地域清掃で「謎の達成感」 私たちが取り組むエコ活動

☆学校で実践できることをコツコツと

 食堂で販売している弁当は、リサイクル可能な容
器に入っているのですが、捨ててしまう人が多く、
以前は回収率が10%以下でした。そこで校内にポス
ターを貼って呼びかけたところ、45%まで回収率が
あがりました。
 教室移動の際の消灯を呼び掛ける「明かりを消そ
うプロジェクト」なども行っています。文化祭では、
エコボールペンやエコバッグを配布し、ホットフー
ドの販売用容器は紙素材ではなく、土に還すことの
できる非木質素材にしています。
 身近にできることを多くの人に実行してもらえる
よう、今後も工夫を重ねていきます。

☆外部の方々との協働

　これまでに、富士山や高尾山に登り、人の数、落
ちているごみ、水質、生態系などを調査しました。
今年は、石神井公園を調査し、その結果をパンフ
レットにまとめたいと考えています。
　活動は学院内だけでなく、高校生同士で活動紹介
や情報交換を行うための「高校生環境フォーラム」
という場を年１回設けています。
　その他、地域の団体との関わりとして、練馬区民
環境行動連絡会の環境教育プロジェクトの「若者と
市民の環境会議」へ参加し、活動内容の発表を行っ
ています。
　また、練馬グリーンエネルギーと協力して、地域

の小学生とその親を対
象に、親子ソーラーカー
工作教室を手伝う「工
作のお兄さん」もして
います。
　作品の完成後、ちゃ
んと走るかどうか試す
ときはドキドキします
が、地域の方々に喜ん
でいただけるのは、う
れしい経験です。

☆出前教室やフィールドワークの充実

　最近取り組んでいることは、使い捨てコンタクト
レンズの回収です。このごみがトイレのごみ箱に散
乱しているので、どう効果的に回収するか、また回
収したケースをどうするかが課題です。

　人工芝と土のグラウンドの気温の上がり方などを
調査するフィールドワークも進めていきたいです。
小学校への出前教室をやってみたいという声もあが
っています。

●顧問の本杉先生に聞く
「高校生の行動力を活かすべき」
　環境プロジェク
トが発足したのは、
2000年４月のこと。
早稲田商店街での
先進的な空き缶回
収活動に刺激を受
け、学校で節水や
ごみの分別を進め
る小さな行動から
始まりました。
　若い行動力が大
いに発揮されたの
は、発泡スチロー
ルのリサイクルでした。毎年開催される学院祭で、
食べ物を載せる発泡スチロール皿のごみをどうにか
できないかと考えた生徒が、発泡スチロールを溶か
して元の原料に戻す機械があることをかぎつけたの
です。結果、NTTの関連会社が機械を開発したこ
とがわかったので、その会社とかけあい、学園祭で
機械を展示してもらう話をつけ、運搬も説明員の派
遣も、会社の協力をとりつけました。発泡スチロー
ルの皿を生徒が洗い、みんながその機械に入れて原
料にもどす体験型のリサイクル展示を見事にやって
のけたのです。
 高校生は、頭も切れ、行動力もあり、気持ちが盛
り上がると、多少きついこともやってのけてしまい
ます。周囲も、若者にはおおいに協力してください
ます。受験勉強で忙しい人も多いですが、社会とか
かわる機会は、ぜひ増やしていきたいものです。

（文：野平　葉子）

＊みみずくらぶ
　「自然観察を通して、命の尊さと自然環境の大
切さを一緒に考えていく」ことを目的に、平成12
年４月、ねりまエコ・アドバイザー、光が丘自然
観察グループを中心に環境に関心のある個人13人
が集まって環境学習グループ「みみずくらぶ」を
設立しました。
　みみずくらぶの活動は、教育委員会の委託講座
「ねりま遊遊スクール」、主に知的障害のある児
童・生徒と保護者を対象とした「すまいるねりま遊
遊スクール」、その他、児童館や学校の授業協力、
高齢者サークルの自然観察会などで、平成28年度も
すでに６回開催しました。

＊みんなで思いを分かち合う

　こうした活動の中で、「今まで知らなかったこと
を知ることができた」、「気づかなかった花や木に
目が行くようになった」との感想や、虫を愛おしそ
うに見てくれる姿、わからない草の名前を一緒に考
え、後から調べて報告してくれるなど、参加者の思
いに心が動かされます。
　動植物の生き方には学ぶことも多く、そこから
いろいろな問題が見えてきたり、考えさせられた
りします。そして、参加したみんなで思いを分か
ち合えることが私たちの楽しみであり、続ける元
気の源です。
　子どもたちには、練馬区は自然がたくさんあり、
季節によっていろいろな楽しさがあることや図鑑よ
り虫たちは本物のほうがずっとかわいいことを伝え
ています。
　虫や花や木に触れて、生きるためにがんばってい
る姿を応援してほしい！そして一緒に遊ぼう♥ 

（文：松本　喜代子）

○虫や花が生きるためにがんばっている
　姿を応援してね！そして一緒に遊ぼう♥
 みみずくらぶ

＊災害時のエネルギー確保

　いま、エネルギーにおける課題は、「災害時のエ
ネルギーの確保」と「温暖化防止・省エネルギー」
の両者を実現することです。
　災害時のエネルギー確保には「自立分散型エネル
ギー」の普及・拡大が不可欠で、太陽光発電や太陽
熱利用などの再生可能エネルギー設備、燃料電池や
蓄電池などの分散型電源設備の整備が必要です。区
は、平成28年３月末時点で、避難場所となる小中学
校など、区立施設18か所に太陽光発電を設置してい
ます。また、家庭用燃料電池（エネファーム）も、
平成27年度末時点で2,588台と普及してきています。
区は、こうした分散型エネルギーシステムの導入支
援を進めていますので、ぜひご利用ください。

＊究極のエコカー、燃料電池車を２台導入

　区は燃料電池自動車を２台導入しました。燃料電
池自動車は、水素と空気中の酸素の化学反応によっ
てつくられる電力で走行し、排気ガスを全く出さな
い究極のエコカーです。水素の充填時間は約３分、
一回の充填による走行距離も約700㎞とガソリン車
と同等の性能です。
　また燃料電池自動車は、災害時、緊急電源として
利用することが可能です。区は、大規模災害などに
備え、「災害時協力登録車」という制度の創設をめざ
しています。これは、区民の皆さんがお持ちの燃料
電池自動車や電気自動車を「災害時協力登録車」と
して登録し、災害発生時に避難拠点に参集し、緊急
電源として電力を供給していただく制度です。
　もし、燃料電池自動車や電気自動車をお持ちであ
れば、本制度への登録を検討していただければと思
います。 （文：谷口　紀昭）

○自立分散型エネルギー社会実現に向けて
 練馬区の取組

本杉　秀穂先生
（同学院教諭・環境プロジェクト顧問）

燃料電池自動車ホンダ「クラリティ」

　次回の地域清掃は２月、その次は５～６月
を予定しています。facebookやtwitterで呼び
かけていて、誰でも参加できます。
　ぜひご参加ください。
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え、後から調べて報告してくれるなど、参加者の思
いに心が動かされます。
　動植物の生き方には学ぶことも多く、そこから
いろいろな問題が見えてきたり、考えさせられた
りします。そして、参加したみんなで思いを分か
ち合えることが私たちの楽しみであり、続ける元
気の源です。
　子どもたちには、練馬区は自然がたくさんあり、
季節によっていろいろな楽しさがあることや図鑑よ
り虫たちは本物のほうがずっとかわいいことを伝え
ています。
　虫や花や木に触れて、生きるためにがんばってい
る姿を応援してほしい！そして一緒に遊ぼう♥ 

（文：松本　喜代子）

○虫や花が生きるためにがんばっている
　姿を応援してね！そして一緒に遊ぼう♥
 みみずくらぶ

＊災害時のエネルギー確保

　いま、エネルギーにおける課題は、「災害時のエ
ネルギーの確保」と「温暖化防止・省エネルギー」
の両者を実現することです。
　災害時のエネルギー確保には「自立分散型エネル
ギー」の普及・拡大が不可欠で、太陽光発電や太陽
熱利用などの再生可能エネルギー設備、燃料電池や
蓄電池などの分散型電源設備の整備が必要です。区
は、平成28年３月末時点で、避難場所となる小中学
校など、区立施設18か所に太陽光発電を設置してい
ます。また、家庭用燃料電池（エネファーム）も、
平成27年度末時点で2,588台と普及してきています。
区は、こうした分散型エネルギーシステムの導入支
援を進めていますので、ぜひご利用ください。

＊究極のエコカー、燃料電池車を２台導入

　区は燃料電池自動車を２台導入しました。燃料電
池自動車は、水素と空気中の酸素の化学反応によっ
てつくられる電力で走行し、排気ガスを全く出さな
い究極のエコカーです。水素の充填時間は約３分、
一回の充填による走行距離も約700㎞とガソリン車
と同等の性能です。
　また燃料電池自動車は、災害時、緊急電源として
利用することが可能です。区は、大規模災害などに
備え、「災害時協力登録車」という制度の創設をめざ
しています。これは、区民の皆さんがお持ちの燃料
電池自動車や電気自動車を「災害時協力登録車」と
して登録し、災害発生時に避難拠点に参集し、緊急
電源として電力を供給していただく制度です。
　もし、燃料電池自動車や電気自動車をお持ちであ
れば、本制度への登録を検討していただければと思
います。 （文：谷口　紀昭）

○自立分散型エネルギー社会実現に向けて
 練馬区の取組

本杉　秀穂先生
（同学院教諭・環境プロジェクト顧問）

燃料電池自動車ホンダ「クラリティ」

　次回の地域清掃は２月、その次は５～６月
を予定しています。facebookやtwitterで呼び
かけていて、誰でも参加できます。
　ぜひご参加ください。
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《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、環境にやさしい取り組みや環境に配
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回発行の機関紙「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、
団体のご紹介、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

　平成26年１月と昨年のちょうど今ごろ、井の頭恩
賜公園でかいぼりが行われました。このとき新聞や
テレビで「かいぼり」という言葉を初めて聞いた、
という方は多いのではないでしょうか。さらに、池
から自転車200台出現、大量のヘドロ堆積、外来魚
駆除などの見出しによって、多くの皆さんはかいぼ
りの目的や効果を何となくイメージされたと思いま
す。今回の講演では、そんな皆さんの「何となく」
をもっと深めてもらいたい、そして身近な池や水辺
の再生を考えるきっかけにしてもらいたいもので
す。「かいぼり（掻い掘り）」とは温故知新、そし
て、老若男女がハマる楽しいイベントなのです。何
が古くて、新しくて、楽しいのか？そんな疑問にお
答えしながら、かいぼりでよみがえった池とそこに
関わる人々の劇的環境再生をご紹介します。
　皆様のお越しをお待ちしております！

片岡 友美氏 プロフィール
　1972年、東京都世田谷
区生まれ。筑波大学大学
院修士課程修了。北海道
大学農学研究科博士課程
単位取得退学。専門は動
物生態学。大学非常勤講
師や研究機関嘱託職員を
経て、2006年NPO法人生態工房に入社。2009年か
ら同法人の理事および事務局次長に就任。現在は環
境省、自治体、市民と水生外来生物対策に取り組む
ほか、公有・私有地の池等でかいぼりによる自然再
生事業に携わっている。

講 師：  片岡 友美氏
 　認定NPO法人　生態工房　理事
日 時：  平成29年２月11日（土）
 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講演会名、②住所、③氏名（ふりがな）、
④電話番号を明記のうえ、２月８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

講演名『かいぼりで劇的環境再生』
～よみがえれ、私たちの池！～

平成28年１月 井の頭池のかいぼりの様子

区民環境行動講演会のお知らせ

☆地域清掃は宝探しの楽しさ

　早稲田大学高等学院が行う地域清掃では、中学部
と高等学部の両方に自主的な参加を呼びかけ、上石
神井１～４丁目を回り、ごみを拾います。高等学院
生は、ほとんどが練馬区以外から電車で通ってい
て、街のことを知りません。しかし、周囲を歩いて
街を知ることができますし、また道行く人々にも
「お疲れさま」と声をかけていただくので、地域の
方と触れあうよい機会になっています。
　地域清掃には、大体20～40名ほどの協力者が集ま
ります。その中には、練馬区の職員、地域の団体や
区民環境行動連絡会の方々も参加しています。最近
はずいぶんごみが減ってきました。
　参加すると、宝探しをしているような楽しさと、
何とも言い難い「謎の達成感」があります。

☆省エネ施設見学会

　早稲田大学高等学院は、2013年に校舎を一部改修
した際、災害対策も兼ねて自然エネルギー利用設備
を設置しました。太陽光パネルは、１日で、140教
室を１時間照らせるだけの発電ができますし、太陽
熱利用の温水器や集熱器は、体育館のシャワーや空
調の温度調節に使われています。
　毎年、中学部の新入生向けに、環境プロジェクト
のメンバーが見学ツアーを行っています。
　「屋上に上がるのは楽しい」という動機が入口で
すが、自然エネルギーのことを知ってもらうよい機
会を創っていると思います。

（左から）
土屋  大輔さん（３年生、環境プロジェクト前代表）
大野  拓実さん（２年生、環境プロジェクト代表）
今村  友耀さん（３年生、環境プロジェクト高環連前代表）

　上石神井地区では年に３回ほど、早稲田大

学高等学院の中・高校生が、地域の方々と周

辺の清掃を行っています。それを取り仕切っ

ているのが、早稲田大学高等学院環境プロ

ジェクト。若くて頼もしい生徒たちに、その

活動内容と思いを伺いました。

巻頭インタビュー「この人に聞く！」

早稲田大学高等学院環境プロジェクト

上石神井の地域清掃で
「謎の達成感」
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