
環境学習の拠点 

エコ・ハウスたかねざわ通信 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９３号 2021 年 4 月 10 日発行 

発行日時点の情報です。変

更がある場合があります

ので､お問合せください。 

 

※新型コロナウィルス感染

症の状況により、急遽、中

止する場合があります。 

 

令和 3 年度 里山文化講座 

参加者新規募集 

●里山文化講座（2 年間コー

ス） 

テーマ：伝統染織から環境を

学ぶ～染料・繊維に関する

講義と実験～ 

講師：佐々木和也先生（宇都

宮大学） 

日程：前期 5・6・7 月 

後期 10・11・12 月 

火曜日 9:30～12:30（予定） 

定員：10 名（開催人数 5 名

以上） 

年会費：8,000 円（材料費別） 

※受付開始：4/1（木）9 時～ 

 

●エコ・アクションデー 

4月24日（土）10:00～12:00 

テーマ：木のえんぴつ立てを

つくろｔ！ 

場所：エコ・ハウスたかねざわ 

定員：8 組（要申込） 

※申込：4/17（土）9 時～ 

対象：新 1 年生とその保護者 

参加費：無料 

持ち物：ある方はかなづち 

※絵の具やボンドを使うた

め、汚れても良い服装でお越

しください。 

 

エコ・ハウスたかねざわ 

今後の予定・募集 
 令和２年度は、新型コロナウィルス感染症の影響により、２回の緊急

事態宣言が発出され、エコ・ハウスたかねざわでは、予定していた講

座の中止や部屋の貸し出し、リサイクルショップの休止などで対応して

いました。 

 自粛の中、利用する方も減り、1年間の利用者数は、36,103人と昨年

より 6,286 人少なくなってしまいました。 

 資源回収ステーションは、在宅ワークや学校の休校など、家にいる

時間が増えることで、宅配による物品購入、家の中の片づけや買い替

えが増えることで、家庭から出る資源が増え、1 年をとおして止めるこ

とができない事業となりました。1 年間の利用者数は 4,426 人増え、

27,741 人となり、容器包装プラスチックの回収量は前年比 38％増、使

用済み小型家電の利用者は前年比 40％増になりました。 

 試行錯誤の感染症対策でしたが、皆様方にご協力頂き、感染者も出

さずにご利用いただけた事に感謝申し上げます。令和 3年度も引き続

き、感染症対策を講じながら事業を実施したいと思います。 

 

エコ・ハウスたかねざわ 令和 2 年度の活動 



かずやんのエコばなし 第三十五話 「ポイ捨て」 
 

2021 年度がスタートしましました。コロナウィルスの変異株が原因と思われる第４波のゆくえ

が心配ですが、感染症は人類が乗り越えないといけない自然からの試練です。やるべきこと

を実行し、正しく恐れながら前に進んでいきましょう。 

 さて、山々に目を移すと新緑が美しい季節になりました。この姿を迎えるはずであった足利

の里山での大火事・・・原因はタバコのポイ捨てであると推定されています。消失面積は 167 ヘ

クタール、被害額 3,200 万円とされています。足利市の畑耕地面積が 366 ヘクタールですか

ら、その約半分が燃えたとすると被害の大きさが実感できるでしょう。 

 タバコの「ポイ捨て」が原因だと聞くと、皆さんはどのように感じますか？「けしからん！マ

ナーがなっていない！」と批判されるでしょうか。あるいは、自分もポイ捨てすることもあるし、

たまたま悲劇が重なってしまったので仕方ないと共感する部分もあるかもしれません。タバコ

に限らず、沿道には多くの生活ゴミが捨てられています。その多くにプラスチックが含まれて

いて、これらが何らかの経緯で川や海に流入すると、いわゆる海洋プラスチックや漂流ゴミ問

題につながり、これが国際問題化していることは周知のことと思います。 

  では、どうして私たちはポイ捨てをしてしまうのでしょうか。米国の複数の州での観察研究

によれば、半分以上の吸殻がポイ捨てされていて、仮に喫煙場所が設置されていたとしても、

その場所から平均距離約 9.45 メートル以内に捨てられていることが分かっています。日本で

はそんなに酷くないと思われるかもしれませんが、捨てる側の心理は同じでしょう。日本でも

最近は分煙化が進み、喫煙場所も少なくなっていることは事実です。しかし、タバコを吸うの

も権利ですから、人は喫煙場所に集まるわけです。その中の少ない人がポイ捨てをし始めたと

すると、捨てる気のない喫煙者の心理的な壁が低くなり、捨ててもいいという気持ちになって

しまいます。 

このような効果を「バンドワゴン効果(bandwagon effect)」といい、日本語では「社会的証明

の原理」とも呼ばれます。バンドワゴンとは、パレードの先頭を走る楽隊車のことで、「バンドワ

ゴンに乗る」という表現は「有利な方に味方をする」「多数派に同調する」といった意味で使わ

れます。このことから、「人間が大多数に同調するように行動してしまうこと」をバンドワゴン効

果と呼ぶようになりました。さらに、喫煙行動では「ピア効果」として友人関係や職場の同僚な

どに強く影響されます。ピア効果には正の効果と負の効果があり、社会的に良い行動より反社

会的な行動の方がより伝わりやすいという研究結果もあります。つまり、一緒に吸っている仲

間の誰かが社会的モラルに反するポイ捨てをすると、負のピア効果が働き、ついつい自分も捨

ててしまいがちになるということです。足利の山火事でも登山を通して自然を楽しむハイカー

であったはずなのに、たまたま一服した場所に既に吸殻が散乱していたと仮定すると、このよ

うな心理的な要因が働き、結果として愛すべき自然を無残な姿にしてしまったことになります。 

 道徳教育ではポイ捨ては反社会的な行為として、「美観を損ねる」「みんなが気持ちよく住

むために」「環境に悪影響を及ぼす」などの理由をつけて教えられるでしょう。しかし、それだ

けで十分でしょうか？人は自己満足を満たしたがるし、自分が不利な状況になれば何らかの

理由をつけて正当化する動物でもあることを認知した上で、どうしたらよりよくなるかを一緒

に考えなければ、ただただ正論を押しつけられる教育にしかなりません。大人は子どもの鏡と

よく言われますが、これはまさにピア効果の正負どちらかを見せるかという問いであることを

忘れないようにしたいものですね。 

 



 

 

NPO 法人ふるさと未来 Sou として、２度目の５年間の指定管理期間が、令和３年３月３１日で終

了し、選定委員の選定により、引き続き当団体が選ばれ、令和３年４月１日から令和８年３月３１日

まで、５年間の指定管理をいただきました。 

利用されている皆さんやボランティアの皆さんに支えられて、ここまでやって来られました。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。 

 

令和３年度エコ・ハウスたかねざわ事業計画より 

令和２年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、一部の事業のみ実施し、ほとんど

の事業が縮小及び休止（中止）になってしましました。 

令和３年度も、新型コロナの対策をしながら、感染状況を確認しながら事業を進めたいと思

います。 

４月 10 日現在の計画は、以下のとおりです。 

 リサイクルショップ 

 1 月より休止していましたが、4 月 1 日より再開しました。ぜひ、のぞいてみてください。 

 部屋の貸出 

 感染防止のためのお願いはありますが、夜間（17：00～）を除いて、貸出を開始しました。（予

約は翌月末まで） 

 資源回収ステーション 

 開館日は、9：00～17：00 令和 2 年度からずっと開けています。使用済み小型家電の回収も好

評です。 

 講座（アクションデー、里山文化、天体観察、エコクラフトなど） 

 密を避けたながら、実施します。 

 エコ・フェスタ 

 5 月の実施は難しいノで、秋以降に縮小しながら実施します。 

 森づくり 

 森林整備や森を使った体験活動を実施します。また、マイ箸づくりなどの木工教室も要望に

合わせて実施します。（ご依頼お待ちしています。） 

 その他 

 印刷サービスやおもちゃの病院、リユース食器の貸出なども普段どおり実施しています。 

※新型コロナウィルス感染症の状況により、縮小や休止（中止）する場合がありますので、予め

ご了承ください。 

※エコハウスたかねざわの事業は、2030 年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目

標の SDGｓ（持続可能な開発目標）のターゲットを意識しながら活動します。 

 

詳しくは、エコ・ハウスたかねざわまでお問い合わせください。 

 

 

 

令和３年４月から令和８年３月まで 

特非）ふるさと未来 Sou で指定管理 

 



 

住 所 塩谷郡高根沢町大字宝積寺 202 番地15 

電 話 028-680-2080 ファックス 028-675-8071 

●3 月 6 日（土）9:00～12:00 

森林整備 4 名 

 

エコ・ハウスたかねざわ 

令和３年３月の実績 

エコ・ハウス休館日 

【4 月】 

5 日（月） 

12 日（月） 

19 日（月） 

26 日（月） 

30 日（金） 

 

【5 月】 

6 日（木） 

10 日（月） 

17 日（月） 

24 日（月） 

31 日（月） 

３月の利用状況 

○利用者数：2,439 名 

○視察・見学・体験：0 件 

○部屋の利用：1 件 

○売上げ：4,090 円 

新年度講座の 

参加者を募集します！！ 

令和 3 年度、令和 4 年度 

里山文化講座（2 年間コース） 
●テーマ：伝統染織から環境を学ぶ～染料・繊維に関する

講義と実験～ 

●講師：佐々木和也先生（宇都宮大学） 

●日程：前期 5・6・7 月 

後期 10・11・12 月 

火曜日 9:30～12:30（予定） 

●定員：10 名（開催人数 5 名以上） 

●年会費：8,000 円（材料費別） 

※受付開始：4/1（木）9 時～ 

 

エコ・アクションデー 

●日時：4 月 24 日（土）10:00～12:00 

●テーマ：木のえんぴつ立てをつくろう！ 

●場所：エコ・ハウスたかねざわ 

●定員：8 組（要申込） 

※申込：4/17（土）9 時～ 

●対象：新 1 年生とその保護者 

●参加費：無料 

●持ち物：お持ちの方はかなづち 

※絵の具やボンドを使うため汚れても良い服装でお越

しください。 

4/11 エコハウス横、遊歩道の八重桜 


