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エコ・ハウスたかねざわ通信
2 月 12 日(金) 15:00～19:00

天体観察会

月と冬の星座を見よう！
指導：夢集団『星とロマンを語る会』
今年度最後の天体観察会となりました。この日は、お昼頃から
お天気が悪くなるとの予報があり、今回も開催が危ぶまれたも
のの奇跡的にお天気が回復し、開催することができました。
昼間は雲間を縫って太陽のプロミネンスや黒点を、夜は月をみ
ていただきました。真冬ということで、空気も澄み「よく見え
る！」との声をご参加していただいた皆様より多数いただきまし
た。
今回は久しぶりの開催ということもあり、とても楽しみにして
来られる方が多く、開催出来てよかったと思いました。来年度こ
そお天気に恵まれて、たくさんの方々に見ていただきたいです
ね。
今回も寒い中にも関わらず、ボランティアの方々には機材の準
備や会場に来られる方々への説明、本当にありがとうございまし
た。

エコ・ハウスたかねざわ
今後の予定・募集
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。

●古布リサイクルくらぶ
3 月 17 日（木）10:00～12:00
テーマ：第 12 回 針金ハン
ガーを使ってチューリップを
つくる
※会員のみの活動になりま
す。ご了承ください。

●里山文化工房
3 月 21 日（月）10:00～16:00
テーマ：工房のお話
※会員のみの活動になりま
す。ご了承ください。
●天体観察会
4 月 15 日（金）15:00～20:30
テーマ：月と木星、春の星
座をみよう！
会場：ちょっ蔵広場（宝積寺
駅東口）
定員：なし（事前申込不要）
参加費：無料
持ち物：懐中電灯・デジカメ
※星が見えたら各自、現地
に集合してください。

2 月 16 日（火） 10:00～14:00

カード織り

里山文化講座

指導：佐々木和也先生

今年の里山文化講座の最終会です。今までに紡いで染めた綿糸を使って織物の体験です。
２㎝程度巾の平たい帯状の織物を、小さなカード８枚を使って回しながら織っていきますが、自
分の糸をタテ糸に使用すると、ヨリが甘く切れてしまうこともありますが、良い体験になったよ
うです。
この講座は、来年度も同じメンバーで続けていくことになりました。

2 月 18 日（木） 10:00～12:00

古布リサイクルくらぶ

みんなでつるし雛を作ろう 第 2 回目
1 月から引き続きつるし飾りを作りました。皆さん自信がないとのことでしたが、作品はどれ
も個性があり、温かみのある素敵な作品に出来上っています。レシピ以外に、自分で調べたい
ろいろな飾り物を、其々教えあって楽しそうでした。人形物と花は人気がありました。
陽だまり保育園に飾りつけをして、完成にしたいと思います。3 月 3 日のひな祭りが済んだら、
皆さんに作品をお返ししたいと思います。

久光製薬ほっとハート倶楽部様より寄付金をいただきました。
久光製薬株式会社の社会貢献活動として「久光製薬株
式会社ほっとハート倶楽部」より、寄付をいただきました。
この支援は、社員の皆さまが拠出する毎月の寄付金と、
その同額を会社が拠出する形で運営しており、今年度は
全国で５５団体が選ばれました。（栃木県では３団体）この
度、宇都宮工場にて目録贈呈式があり、参加させていた
だきました。久光製薬株式会社の社員の皆さまに託され
た寄付金を大切に使わせていただきたいと思います。

かずやんのエコばなし 第六話「電力自由化を考える
第六話「電力自由化を考える」
電力自由化を考える」
蕗の薹が顔を出し、梅の花が満開・・・暦は「啓蟄（けいちつ）」となりました。春の日差しに変
わり、大地が暖められ、土の中で冬ごもりをしいた虫たちが、春の訪ずれを感じて穴から出て
くるとされる節気です。間もなく卒園・卒業式の季節となり、いよいよ春爛漫を迎えられる喜び
を感じずにはいられません。
この冬は暖冬で、一時の大雪を除けば穏やかすぎたように思えます。先日、中学生と共に元
気あっぷ村の里山に展開する「伝統染織の森」にて森林整備を行いました。木々も芽吹き始め、
里山に春を告げるマンサクやミツマタが満開で、春の香りが漂っていました。一方で、定植した
木々が雪の重みで折れていたりと、自然界の厳しさを目の当たりにするところもありました。
あと、10 年以上の年月を経て立派な森になっていく姿を、若い世代と共に見届けていけたらと
思います。
さて、この春から電力小売が全面自由化
されます。電気事業法の改正により、独立系
発電事業者(IPP)の新規参入や既存の電力
会社以外の特定規模電気事業者の小売が認
められたからです。既に、電気代のシミュレ
ーションなどをされている家庭もあるでしょ
う。自由化のメリットとしては、新たな企業等
の参画により、多様な電気料金プランを自由
に選択することができ、自分のライフスタイ
ルに合わせた電気の使い方ができるように
出典：
出典：経産省資源エネルギー
経産省資源エネルギー庁
エネルギー白書 2014
エネルギー庁エネルギー白書
なることです。電気代の安さやユーザーサ
ポート、環境への配慮、ガスとのセット販売、携帯電話の回線割引やポイントサービスなどさま
ざまなプランが提供されるようになると考えられています。
これまで、地域において指定の電力会社しか選択できなかったことが、電力から環境のこと
を考える機会を奪っていたかもしれません。もちろん、「節電」というアクションプランは環境教
育の啓発活動の一つとして普及されてきました。しかしながら、地球温暖化などの環境破壊に
思いを寄せることは正直難しい。間もなく 5 年目を迎える 3.11・・・私たちは「あの時」起きた状
況を忘れてはいけません。湯水のように使い続けてきた電気が、多大な犠牲を払って作られて
きたことを。少子高齢化で人口が減少し続けているにもかかわらず、これだけ環境保全が叫ば
れていても、電気使用量は増加しているのが事実です。経済的にみれば歓迎されることかもし
れません。しかし、人類の目標は「削減」であり、「偏在」を解消することです。電力自由化の自
由に「責任」が含まれないといけないと思います。電力を作る側、使う側の双方にそれが求め
られます。その両者の間を結ぶのが「価格」だけであってはならないと思います。
意味のある競争により価格が下がることは一概に悪いこととは言えませんが、とかく環境
の世界では単純な価格競争に支配されてはなりません。なぜならば、無責任な自然破壊や地
域間格差が生じるからです。持続可能な電力消費をいかに考えるか？桜の木の下で電力につ
いて話し合う花見も素敵かもしれません。

2 月 20 日（土） 主催：栃木県環境森林部地球温暖化対策課

エコ・ハウスたかねざわ

平成２
平成２８年２月の実績

環境活動企画実践力研修を受講
県庁研修館 201 研修館で行われた、「平成 27 年度第 2 回環
境活動企画実践力研修」に参加させていただきました。
午前と午後の 2 部構成で行われ、参加者は 30 名弱でした。
午前中は「環境教育や出前授業の実施に関する」講義をし
ていただきました。エコ・ハウスたかねざわで行っているマイ

●2 月 12 日（金）15:00～19:00
天体観察会 49 名
●2 月 14 日（日）10:00～15:00
里山文化の会 6 名
●2 月 16 日（火）10:00～14:30
里山文化講座 7 名

箸づくりの出前授業で、小学校へ出前授業に行かせていただ
く機会も多く、授業の進め方や盛り上げ方などとても参考に
なる話を多くしていただきました。
午後は緊張を和らげる「アイスブレイク」として、2 人 1 組に
なり相手のことを紹介する「他己紹介」を行い、雰囲気も和や
かになった後 5 グループに分かれ「プログラム実施演習」と
「環境教育プログラム体験」を行いました。
プログラム実施演習では、「親子三代生活の移り変わり」と
いう内容で時代ごとにどのようなものが当時使われていた
のかをワークシートとカードを使いパズルのように当てはめて
行きました。同じグループには色々な世代の方がいましたの
で、興味深い話もたくさん聞けました。
プログラム実施演習後に
行われた「環境教育プロ
グラム体験」では、お茶入り
のペットボトルの生産から

●2 月 16 日（火）～26 日（金）
10:00～16:00
栃木県若年者支援機構 イン
ターンシップ 受け入れ 1 名
●2 月 18 日（木）10:00～12:00
古布リサイクルくらぶ 12 名
●2 月 18 日（木）14:00～16:00
栃木県若年者支援機構 ショ
ートバージョン 受け入れ 3
名

廃棄に至るまでにどの
ような環境問題が起こって
いるのかということ、それを
解消するための理想形はな
にか？ということを特製のカードを使って、グループごとに考
え発表しました。
参加者の皆さんの環境に関する意識の高さにとても感心し
ました。自分が環境にどのように関わっていて、どのようなこ
とをしなければいけないのかを改めて考えさせられる研修と
なりました。とても貴重で有意義な時間となりました。

２月の利用状況
○利用者数：2,773 名
○視察・見学・体験：0 件
○部屋の利用：55 件
○売上げ：139,990 円

住 所 塩谷郡高根沢町大字宝積寺 2021
2021 番地 15(情報の森とちぎテニスコート隣)
電 話 028028-680680-2080 ファックス 028028-675675-8071
URL http://homepage3.nifty.com/ecohouse-t
E－mail ecohouse-t@nifty.com
休館日 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）及び祝日の翌日
開館時間 9：00～17：00 リサイクルコーナーの利用は 10：00～16：00

指定管理者：特定非営利活動法人（NPO
指定管理者：特定非営利活動法人（NPO 法人）ふるさと未来 Sou

