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エコ・ハウスたかねざわ通信
3 月 5 日(土) 10：00～14：00

エコ・アクションデー

エコ・ハウスたかねざわ
今後の予定・募集

里山をボランティアできれいで楽しい場所づくり
会場：元気あっぷ 体験の森
協力：NPO とちぎ環境未来基地
春になる前に里山をきれいにして、散策が楽しくなるようにし
ました。
初めて中学校にボランティア参加のお願いをしたところ、思っ
たより大勢の生徒さんが来てくれました。
佐々木先生（宇大）に、里山と人々の関わりなどから自然環境
大切さを教えていただいた後に、実際に里山に入り草木の観察
の仕方も教わりました。
ボランティアとしては、樹木看板を拭き、枯葉を掃き、落ちてい
る枯れ枝を集めたり、またベンチづくりなどと大変でしたが、とち
ぎ未来基地のお姉さん、お兄さんが一緒でしたので、がんばって
くれました。午後はネイチャーゲームを体験してもらいました。み
んなの楽しげな声が里山に響き渡りました。

平成２８年度生募集中！
平成２８年度生
募集中！
エコガーデニング教室
～花づくりの基本
づくりの基本を
基本を学べますよ。～
べますよ。～
指導：古口光夫先生
年４～５回程度（土曜日午前中）
会費 1,000 円（資料代・通信費）
第一回：５月１４日（土）１０時～１２時
（播種の仕方 他）

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。

●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。
●里山文化工房
4 月 17 日（日）10:00～16:00
テーマ：未定
※会員のみの活動になりま
す。ご了承ください。
●里山文化講座
4 月 19 日（火）10:00～13：00
テーマ：未定
※会員のみの活動になりま
す。ご了承ください。
●古布リサイクルくらぶ
4 月 21 日（木）10:00～12:00
テーマ：テトラ型サシェをつ
くろう
※会員のみの活動になりま
す。ご了承ください。
●エコ・アクションデー
4/23（土）10：00～12：00
テーマ：布を使って、折り紙
のコースターをつくろう
会場：エコ・ハウスたかねざ
わ
定員：７名（要申込）
対象：小学４年生以上
参加費：無料 持ち物：なし
※アイロンと針を使います
●エコ・フェスタ
5/29(日)10：00～14：00
詳細は次号でお知らせする
予定です。

3 月 15 日（火） 13：45～14：45

ケアハウスフローラさん出前

布のビーズでストラップ作り
今年度最後のケアハウスフローラさんへの出前講座で、刺繍糸で
タッセルを付けたオシャレなストラップを作りました。以前、古布リサイ
クルくらぶで作成した布ビーズと木製ビーズのネックレスを応用しま
した。今回もボランティアの方に準備を手伝ってもらい、フローラさん
に向かいました。
始まると、皆さん竹串に布を巻く作業が、慣れるまで大変そうでし
たが、時間内に終割ることが出来ました。「材料はどこで買うの？孫
に作りたい」と言われた方もおり嬉しかったです。スタッフの皆さんに
も体験してもらいました。
今年度も、楽しい体験を一緒にしたいと思います。
3 月 17 日（木） 10：00～12：00

古布リサイクルくらぶ

針金ハンガーを使ってチューリップを作ろう
倉庫に余っていた針金ハンガーを、今年度最後の古布リサイクルくらぶで、作品に変えよう
と思いました。
大きな針金ペンチで 3 本にした後に、其々の先端を 1 センチ程丸く曲げるて準備しておきま
した。マキシングテープも園芸テープの代わりに使用しました。
チューリップの花は古布回収で回収された薄手のワンピースを使い、中身は古い毛糸を綿の
代用にしました。思った以上に素敵なブーケになりました。きれいなチューリップが出来ました。
一年間、有り難うございました。素敵なメンバーに恵まれ楽しい 1 年でした。

3 月 19 日(土) 10：00～11：30

見学

もおかエコの会見学（交流）
栃木県地球温暖化防止ネットワーク会議（主催：栃木県地球
温暖化防止活動推進センター）で一緒に参加している『もおか
エコの会』の方々が、エコ・ハウスたかねざわを見学しました。
エコ・ハウスたかねざわの活動を説明した後、お互いの日ご
ろの活動の内容や課題などの話をしました。
ボランティアで地域の為に、環境学習活動を一生懸命してい
る『もおかエコの会』の方々とお会いして、自分たちの活動も持
直すきっかけとなりました。ありがとうございました。

法人副理事長

星のオジさまからのメッセージ Vol.3
Vol.3 「春の星と惑星」
「春の星と惑星」
小原宏明
３月２０日春分の日が過ぎ、暖かい日も多くなり、上着も薄くなりました。また、冬に比べ、日の
長さをつくづく感じています。
陽が沈み、明るさが残る南東の空に白く明るく輝く星が一つ見
えます。
空に夜の戸張が下りると、その星が一段と明るく輝きます。
それが木星です。
木星まで６億ｋｍの距離がありますが、望遠鏡で見ると木星表面
の縞模様とその衛星４個が見えます。木星は、地球の１１倍の大き
月と木星
さがあり、太陽の周りを７年掛かって１周しています。地球の２倍の
2016 年 1 月 1 日
速さの約１０時間で自転しているため、少しつぶれた形をしていま
Photo by Kohara
す。なお、４個の衛星を最初に望遠鏡で見つけたイタリアのガリレ
オ・ガリレイにちなみガリレオ衛星と呼びます。現在、６０個以上の
衛星が見つかっています。
ところで、この木星を含め、太陽の周りには、2016 年現在８個の
惑星があります。太陽の近くから水星、金星、地球、火星、木星、土
星、天王星、海王星です。太陽系誕生の状況は、種々説があります
が、火星までは、ちりが集まり固まって岩石主体の惑星になりまし
月と木星 2016 年 1 月 1 日
たが、木星より遠い惑星は、岩石の中心核に氷の粒やガスが集ま Photo by Kohara
り、ガス主体の惑星になりました。９番目の惑星であった冥王
星は、月より小さく、また他の惑星が太陽の周りを回っている
面より傾いて回っているため、2006 年に惑星の仲間から外さ
れ、準惑星となりました。しかし、現在新たに９番目の惑星の
存在が予想され、探査が始まっているようです。
準惑星は、冥王星の他５０個以上あるようです。
4 月１5 日(金)15:00 から宝積寺駅前のちょっ蔵広場で太陽
観察と星空観察会を開催しますので、是非ご参加願います。
今回の見どころは、月、木星と春の星座です。
特に木星をじっくり見てください。縞模様と衛星の動きが分
かります。
また、春の星座が南の空に見えます。ししの大鎌、春の大曲
線、春の大三角が見られます。
駅前観察会で皆さんのご来場をお待ちしています。

まちかど観望会

2016 年 4 月星空
出典:国立天文台ホームページ
http://www.nao.ac.jp

私たちの住んでいる郷土。見上げてごらん夜の星を！

4 月 15 日（金）15:00～20:30
テーマ：月と木星、春の星座をみよう！指導：夢集団『星とロマンを語る会』
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
※どなたでも参加できますが、小学生以下は保護者同伴でお願いします。
※星が見えたら各自、現地に集合してください。

3 月 14 日（月）10：00～15：30 スタッフ研修

小砂地区（那珂川町）＆烏山和紙の里
休館日を利用して、毎年行っている職員の研修会。今年は、
『日本で最も美しい村』連合に加盟している那珂川町の小砂
Village 協議会の方々に町おこしや森林整備の話を聞き、芸術
の森の見学をさせてもらいました。地域の方々が元気に楽し

エコ・ハウスたかねざわ

平成２
平成２８年３月の実績
●3 月 1 日（火）～11 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

く活動されている内容に、まちづくりのヒントをいただいたよ
うな気がしました。
午後は、烏山で和紙のハガキすきを体験しました。エコ・ハ
ウスでは、牛乳パックの紙すきをしていますが、本格的な和紙
をすくのは初めてのスタッフが多く、改めて、和紙の素晴らし
さを知り、和紙作りの難しさを体験させていただきました。
日ごろの活動にも生かせる内容が多く、有意義な研修が
出来たと思います。お忙しい中、対応してくださりありがとう
ございました。

平成 28 年 4 月から平成 33 年 3 月まで
特非）ふるさと未来 Sou で指定管理
NPO 法人ふるさと未来 Sou として、初めて受けた５年間の
指定管理期間が、平成２８年３月３１日で終了するため、昨年の
８月に、次期の指定管理団体を選定するプロポーザルがあり

●3 月 4 日（金）13:00～16:30
企業と NPO 等との協働対話フ
ォーラム 参加 2 名
●3 月 5 日（土）10:00～14:00
エコ・アクションデー 11 名
●3 月 14 日（月）10:00～15:00
職員研修 9 名
●3 月 15 日（火）13:45～14:45
ケアハウスフローラ 出前
18 名
●3 月 17 日（木）10:00～12:00
古布リサイクルくらぶ 11 名
●3 月 19 日（土）10:00～12:00
もおかエコの会 見学 9 名
●3 月 21 日（月）
10:00～14:30
里山文化工房
5名

ました。選定委員の選定により、引き続き当団体が選ばれ、町
議会の承認を得て、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日
までの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。

３月の利用状況
○利用者数：3,361 名
○視察・見学・体験：2 件
○部屋の利用：69 件
○売上げ：190,745 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

