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エコ・ハウスたかねざわ通信
11 月 5 日（土） 10:00～14:00 エコ・アクションデー

かっぱ先生の生き物観察＆ネイチャーゲーム
指導：伊村務先生（かっぱ先生）/トチギ環境未来基地
会場：元気あっぷむら 体験の森
かっぱ先生の生き物観察会はとても人気があり、今回もすぐに
一杯になりました。
体験の森に入ると、冬を越すために葉っぱや枯れ枝の中に
様々な生き物が見つかります。カエルやジョロウグモ、カマドウ
マ、ウマオイ等々。森の中に子供たちの歓声が上がります。観察
会の合間に、ネイチャーゲームも楽しく行いました。親水公園で
はマガモやカルガモなどを観察しましたが、偶然にもカワセミも
見られました。午後からは３種のネイチャーゲームを楽しみました
が、子供たちはもっと楽しみたかったようです。

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
12 月 15 日（木）10:00～12:00
テーマ：第 9 回 未定
※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
12 月 17 日（土）9：00～13：00
里山をきれいで楽しい場所
づくり（森林整備）
会場：鷺ノ谷の森
募集：中学生 15 名程度（要
申込）
持ち物：動きやすい服装、長
靴、水筒
※雨天時は 3 月に延期
●里山文化講座
12 月 20 日（火）10:00～13:00
テーマ：紅花の話「紅貯金」
紅花寒中染め
※会員のみの活動になりま
す。ご了承ください。

エコ・ハウスたかねざわから年末年始のお知らせ
12/29（木）～1/３（火）まで、年末年始のお休みとさせていただきます。
資源回収ステーションおよび容器包装プラスチックのエコ・ハウスたかね
ざわでの年内回収は、12 月 25 日（日）までとさせていただきます。
（※12 月 24 日（土）は休館日となります。）
年始は 4 日（水）から回収いたします。ご協力をお願いいたします。

12 月より、『平成 28 年
度高根沢町ごみ減量
化、リサイクルの推進
に関するポスターコン
クール』入賞作品の展
示が始まりました。ぜ
ひ見に来て下さい。

11 月 8 日（火）13：45～14：45

ケアハウスフローラ出前

お花のブローチを作ろう！
布地で椿をイメージしてブローチを作りました。花びらと芯、葉
っぱのパーツとブローチピンを付けて、裏地のフェルトをボランテ
ィアの方々と午前中で用意しました。皆さん、手際が良くて助かり
ます。花びらを縫い、芯に綿を詰めて、葉っぱは四角の布地を折っ
て・・・パーツがたくさんがありましたが、みなさん頑張って、仕上げてくれました。デコルテに付
けて写真を撮らせていただいた時の笑顔が素敵でした。男性の方も丁寧に、奥様のために仕
上げて行かれました。ボランティアの皆さん、いつもありがとうございます。
11 月 15 日（火）10：00～13：30

里山文化講座

四十八茶百鼠を楽しむ～茶滓、落葉を染める～
指導：佐々木和也先生
里山文化講座も残り３回となりました。今回は四十八茶とか百鼠と
言われるように、天然染料として、多くの色が表されてきました。茶
はタンニンに灰汁媒染で、鼠は鉄媒染で。それぞれ高貴な方から庶
民まで、古くから使われてきました。今回は下染を矢車玉、重染はス
オウを使い、赤味のある青紫色の鳩羽鼠を染めました。
1２月３日（土）・４日（日） ＥＣＯテック＆ライフとちぎ 2016

古布＆里山文化体験ブースを出展！
環境に取り組む企業や団体、教育機関が一堂に集まるエコの祭
典『ＥＣＯテック＆ライフとちぎ 2016』（主催：栃木県地球温暖化防止
活動推進センター）が 12 月 3 日・4 日の２日間、マロニエプラザで開
催されました。
エコ・ハウスたかねざわでは、ブースで、古布のサシェづくりと草
木染したひもでの組みひもづくりの体験を実施しました。2 日間で
100 人ぐらいの方々が、楽しそうに体験し、出来上がった作品を見
て喜んでくださいました。

容器包装プラスチック品質検査・・・今回も全ての項目がＡランク
10 月に実施された容器包装プラスチックのベール品質検査の結果が出ました。ほとんど
が、エコ・ハウスたかねざわで回収されたもの（住民の方々が持ち込んでくれたもの）です。
異物率 0.33％（10.00％までがＡランク）二重袋（袋の中にプラスチックが入っている）はな
し。医療用廃棄物、危険物の混入なし。すべての項目でＡランクでした。
他では絶対にできない自慢できる数字だと思います。やはり、エコ・ハウスたかねざわ利
用者の環境に対する意識の高さだと感じました。日々の分別や持ち込みは大変だと思いま
すが、皆さんの日ごろの活動の成果だと思います。

かずやんのエコばなし 第十話 「巡り巡って・・・」
エコ・ハウスたかねざわでは、平成 25 年 10 月より容器包装リサイクル法にのっとりプラスチ
ック資源回収を始めました。市民の皆様の節度あるご協力を得て、毎回その品質は最上級評価
をいただいております。今年最後の話題として、そんなプラスチックにまつわるお話をしたい
と思います。
現在、全世界で年間約 3 億トンのプラスチックが生産されています。その多くは、容器や包装
などの「使い捨て」プラスチックとして利用されています。軽くて丈夫なプラスチックは生活に
急速に浸透し、プラスチックに囲まれて暮らしているといっても過言ではありません。事実、プ
ラスチック分別回収していただくと、家庭での焼却ゴミは極端に少なくなることを実感いただ
けるでしょう。具体的には、レジ袋だけでも 1 人年間 300 枚、毎日 1 世帯当たり 1kg のプラスチッ
クゴミが発生する計算になります。これら膨大なプラスチックゴミを排出していること自体も
問題ですが、最近の研究で特に問題なのが、適正に処理されずに自然界に放出されてしまっ
たプラスチックなのです。
プラスチックはその特性から、自然界に
捨てられたゴミは雨が降ると流され、最後
に海に流れ着きます。全世界で毎年 800 万
トンのプラスチックゴミが海に流入してい
ると推定されています。これらの一部は海
岸に流れ着き、漂着ごみとして景観を害し
たり、ウミガメなど海岸で繁殖する生物に
悪影響をもたらしています。さらに、その一
部はプラスチックといえど徐々に分解され
ていきます。紫外線や波の力で細かい破片
になって海を漂うことになります。このよ
うなプラスチックの中で、5mm 以下のもの
を「マイクロプラスチック」と呼んでいます。
さらに、小さな 1mm 以下のものをマイクロビーズと呼び、洗顔料や化粧品、歯磨き粉などの研
磨剤など、ありとあらゆるパーソナルケア製品に含まれています。これらの微小プラスチック
ゴミの海洋汚染は悪化の一途であることから、今年の G7 首脳会議でも取り上げられ、廃止の
方向性を促す宣言がなされています。
これら微小プラスチックは海洋生物や鳥類に摂取されています。最近では、摂取したプラス
チックによって化学物質を生体に運び込むことが懸念されています。プラスチックには多くの
添加剤が含まれているからです。さらに、残留性有機汚染物質（POPs）が微小プラスチックに吸
着され、これを摂取した生物間の食物連鎖で濃縮が起こることになります。そうすると、最終
的には人間が魚介類を食べることで体内に蓄積していくことになります。PCB や DDT は過去
の問題として記憶から薄くなってきていますが、人間が排出した現代物質が引き金になって再
び体内に濃縮しているという事実があるのです。これらが、ガンやアレルギーなどを引き起こ
しているという研究結果が出てきています。生活を便利にしてきたプラスチックではあります
が、その原料は石油であるわけです。エネルギー転換が求められている今、今一度プラスチッ
クについて考えていただき、その適正な処分は最低限のモラルであることを認識して欲しい
と思います。

11 月 16 日（水）～18 日（金）阿久津中学校 マイチャレンジ

今年も元気な中学生が大活躍！
今年も阿久津中学校の元気な学生３名が、３日間マイチャレ
ンジで、エコ・ハウスたかねざわに来てくれました。今年は男
性３人という事で、外作業や力仕事などを手伝ってもらった
り、マイ箸や紙すきハガキづくりなどもしてもらいました。普
段できない部分もやっていただき大変助かりました。ありがと
うございました。

エコ・ハウスたかねざわ

平成２８年１１月の実績
●11 月 3 日（木）13:30～15:00
たかねざわ日帰り体験ツアー
21 名

●11 月 5 日（土）10:00～14:00
エコ・アクションデー

15 名

●11 月 8 日（火）13:45～14:45
ケアハウスフローラ

出前

16

名

●11 月 11 日（金）13:25～14:45
東小学校 6 年生

親子体験

18 組

●11 月 11 日（金）13:35～14:35
東小学校 3 年生

親子体験

28 組

●11 月 12 日（土）10:00～13:00
スナップ写真

11 月も体験講座がいっぱいありました
11 月 11 日（火） 東小学校 6 年生親子体験 （さき織り）
東小学校 3 年生親子体験 （マイ箸）

高根沢町生涯学習課

14 名

●11 月 15 日（火）10:00～13:30
里山文化講座

6名

●11 月 16 日（水）～18 日（金）
9:30～15:00
チャレンジ

阿久津中学校マイ
3名

●11 月 17 日（木）10:00～12:00
古布リサイクルくらぶ

休講

●11 月 20 日（日）6:00～15:00
里山文化工房

6名

●11 月 20 日（日）7:00～20:00
11 月 12 日（金） 親子木工教室：町生涯学習課主催（ミニ縁台）

栃木県知事選挙投票所として 604
名

１１月の利用状況
○利用者数：3,820 名
○視察・見学・体験：5 件
○部屋の利用：67 件
○売上げ：164,160 円
住 所 塩谷郡高根沢町大字宝積寺 2021 番地15(情報の森とちぎテニスコート隣)
電 話 028-680-2080 ファックス 028-675-8071
アドレスが
E－mail ecohouse-t@nifty.com URL http://house.eco.coocan.jp
変わりました
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 法人）ふるさと未来 Sou

