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エコ・ハウスたかねざわ通信
1 月 21 日（土） 10:00～15:00

エコ・アクションデー

凧をつくって揚げよう！
指導：木楽遊倶楽部/自然教室ネイチャーフレンド
前日降った雪が積もっている中、今年も大好評！『凧を作って
揚げよう！』を実施しました。
今年の凧は、ポリ袋を使い、しっぽを工夫してクルクル回るよう
にしました。子ども達は好きな絵をかいていました。
午前中の天気で雪も溶け、午後からは元気いっぱい走り回りな
がら凧揚げをしました。

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。

●里山文化工房
2 月 12 日（日）10:00～16:00
テーマ：自主練習
※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
2 月 16 日（木）10:00～12:00
テーマ：第 11 回 デニムでト
ートバックをつくろう Part2
※会員のみの活動になりま
す。ご了承ください。

1 月 29 日（日） 14:00～15:30

柿渋染め

第６回「行っちゃう？ たかねざわ」

●里山文化工房
3 月 12 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。

主催：高根沢町夢咲くまちづくり推進課/協力：エコ・ハウスたかねざわ

町外にお住まいの方に、高根沢の魅力を紹介するイベントも第
六回になりました。今回エコ・ハウスで体験していただいたのは、
青柿による「柿渋染」です。で、コースターとランチョンマットに模
様付きのハンコや、レンコンやクルミなどに柿渋を塗って、飾りや
模様を浮き出していただきました。参加者が全員若い女性でした
ので、かわいい模様を付けられた方が多かったです。楽しい記念
になったでしょうか。お手伝いいただいた里山文化工房の皆様、
ありがとうございました。

●古布リサイクルくらぶ
3 月 16 日（木）10:00～12:00
テーマ：第 12 回 マカロンの
モビールづくり
※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
3 月 18 日（土）10:00～12:00
テーマ：未定
場所：エコ・ハウスたかねざわ

1 月 14 日（土） 10:00～12:00

エコ・ガーデニング教室

指導：古口光夫先生
エコ・ガーデニング教室も今年度の最後になりました。一年間のまとめとして、環境と植物の
関係を中心に、高根沢の土壌（リン酸が少ない）の性質を知り、それにあった土づくりの仕方を
教わり、その後は育て方で疑問がある事柄や、植物それぞれの性質にあった育成方法などを
教えていただきました。

一年間のまとめ

1 月 17 日（火） 10:00～13:00

里山文化講座

指導：佐々木和也先生
２年間行われました里山文化講座は今回で最終回です。前回の続きとして紅花について歴
史上での表現や事柄のこと、紅花の育成や開花の不思議などについてお話しをいただきまし
た。染色は前回作りました染液を木綿に浸して紅木綿にしておいたものから、桃（色）出しをし
て絹布に染めました。最後に環境思想について「持続不可能性」「伝統染色を学ぶ意義」「グロ
ーバル化した未来と向きあう」をテーマにお話しいただきました。

紅花桃染と環境思想

1 月 19 日（木） 10:00～12:00

古布リサイクルくらぶ

デニムでトートバッグを作ろう！Part１
今月と来月の 2 回講座でミシンを使った作品に挑戦します。エコハウスでは古布としては回
収できないデニムスカートやデニムジャケット、デニムパンツを上手く利用して、トートバッグに
仕上げます。お孫さんの女児スカートや若いころのスリムスカート、思い思いの材料を活かし裁
断の方法を決めながら、ミシンを使っておおよその形を作りました。
試作したＧジャンのトートバッグと幼児用のデニムを利用した作品を用意しました。
ボランティアさんが色々なアイデアをそれぞれ皆さんに指導くださり、何とか裁断まで出来
ました。次回、裏地を付けて完成させたいと思います。

かずやんのエコばなし 第十一話
十一話 「エシカル消費」
エシカル消費」
暦のうえでは立春を過ぎましたが、厳しい寒波の到来で日本海側を中心に大雪にみまわれ
ています。大きな事故や災害につながらないよう祈るばかりです。
さて、新年からトランプアメリカ大統領が「アメリカファースト（アメリカ第一主義）」を掲げて
大統領令を連発し、お得意のツイッター発言で世界を騒がせています。最近、政治家を中心に
「◯ファースト」という言い方がよくなされていますが、そもそも◯に入る言葉が特定の領域や
人を表すことに問題を感じずにはいられません。今回は、この◯にどんな考え方が必要なのか
を、日常の消費を通して見てみましょう。
私たちは生きていくうえ
で、多かれ少なかれ「お金」
で「もの」を買わなければな
りません。地域通貨なども
基本的には同じ経済の仕組
みです。では、私たちはどう
してお金を払うのでしょう
か？普段はあまり意識して
いませんね。でも、消費とい
うのは誰かに対して単にお
金を「支」払っているだけで
なく、ものを生産してくれた
繊維関係の輸入浸透率は 80%以上！
人や運んでくれる人の生活
を「支えて」いるのです。そして、その支払い金額は人件費や材料費などが積算されたアウト
プットということになります。ですから、自分が支払ったお金がどのように分配されているかを
知ることは大切なことなのです。
1990 年代から学校でも本格的に環境教育が実施され、3R や「エコ」という言葉はだいぶん
定着してきたかのように思います。しかし、その一方で、低価格競争が激化によって私たちの身
の回りのものは随分と安くなりました。とくに、衣服などは典型的でビックリするほど低価格が
定着してしまいました。その背景には、海外で安い労働力を使って十分な見返りも保障せず、
地球のどこかで環境を破壊しながら生産されたものを、印象的なコマーシャルにのせて消費
を煽るファストファッションの台頭があります。家計に占める被服消費は低くなっているのにも
関わらず、2000 年以降中古衣類の海外輸出は急増し、繊維ゴミも増えているのが現状で、「低
価格大量消費大量廃棄」時代といっても過言ではないでしょう。これでは、先ほど述べた消費
による「支え合い」が成り立っていないということが容易にわかるでしょう。
では、どうしたらよいのでしょうか？最近の消費者教育において、「エシカル」という言葉が
使われるようになりました。直訳すると「倫理的な」「道徳的な」という意味で、堅いイメージに
感じてしまうかもしれません。簡単にいうと「私たちの良心と結びついて、人にも環境にも社会
にも配慮されていること」となるでしょうか。つまり、私たちがエシカル消費に切り替えていく
ことで、一部の人たちだけに利益をもたらすのではなく、対等に支え合う仕組みを作っていこ
うという試みなのです。間もなくバレンタインですが、チョコレートの背景にも児童労働や過酷
な労働環境問題が指摘されています。美味しいチョコレートを独り占めするのではなく、みん
なが幸せになれるチョコレートにしていこうということです。その意味において、エシカル消費
は「地球（すべての命）ファースト」を目指す考え方なのです。

1 月 18 日（水） 13:30～15:00 那須小学校 6 年生 親子体験

エコ・ハウスたかねざわ

平成２
平成２９年１月の実績

マイ箸づくり 出前講座
６年生の親子体験のマイ箸づくり出前です。親子各々
一膳作る他に、卒業記念として先生全員にマイ箸を贈
ることになっています。その分のマイ箸に卒業年度と
先生の名前を入れますので、なかなか時間がかかりま
したが、数名のお父さんが助っ人として頑張ってくれま
したので、時間内にできあがりました。先生が喜んでく
れると良いですね。

新学期・・・捨てる前に

使わなくなった物はリユースしよう！
進学や進級すると、まだ着られそうなのに不要にな
ってしまうのが、制服や体操着・・・エコ・ハウスのリサイク
ルショップに展示してみませんか？
▼リサイクルショップに展示するには、利用会員（無料）
として登録が必要です。（高根沢町内在住または勤務の
方のみ）

●1 月 14 日（土）10:00～12:00
エコ・ガーデニング教室 3 名
●1 月 14 日（土）10:00～12:00
高根沢町生涯学習課 ミニ縁
台づくり 8 組
●1 月 15 日（日）10:00～17:00
里山文化工房 6 名
●1 月 17 日（火）10:00～13:00
里山文化講座 6 名
●1 月 17 日（火）13:45～14:45
ケアハウスフローラ 出前
16 名
●1 月 18 日（水）13:30～15:00
那須小学校 6 年生 親子体験
出前 12 組
●1 月 19 日（木）10:00～12:00
古布リサイクルくらぶ 11 名
●1 月 21 日（土）10:00～15:00
エコ・アクションデー 15 名
●1 月 29 日（日）14:00～15:30
たかねざわ日帰り体験ツアー
体験 24 名

▼展示には 1 点につき
展示料 10 円をいただ
いております。
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。

１月の利用状況
○利用者数：3,190 名
○視察・見学・体験：4 件
○部屋の利用：62 件
○売上げ：166,480 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
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
指定管理者：特定非営利活動法人（NPO 法人）ふるさと未来 Sou

