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多摩川自然情報館「夏休みイベント」開催多摩川自然情報館「夏休みイベント」開催多摩川自然情報館「夏休みイベント」開催多摩川自然情報館「夏休みイベント」開催

日時／７月１８日（土）午前１０時～午後４時

内容／

・ふれあい移動水族館（情報館前庭）

・生きものプールの生物観察（２階テラス）

・ザリガニつり（２階テラス）

・情報館クイズ（２階展示室，答え合わせについ

ては１階大集会室）

　今年も多摩川自然情報館で，夏休みイベントを開催します。

　歩きたばこやポイ捨てで困っているといった気持ちを，標語やポスターで表現してみませんか。喫煙者

に最も訴えかける作品は，ポケットティッシュなどのデザインに採用させていただきます。

・抽選会～カブトムシ等をプレゼント～

（抽選券配布時間・場所：午前１０時～正午，２階

展示室，抽選会実施時間・場所：午後１時３０分

～１階大集会室※中学生以下が対象）

・多摩川流域１０自治体交流イベントラリー対象

イベント（スタンプ会場：２階学習室　※先着

１５０人にゲゲゲの鬼太郎プチタオルをプレゼ

ント）

喫煙マナー喫煙マナー標語・ポスターを募集 標語・ポスターを募集 ～喫煙マナーを呼びかけよう～～喫煙マナーを呼びかけよう～喫煙マナー標語・ポスターを募集 ～喫煙マナーを呼びかけよう～喫煙マナー標語・ポスターを募集 ～喫煙マナーを呼びかけよう～

①標語の部／形式は自由　【対象】市内在住・在勤・

在学の方

②ポスターの部（小学生の部，中学生の部）／

大きさはA３サイズまで。画材やキャッチコピー

は自由　【対象】市内在住・在学の小・中学生（１

人１作品）

①②共に　【申込み】作品に住所，氏名（匿名希望

の場合はペンネームも），電話番号，学校名・学

年を明記し，９月４日（金）（必着）までに， 環

境政策課まで郵送または持参。

【その他】入賞者には記念品，応募

者全員に参加賞を贈呈。作品返

却希望の方は，下記問合せまで

ご連絡ください。

【問合せ】 〒182-8511 調布市小島町 2-35-1

　　　　 調布市環境部環境政策課（市役所８階）

　　　　 ０４２－４８１－７０８７

　多摩川流域の１０自治体（府中市，

調布市，日野市，狛江市，多摩市，

稲城市，奥多摩町，川崎市，小菅村，

丹波山村）と国土交通省京浜河川事

務所が事務局の多摩川流域懇談会が

連携して，それぞれが行うイベント

をスタンプラリーで結ぶイベントラ

リーを実施しています。

　右表のイベントに参加すると，先

着で参加賞をプレゼントするほか，

2 つ以上のスタンプを集めると，抽

選で１０自治体の友好都市等への旅

や特産品をプレゼントします。スタ

ンプ台紙は会場にあります。

多摩川流域１０自治体交流イベントラリーを実施しています多摩川流域１０自治体交流イベントラリーを実施しています多摩川流域１０自治体交流イベントラリーを実施しています多摩川流域１０自治体交流イベントラリーを実施しています

ち ょ う ふ 環 境 に ゅ ～ す

●発　行：調布市環境部環境政策課
●連絡先：電　話：042-481-7086（直通）　ＦＡＸ：042-481-7550
　　　　　　　　　メールアドレス：kankyou@w2.city.chofu.tokyo.jp

※市ホームページでも，環境情報を提供しています（トップページ「まちづくり・環境」からご覧ください）。
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　調布市では，毎年６月の環境月間にあわせ，市民の

方に環境を見つめ直し考える機会を持っていただくた

め，様々な展示や体験ブースを設けた環境フェアを開

催しています。

　今年は，「あなたから始まる、地球の未来」をテーマ

として，６月６日 ( 土 ) 午前１０時から市役所前庭にお

いて開催し，２３の市民団体，企業，行政団体の方々

に出展していただきました。

調布市制施行６０周年　第４３回調布市環境フェアを開催しました調布市制施行６０周年　第４３回調布市環境フェアを開催しました調布市制施行６０周年　第４３回調布市環境フェアを開催しました調布市制施行６０周年　第４３回調布市環境フェアを開催しました

　昨年は荒天のため中止でしたが，今年は天気にも恵

まれ，多くの方にご来場いただきました。

　会場には，子どもから大人までが，見て触れて，体

験しながら環境について学べる展示などが多数あり，

来場者の皆さんは，各出展ブースでの説明を興味深そ

うに聞いていました。

　ゴーヤの苗やブルーベリーの苗木の無料配布，環境

に配慮したグッズなどが当たるスタンプラリーも行い

ました。会場での体験をきっかけに，改めて環境につ

いて考えてみてはいかがでしょうか。

出展団体一覧

出展団体名 内　　　　　　　　容

ちょうふ環境市民会議
調布の自然で遊ぼう（丸太切り体験）・活
動のパネル展示

調布水辺の楽校
がっこう

多摩川の魚の水槽展示

電気通信大学おもちゃの病院
壊れたおもちゃ・壊してもいいおもちゃを
持ち寄り，一緒に分解・修理しその仕組み
を学ぶ

野川で遊ぶまちづくりの会 「田んぼの学校」紹介

高木仁三郎記念　ちょうふ市民放射
能測定室

東日本土壌測定プロジェクト紹介・調布の
放射能測定値

調布未来
　あ　す

のエネルギー協議会 自然エネルギーに関する活動紹介

調布市歯科医師会
無料歯科健診・歯みがき相談・指摸型コー
ナー・口腔内写真コーナー・紙芝居コー
ナー

首都圏建設産業ユニオン東多摩支部 木工教室「木製本立て作り」

関口十一畳店
畳を作る際に出る端材を利用した「イ草
コースター」作り

美しい多摩川フォーラム
美しい多摩づくり運動のシンボルとなる多
摩川の水環境保全に向けた調査研究

東京都ペストコントロール協会 害虫相談

日本DME協会
ＤＭＥ自動車のパネル展示やビデオ放映・
資料配布

相田化学工業
廃棄物からリサイクルした銀粘土の体験教
室

東京ガス西部支店・ライフバル
調布狛江

燃料電池についてのパネル展示・燃料電池
の体験コーナー・資料配布

シャープエネルギーソリューション
太陽光・蓄電池・ＨＥＭSを中心に環境啓
発

みんなの森財団 工作などの自然体験や活動案内

生物多様性保全協会
多摩川河川敷における外来植物駆除活動の
報告

都立農業高等学校
学校案内の展示・販売（花・茶）・ピン
クッション作製

住宅課
よりよい住まいづくり応援制度の資料展示
及び案内（太陽光・バリアフリー）

緑と公園課 花の種及び苗木の無料配布

下水道課 浸水対策啓発とグッズ頒布

ごみ対策課
リサイクル家具の販売・使用済小型電子機
器等回収

環境政策課
環境保全施策の紹介・スタンプラリー
抽選場所
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　いきものフォトコンテスト 2015　　　検 索

調布こどもエコクラブの活動調布こどもエコクラブの活動調布こどもエコクラブの活動調布こどもエコクラブの活動

ちょうふ水辺の楽校の活動ちょうふ水辺の楽校の活動ちょうふ水辺の楽校の活動ちょうふ水辺の楽校の活動

公共施設の屋根等を利用した太陽光発電設備の稼働状況公共施設の屋根等を利用した太陽光発電設備の稼働状況公共施設の屋根等を利用した太陽光発電設備の稼働状況公共施設の屋根等を利用した太陽光発電設備の稼働状況

雑木林ボランティア講座の活動雑木林ボランティア講座の活動雑木林ボランティア講座の活動雑木林ボランティア講座の活動

　５月２３日（土）に，多摩川自然情報館で調布の自

然環境についての講義，多摩川河川敷で自然観察を行

いました。

　前半では，講師に調布市や多摩川の自然環境につい

て講義していただきました。

　第１回　調布の自然を知る～多摩川河川敷の自然～

　５月３０日（土）に，野川公園で２８人の子どもた

ちとその保護者など，計５６人で園内の植物観察と水

辺の生き物観察（水辺のガサガサ）を行いました。

　前半では，野川公園に御協力の下，野川公園のパー

クレンジャーに解説していただきながら生き物等の観

察を行いました。

　第１回　野川公園の散策と植物・生き物観察（水辺ガサガサ）

　調布こどもエコクラブは，河川や緑地等の自然体験

を通じて環境を学ぶ，子どもたちの環境クラブです。

市では，市内の小中学生を対象に毎年４月に会員の募

　調布に今も残る里山の風景や雑木林を，市民との協
働で保全していくための基礎講座である，雑木林ボラ
ンティア講座を実施しています。

環境モニターの活動環境モニターの活動環境モニターの活動環境モニターの活動

　環境モニターは，多摩川の植物を中心とした継続観察

と記録によって調布の自然を見守り，自然環境の保全に

　５月１６日（土）に，市内小学校の児童とその保護者計

２４名が参加し，教員・地域の環境学習ボランティアの運

営により平成２７年度の水辺の楽校の開校式を行いました。

　開校式後は多摩川の鮎の産卵のビデオを鑑賞し，その後，

スタッフによる解説をいただきながら，水槽に入れた多摩

調布市いきものフォトコンテスト２０１５～感じよう！生物多様性～調布市いきものフォトコンテスト２０１５～感じよう！生物多様性～調布市いきものフォトコンテスト２０１５～感じよう！生物多様性～調布市いきものフォトコンテスト２０１５～感じよう！生物多様性～

川の魚たちを観察し，多摩

川の魚について学習しまし

た。

　市では，再生可能エネルギーの普及・促進，停電時の電

力確保，売電収益の一部を市や市域の環境施策等に活用す

ることを目的とし，３４の公共施設を対象とした屋根貸し

による太陽光発電事業を行っています。

　平成 26 年度の総発電量は約 9６万 kwh でした（平成

２６年４月から準備の整った施設から順次発電を開始）。こ

れは一般家庭の約２７０世帯分の電気使用量に相当する発

電量でした。

夏季の省エネ・節電にご協力を夏季の省エネ・節電にご協力を夏季の省エネ・節電にご協力を夏季の省エネ・節電にご協力を

　政府は，７月１日（水）～９月３０日（水）の平日（８

月１３日（木），１４日（金）を除く）の午前９時～午後８

時に，節電の要請を行っています（数値目標はありません）。

空調器具

照明器具

テレビ

台所の家電

製品

気化熱の

利用

冷房時の室温は 28℃を目安に（ただし熱中

症には注意して，無理のない程度に節電を）

エアコンのフィルターはこまめに掃除

白熱電球を電球型蛍光ランプや LED 電球に

交換

使わない部屋の照明はこまめに消灯

テレビの画面は明るすぎないように設定

ポットや炊飯器の長時間の保温をやめる

冷蔵庫は，夏期は設定温度が「強」の場合

は「中」にする

冷蔵庫には，ものを詰め込みすぎない

雨水や風呂の残り水を利用し，打ち水をす

る。

日射や熱を

遮る工夫

すだれ，よしず，グリーンカーテン（つる

性植物を育て窓に日陰を作る）などで日射

を遮る

窓ガラスに遮熱フィルムを貼る

　地球温暖化防止のためにも，家庭やオフィスで，節電を

始めとする省エネにご協力をお願いします。

　５月３０日（土）に，初回活動として，開講式後に，

調布の雑木林の過去と現状をテーマとした講義を行い

ました。

　その後，国領駅前から野川や佐須の田んぼ，深大寺

　第１回　調布の雑木林の過去と現状・佐須の里山観察

　後半では，講師に解説

していただきながら，計

２８種の多摩川河川敷の

植物等を観察することが

できました。

　また，後半では園内の

野川に入り，ガサガサし

ながら水辺の生き物を観

察しました。

自然広場までを講師やス

タッフの解説を聞きなが

ら歩く里山観察を行いま

した。

　植物，鳥，昆虫，魚など調布市内で撮影した「いきもの」の写真を募集します

　調布市では，市内の自然環境の再発見と，生物多様性

への理解を深める目的で，「調布市いきものフォトコンテ

スト 2015」を開催します。市内に生息する野生生物主

体の写真を募集し，応募作品を調布市多摩川自然情報館

で展示します。応募作品の中から投票・専門家の評価に

より，入賞作品を決めます。

　また，応募作品の撮影地点より，「2015 年 調布市い

きもの分布情報図」を作成し，調布市の生物多様性につ

いて調布市多摩川自然情報館で展示します。　

■部門
多摩川部門（デジタルカメラ等で撮影した，調布市内の

多摩川に生息する野生生物を主体とした写真）

市内部門（デジタルカメラ等で撮影した，調布市内の多

摩川以外に生息する野生生物を主体とした写真）

スマフォト部門（スマートフォン，携帯電話，携帯ゲー

ム機のカメラ機能，トイカメラ等で撮影した，調布全域

に生息する野生生物を主体とした写真）

■表彰内容
＜多摩川部門・市内部門＞
多摩川自然情報館大賞　各部門１名（図書券 3,000 円分）

多摩川自然情報館賞　　各部門２名（図書券 1,000 円分）

特別賞　各部門３名　（図書券  500 円分）

＜スマフォト部門＞
作品賞　　　　５名　（図書券　 500 円分）

※各賞毎に賞状を贈呈

≪選 考≫

多摩川自然情報館で来館者による投票及び専門家による

評価

2015 年 12 月 20 日 ( 日 ) ～ 2016 年 2 月 20 日 ( 土 )

■応募方法
1 人２点まで。

①郵送　②多摩川自然情報館への持参　③Ｅメールから

応募できます。

☆詳しくは募集要項をご覧ください。

問い合わせ

〒182-8511 調布市小島町 2-35-1

調布市環境部環境政策課

042-481-7086　kankyou@w2.city.chofu.tokyo.jp

【家庭やオフィスなどでできる節電例】【家庭やオフィスなどでできる節電例】

役立てていこうという，市民主体の環境学習の活動で

す。

集を行い，平成２７年度は５４人の子どもたちが会員

として活動しています。

　平成２７年度の雑木林ボランティア講座は，全６回
の市内雑木林での実習講座及びオプションとしての参
加者交流イベントの実施を予定しています。
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