やさしいまち
マガジン

すみだ やさしいまち宣言

「すみだ やさしいまち宣言」中学生アクションプラン
ワークショップ●ショートムービー編集グループ

中学生アクションプラン
ワークショップ●マガジン編集グループ

環境

にやさしいまち

ショートムービーもご覧ください
修学旅行で墨田にやって来た女子４人。その中の一
人は元墨田に住んでいた人で幼なじみと一緒に墨田の
いいところ、悪いところを見て、墨田の素晴らしさを知
っていく物語です。
この作品には路地裏や商店街、公園などいろいろな
ところが映っています。自分の知っているところや知ら
ないところ。知ってはいるけれど詳しいところまでは知
らないところなど、いろいろなところがあります。
そういうところにも目を向けてこの作品を見てくだ
さい。
TEAM

この物語は、不幸な少年スキマが、自ら行動してす
主人公のスキマはどんくさいけど何事にも一生懸
命でドコか憎めない中学２年生。ペットのネコ スイッ
チ に相談したり、ヤンキーと××したりと、他の人に
はできないことまでやってのけます。そんなスキマの
お陰でわかる、すみだの良い所悪い所。良い事は続け
たい。悪い所は見直そう。そんなスキマの姿勢に感
動、今世紀最大の青春コメディ！「出来ることから、コ

私たち中学生が︑
まちに飛び出して
取材して
作りました！

ツコツとー」
（ｂｙ毒舌ネコ）乞うご期待！

人

にやさしいまち

地域

折戸魁斗（吾嬬第二中） 小林珠緒（本所中）
斎藤葉月（本所中）
石曽根巧（文花中）
岩沢冴子（墨田中）
棚橋知樹（文花中）
中川美穂（墨田中）

みだを良くしていこうとする青春コメディです。

TEAM

にやさしいまち

A

B

大西由希子（両国中）高橋伶奈（錦糸中）
武田萌花（両国中） 三沢良美（錦糸中）
安田翔哉（錦糸中） 秋草慧一（本所中）…友情出演

墨田区の中学校に転校してきた三宅は、おせっかい
な同級生・加藤に連れられて墨田区を案内されます。
下町の風情や人付き合い、墨田区の名所など見た三宅
は、墨田区の良いところと悪いところを知ります。最
初は墨田区に引っ越してきたことを不安に思っていた
三宅くん。でも同級生、加藤・横尾・三浦や近所の人
たちの優しさや思いやりを感じて、いつしか墨田区に
転校してきて本当に良かったと思うように。向島と本
所、あなたはどちらが好きですか？

TEAM

C

加藤七海（竪川中）
三浦華恋（竪川中）
三宅浩史（向島中）

横尾洋平（向島中）
谷口丈治（向島中）

私たちの住む墨田区では︑平成 年に
﹁すみだ やさしいまち宣言﹂を行い︑
やさしさやおもいやりのあるまちづくり
を目指し︑みんなで活動しています︒そ
のような活動の一環として︑今年度は中
学生の目線ですみだのまちを考える﹁中
学生アクションプラン﹂づくりを行うこ
とになりました︒
まず︑夏休みを利用して︑区内の各中
学校から数人ずつの中学生が集まりまし
た︑学校の垣根をこえて︑私たちはすみ
だのまちについて意見を出し合い︑まち
に飛び出しました︒まちや人々を知るた
めのまち探検や車いす体験︒またマガジ
ン作りに必要なアイデアを知るためのイ
ンタビュー︒私たちはさまざまな体験を
通して︑こんなまちになったらいいと︑
新しいすみだを考えました︒
そのように私たちが考えた新しいすみ

8

だをマガジンにまとめてみました︒この
マガジンをきっかけに︑皆さんがすみだ

環境に配慮し、
限りある資源を大切にする
「環境にやさしいまち」の実現に努めます。

気持ちを込めて、
笑顔のあいさつから

を歩いてみようかな︑と思ってくれたら
うれしいです︒

あいさつをする

人 と 地 域 と 環 境 の た め に
わたくしたち墨田区民は、

21 世紀という新しい時代を迎えるにあたり、

①大人も子どもも進んで﹁あいさつ﹂し︑
人と人とのふれあいを大切にしよう︒
②家庭︑地域社会︑学校の連携で︑
健全で心豊かな青少年を育てよう︒
③地域の行事に参加しよう︒
④おとしよりや体の不自由な方などを思いやり︑
お手伝いしよう︒
⑤誰にでも︑おもてなしの心で接しよう︒

3 人助けをする

すみだ やさしいまち宣言

①地域の安全と安心のため︑
防犯・防火につとめよう︒
②たばこの吸い殻やごみのポイ捨てはやめよう︒
③ペットを飼うときは︑マナーを守ろう︒
④自転車を放置しない︑させない︒
⑤家族や地域の人達と一緒に︑清掃活動や
美化活動に参加しよう︒

6

12

①環境について学習し︑生活に活かそう︒
② 電気・ガス・水を大切に使って︑
地球温暖化を防ごう︒
③地域の緑を守り育てよう︒
④雨水をたくわえ︑活用しよう︒
⑤﹁もったいない﹂の気持ちを心がけよう︒

歩けるまち

次のとおり行動します。
1 三世代の集まりの場づくり

まちをきれいにし、
他人への迷惑行為や犯罪をなくし、
すべての人が安心して暮らせる
「地域にやさしいまち」の実現に努めます。

ゴーヤを育てて
緑のフェスティバルを
開こう
18

「やさしさ」や「おもいやり」の心を大切にして、
人と地域と環境に対してやさしいまちをつくり、
未来の世代に引き継いでいくために、

私たちが考えた
アクション

2
や さ し い ま ち マ ガ ジ ン

3 文（右上）◉西村健志（向島中）
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行動指針

人と人とのふれあいを大切にして、
お互いに支え合う
「人にやさしいまち」の実現に努めます。

環境にやさしい
もっと会話が
「マナーを守る宣言」
３つの R
弾むまちに
16 をマークに
12

3 緑を大切にする

22
●編集後記

20
●ワークショップの流れ
●取材で出会った方々

行動指針
行動指針

2 困っている人を助ける
2 歩行者が安心して
2 すぐに捨てないまち

にやさしいまち

環境

1 マナーを守るまち
1 毎日「春」みたいな生活

人
地域

にやさしいまち

にやさしいまち

マナーを伝える
昔の人の
みんなでワイワイ
知恵から学ぶ 14 伝統工芸
10 おもてなし
4

1

私たちのアクション

うわ〜︑
じょうずですね︒

目標▼ 三世代の集まりの場づくり

29

人

にやさしいまち

みんなでワイワイ
おもてなし

暑い暑い夏休みの終盤の８月 日
に︑﹁和菓子づくりだ！集合！﹂と

いうイベントが行われました︒地域
のみんながいっしょに集まれる場が
欲しい︑そんな私たちの声から生ま
れたイベントです︒
内容は︑向島の﹁もんじゃお好み

和菓づくりのイベントでは、どら焼きと季節の和菓子づく
りに挑戦しました。どちらも初めての経験でしたが、季節の
和菓子づくりでは、お菓子にこめられた意味を一哲さんから
教えていただきました。
それは、和菓子は少し先の季節の物を作るということです。
私たちは練切製の「ききょう」と「芋きんとん」を作りまし
た。ききょうは秋の七草の一つ、芋は秋の代表的な食べ物で
す。イベントの当日は暑い日でしたが、それらのお菓子から、
さわやかな秋を感じることができました。
これから来る季節を知らせてあげること、これも大切なお
もてなしだと思いました。

焼き とも﹂さんの鉄板で︑﹁菓子
遍路一哲﹂さんの指導のもと︑どら

スカイツリーお土産コンテストでアイ
ディア賞を受賞された立花中学校三年生の、
佐伯さん、佃さん、三澤さんにインタビュー
しました。
三人が考えたお土産は、長さ約 4 センチ
のプラスチック製のクリップです。ピンク、
白、紫、緑、青の 5 色セットです。誰もが
使いたくなる楽しそうなこのクリップは、
どのように誕生したのでしょうか。
コンテストに参加するのは美術部の生徒
が多いそうですが、立花中学校では一般の
生徒がボランティアで参加したそうです。
最初考えたのは普通のクリップをスカイツ
リー型にしたクリップでした。その後、発
表会や業者さんとの話し合いを経て、プラ
スチック製のクリップが生まれました。
みんなが使える、みんなが買える、そん
なやさしい視点で作られた「スカイツリー
クリップ」ぜ
ひ実物を手に
とってみてく
ださい。

和菓子づくりを教えていただい
た酒井哲治さん
（菓子遍路
一哲）

20

焼きならぬ﹁ドラえもんじゃ焼き﹂
や︑季節の和菓子づくりに挑戦する
というものです︒

商 品 化された
「スカイツリー
クリップ」

作って、見て、食べて…。
季節を感じてもらえれば

当日は︑地元の町会の方︑小学生
の皆さんなど 名ほどが集まりまし

中学生が
おもてなしに挑戦！

お菓子作りは
大好きよ！

コ ラ ム

た︒﹁地域にみんながいっしょに集
まれる場を設ける﹂ということはと
ても難しいことです︒しかし︑﹁和
菓子﹂など︑食べ物関係のことにな
ると︑みんなの注目が集まります︒

やさしいまち・インタビュー

実際に︑今回の和菓子教室では︑

お店を会場に使わせていただいた本田さんは、
「一期一
会」を大切に店を開いているそうです。つまり、出会う
人は一生に一度限りであること。また、下町は道がせま
いので、道をゆずってもらうことがあります。ゆずって
もらったら「ありがとうございます」
。ここから知らない
人同士でのコミュニケーションが始まると言います。と
本田のり子さん
（もんじゃ お好み焼き もさんのおもてなしは来てくれてありがとうという「感
謝の気持ち」を笑顔や言葉で伝えることだそうです。
とも）

﹁もんじゃお好み焼き とも﹂さん
のお店の中でワイワイ盛り上がりま

「ありがとう」の気持ちを
笑顔と言葉で伝えます

した︒今回の和菓子教室は規模が
小さいですが︑これも﹁やさしいま
ち﹂を進めるための第一歩になった
と思います︒

やさしいまち・インタビュー

酒井さんの手からはマジックの
ように、
和菓子が生まれます。

5 文・写真◉西村健志（向島中）／杉原花恋（墨田中）／平野加菜（鐘淵中）

もんじゃの鉄板を使ってどら焼き
＝「ドラえもんじゃ焼き」
を焼きま
した。

や さ し い ま ち マ ガ ジ ン

4

人にやさしいまちをつくるには︑
困っている人を助けないといけない

と考えました︒そして︑思いついた
のは高齢者の方々です︒まず︑その
高齢者の方々をよく知るために﹁ミ
ニデイサービス与楽所﹂を取材しま
した︒

高齢者の方々から話を聞いて︑印

象に残った言葉︑考えさせられた話
は﹁すみだには温かみがあって下町
らしさがあるけど︑ビルが多いのは
ちょっとやだな⁝﹂という内容で

2

す︒﹁確かに今は色々なものが便利
になったけど︑小さいころの駄菓子

人

にやさしいまち

屋が懐かしく思って︑前にあったと

私たちのアクション

区役所の人も
がんばってくれて︑
助かっていますよ

お隣どうし気軽に
声をかけられる
下町らしい
ところが好き

すみだの
いいところは
どんな
ところですか？

目標▼ 困っている人を助ける

引きこもりがちな高齢者の方に、家の中
から外に出てきて友達をつくってもらうた
めに作られました。名前の由来は、福島県
や栃木県で「よらっしょ」とはよってらっ
しゃいという意味です。漢字の「与楽所」
にこめられている意味は「楽しみを与える
場所」だそうです。
活動内容は、偶数日には絵手紙を書き、
月に一度俳句会を行っているそうです。で
も普段は女の人ばかりなので、人形作りや
手遊び等で遊んで楽しんでいるそうです。

もっと会話が
弾むまちに

楽しみ与える
高齢者の居場所づくり

ころに行ってみるとビルが建ってた
り⁝︒﹂最近はビルがたくさん建っ
て︑星が見られなくなったりと︑環
境の問題にもつながってくると思い
ました︒
取材をして﹁人にやさしいまち﹂
にするために︑人と人とが今よりも
もっとたくさんの会話をするという
ことが大切だなと思いました︒皆さ
ん﹁近所の人が声をかけてくれる事
が嬉しい！﹂と言っていました︒誰
でも声をかけられたら嬉しいと思い
ます︒だから︑声をかけあって相手
の事を知って思いやっていく︒これ
を広めていけば︑自然とやさしいま
ちが作られていくんじゃないかと考
えました︒

やさしいまち・インタビュー

藤井俊雄さん（ミニデイサービス与楽所）

助け合いのしくみを
PR して欲しい

最近は
高いビルが
増えて
きたねえ

どう？
すてきでしょ？

社会福祉協議会には、高齢者や障害
者を支えるしくみがいくつかあります。
「ハートライン２１」という会員登録をし
て、家事を手伝ってあげるサービスや、
「ミニサポートサービス」という会員登録
なしで、30 分以内のちょっとしたお手伝
いができるサービスもあります。そして、
「ファミリーサポート」という子どもを預
かったり、保育園に送り迎えをするサー
ビスもあります。
「たくさんの人
に登録してもらえ
るように、みんな
で PR をして欲し
い」と、大野さん
は言います。
大野朋子さん
（墨田区社
会福祉協議会）

7 文・写真◉秋草慧一（本所中）／小埜桂吾（文花中）／川名佑佳（墨田中）／松土綾香（吾嬬第二中）

誕生会に、飛び入り
参加しました。

得意のハーモニカで、
ハッピーバースデイ♪

や さ し い ま ち マ ガ ジ ン

6

プレゼントの
レターケースを
作りました

宮沢賢治が
大好き♡
詩が元気のもとね︒

人と交流するのが
若さを保つ
秘けつね︒

コ ラ ム

山田さん。自治会の活動にも積
極的に参加しているそうです。

3

私たちが作った
レターケース
使ってください︒
布川さんは、着物の生地で
作った、手づくりのブラウス
を見せてくれました。

現代の若者は︑高齢者に対して親

切でない︑冷たい傾向にあると思い
ませんか？ 近所に住んでいる人が
誰なのか︑名前すら知らない状況で
す︒それを知らないため︑あいさつ
をしても返事が返ってこない⁝とい

9 文・写真◉杉原花恋（墨田中）／平野加菜（鐘淵中）／内海文弥（本所中）

うことになる訳です︒私たち自身
も︑家族・友達以外の人と人との交

ふれあい福祉委員会委員長）

流が薄いのではないかと考えまし
た︒そこで私たちは︑人と人との交
流を深めるため︑高齢者の方が住む
お宅に︑実際に取材に行き︑お話し
することにしました︒ということで
白鬚団地に住んでいる６人のお宅に

私たちと一緒に高齢者のお宅を訪問して
いただいた、笑顔がやさしい井上久子さん。
一人暮らしの高齢者が家に閉じこもったき
りにならないための活動をしています。コ
ミュニケーションの第一歩は、
「まず日ごろ
井上久子さん
（堤通二丁目3・4
からのあいさつが大切」だそうです。

行きました︒
高齢者の方々は私たちに警戒する
こともなく迎え入れてくれます︒皆
さん︑初見のはずの私達に笑いなが
らいろいろ話してくれました︒その

日ごろのあいさつが
とっても大切です

なかでも﹁人と交流するのが若くい

やさしいまち・インタビュー

る秘訣﹂という言葉が印象的でし
た︒良い経験ができました︒お話し
できて良かったです︒

デザインを考えるのが楽
しい時間です。

コミュニケーションのためにと、
レターケースの作
り方を教えていただいた片野一恵さん
（写真中
央）
と、
羽生ゆかりさん
（写真左）
。

オシャレを
することが
若さの
秘けつよ︒

いろいろな模様の型が
あります。

や さ し い ま ち マ ガ ジ ン

目標▼ 人助けをする／あいさつをする

詩や俳句が好きな稲垣さん。
「雨ニモ
マケズ」のレプリカも見せてくれました。

たくさんのきれいな写
真を見せてくれた中田
さん。

気持ちを込めて︑
笑顔のあいさつから

長生きするのは
初めてだから
秘けつは
分からないよ︒
ハハハ⁝

私たちのアクション

戦争中の経験を話し
てくれた馬場さん。

ベランダから
スカイツリーの
写真は︑ずっと
撮っているよ︒

今回、お宅訪問の際にお土産として作っ
たレターケースは革製品のお店、アトリエ・
アミーチさんで作らせてもらいました。材
料の革は、なんと捨ててしまうはずだった
革の廃材です。デザインと作り方を教えて
くださったのは羽生ゆかりさんです。革を
なめらかにしたり、模様の打ち方を教えて
くださったのは片野一恵さんでした。
作っていて大変だった所は見本通りにひ
もを通す穴をあけることで、デザインを考
えることに一番時間がかかりました。けれ
どとても楽しかったです。そして良い作品
ができ、訪問に行ったときにお土産をとて
も喜んでもらえたので嬉しかったです。片
野さん、羽生さん、本当にありがとうござ
いました。

人

にやさしいまち

8

私たちは︑伝統工芸の魅力を墨田
区を訪れる人たちや︑次の世代の人

たちに伝えたいと思いました︒理由
は︑伝統工芸には︑古くから伝わ
る︑知識・技・温かい何かが伝わっ
ているので︑今の私たちに何かを教
えてくれるのではないかと感じたか
らです︒
私たちは﹁マナーを守るまち﹂に

ついて調べよう︑ということになっ
て︑どういうふうにしてマナーにつ
いて調べようかと迷っていて︑考え

付いたのが伝統工芸でした︒伝統工
芸で伝えられる事は︑技だけじゃな

くてマナーなども伝わっているので
はないかと考えたからです︒

二人の職人さんにマナーについて
聞いてみると︑二人とも﹁おもてな
し﹂という言葉が出てきました︒お

私たちのアクション

もてなしとは何か︑を考えて書いた

1

４コママンガと伝統工芸の魅力と大
変さについてまとめました︒

向島中の
アイデアも︑
ヒントに
なりました︒

かわいい人形が
た く さ ん あって︑
欲しく
なっちゃいます︒

塚田進さん

マナーも
伝統工芸も
次に継ぐことが
大切だね︒

江戸・明治時代の
着物の布は︑
色が細かくて
繊細です︒

職人としての
修行は
まずマナーを
身につけること
でしたね︒

11 文・写真・イラスト◉秋草慧一（本所中）／小埜桂吾（文花中）／川名佑佳（墨田中）／松土綾香（吾嬬第二中）

地域

にやさしいまち

目標▼ マナーを守るまち

西山和宏さんは、
「心が豊か
でないと、いい羽子板はでき
ない」と言っていました。
羽子板は病気無く育つとい
う願いをこめて、子どもの初
正月を祝う物なのだそうです。
西山さんの羽子板を手にした
人々からお礼と感謝の言葉が
届いていて、とても温かい気
持ちになりました。
お店にある羽子板を見てい
ると、どれもキレイで、細か
いところまでよくできている
なと思いました。作る量は、
1 カ月で約２０枚。特に忙し
いのは年末だそうです。
これからも、羽子板作りが
んばってください。

塚田工房

江戸木目込人形

塚田さんの作っている江戸木目込
み人形は、ひな人形が多く、残木に
切れ目を入れて、着物をつけたりし
て、とてもすごい技です。着物は、
江戸時代、明治時代のものを使って
います。理由は、昔の着物のほうが、
色がやさしく、糸が細かいだからだ
そうです。
「一個一個、色や着物の柄
が違うので、世界に一つだけの人形
になる」と聞いて、とても魅力を感
じました。
塚田さんは、
「伝統工芸は続けるの
が難しい」と言っていました。跡を
継ぐ人がいなかったり、いたとして
も職人になるのに時間がかかったり
するからです。
伝統工芸には、いい物、昔ながら
の温かい物などがあるので、終わら
ないで、続けてほしいと思いました。

羽子板の
一つひとつに
心をこめて

マナーを伝える
伝統工芸

一つの羽子板は
たくさんの
パーツでできて
います︒

世界にひとつだけの
人形を作っています

羽子板の鴻月 西山和宏さん

一つひとつの
基本がしっかり
できないと︑
いい羽子板は
できません︒

押絵羽子板

やさしいまち・インタビュー
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撤去された自転車を
引き取る返還料は
いくら？

［B］ 錦糸町駅周辺

［B］ 約 10,000 台

［B］ 3,000 円

［C］ 曳舟駅周辺

［C］ 約 15,000 台

［C］ 5,000 円

Q4

Q5

Q6

返還される台数と
処分される台数の
比率は？

撤去自転車のうち
リサイクルされる
自転車の数は？

錦糸町駅前地下駐輪
場の１日の駐輪料金は
いくら？

［A］ 3：7

［A］ 約 60 台

［A］ 50 円

［B］ 5：5

［B］ 約 600 台

［B］ 100 円

［C］ 6：4

［C］ 約 6,000 台

［C］ 200 円

禁止区域に指定されて、最近は
数が減ってきています。

6,000 台の自転車が、処分され
てしまいます。もったいない〜。

なんと、すごい数の放置自転車
です。

Q5［A］ 約 60 台
処分するにはもったいない自転車
は、リサイクルされます。

Q3［A］ 2,000 円
自転車のマナー向上のための費
用に使われます。

Q6［A］ 50 円
1 日たったの 50 円。駐輪場を利
用しましょう。

13 文・写真・イラスト◉杉原花恋（墨田中）／平野加菜（鐘淵中）／内海文弥（本所中）／藤原孝太（寺島中）

他にも
いろいろな
アイデアを
考えました︒

Q4［C］ 6：4

Q2［C］ 約 15,000 台

ルールや
マナーを守る
マークの
アイデア︒

Q1［B］ 錦糸町駅周辺

2

私たちのアクション

墨田区の土木管理課の小林さん
（右）
と吉村さん
（左）
に自転車マナーの現
状を取材しました。

【こたえ】

地域

にやさしいまち

これをシールにして自
転車のかごに貼る人が
増えれば、みんなが自
然にルールやマナーが
守れるようになるとい
う思いで考えました。

目標▼ 歩行者が安心して歩けるまち

［A］ 2,000 円

﹁マナーを守る宣言﹂
をマークに

［A］ 約 5,000 台

危険！

［A］ 両国駅周辺

このごろ歩道を歩いていると︑
自転車で二人乗りをする人や横に

Q3

並んで話しながらこいでいる人︑
傘をさしてこいでいる人を︑よく
見かけます︒広い道ならまだしも

1 年間に撤去している
放置自転車の
数は何台？

細い道でそんなことがあると︑歩
く人にとってとても迷惑です︒
そこで︑私たちはルールを守る

Q2

人を増やしたい︒そんな思いでマ
ナーマークを作ってみました︒私
たちの墨田区全体をやさしいまち

区内で放置自転車の
数がいちばん多い
地域はどこ？

にしたいという思いです︒この
マークには︑ルールやマナーを
守って欲しい︑歩行
者を優先に︑思いや

Q1

りを持って欲しいとい
う意味を込めて﹁ルー
ル・マナーを守る宣

クイズ

言﹂という言葉をつけま
した︒このマークがすみ
だじゅうに広がるといい
なと思います︒

放置自転車は
やめて！
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昔の人の
知恵に学ぶ
エコライフ

●雨水を使って打ち水
雨水を溜めておいて打ち水に使え
ば︑かなりエコ︒朝夕の時間帯が効
果的だそうです︒

目標▼ 毎日﹁春﹂みたいな生活

●音で涼む
風鈴の音は昔の人の知恵︒コオロギ
やスズムシの声も何となく涼しさを
感じます︒

チリン
チリン♪

●扇子や団扇であおぐ

涼しそうな物や︑涼しそうな風景を
楽しむのも︑昔の人の知恵です︒

●金魚鉢を置く

体を動かして汗をかけば︑涼しくな
ります︒エアコンにばかり頼ってい
ると汗をかかなくなるそうです︒

●汗をかく

木陰に入れば︑日なたに比べて２〜
３度は涼しいそうです︒お寺の軒下
も日射しが避けられます︒

●日陰で涼む

昔の人の
知恵から学ぶ

こわ〜いお化け屋敷や︑ぞくぞくす
るような怪談話を聞けば︑自然と体
も涼しくなるかも︒

●こわ〜い話で涼む

暑い夏を
涼しく過ごす
ヒント集

私たちのアクション

冷たくて
おいしいよ︒

昔の人はスイカや果物を︑井戸水で
冷やしていました︒ちなみに川の水
は︑流れの速い真ん中の方が冷たい
そうです︒

●水で冷やす

1

●すだれをかける

今のプラスチック製の団扇より︑昔
の竹で作った団扇の方が︑しなやか
で涼しいそうです︒

今年の夏も毎日毎日暑い日が続
きっぱなしで嫌になります︒そして
３月 日の東日本大震災で節電を心
掛けるようになりました︒そこで︑
暑さをしのぐよい方法はないかと昔
の人の知恵を学びに行きました︒
昔の人は冬に降る雪を溜めておい
て夏に使ったり︑日射しを避けるた
めに木陰に入ったり︑すだれやよし
ずをかけたり︑自然の力を使って︑
工夫してしのいでいたそうです︒隅
田川の真ん中の水は︑意外と冷たく
てきれいでその水を売ったりもして
いたそうです︒また涼しそうな音を
聞いたり︑怖い話を聞いて涼しい気
持ちになったりしていました︒
このことを聞いて︑昔の人は頭を
使って夏を過ごしていたんだなぁと
思いました︒私達も昔の人を見習っ
て︑工夫して夏を過ごしていきたい
と思いました︒

隅田川の
歴史の話を
聞きました

隅田川を舟で
めぐりました。

環境
太陽の熱い日射しが遮られるうえ
に︑風が通って涼しい︒あしずと呼
ばずによしずと呼ぶのは︑げん担ぎ
からだそうです︒

水の中は
涼しいよ〜

川の風が通って、
意外に涼しい桟敷

や さ し い ま ち マ ガ ジ ン 14

15 文・写真・イラスト◉杉原花恋（墨田中）／平野加菜（鐘淵中）／内海文弥（本所中）／三上温（鐘淵中）／西村健志（向島中）

11

コ ラ ム

両国橋のそばの堤防に造られた桟敷で、隅
田川の歴史や昔の人の知恵を教えていただき
ました。先生は、佐原滋元さん
（すみだ学習ガー
デン理事長）
と植野勧さん
（（株）
ＣＤＩ代表取締
役）。夏を涼しく
過ごすコツのほ
かに、
ものを大
事にした昔の人
の暮らしを学び
ました。

にやさしいまち

目標▼ すぐに捨てないまち

あき缶の
リサイクル

Recycle

リサイクルと
リユースには
たくさんの
エネルギーを
使います︒

繰り返し
使うこと

もう一度、資源と
して使うこと

【リサイクル】

私たちは今︑分別ということをし
ていますが︑カン・ビン・ペットボ

【リユース】

トル・食品トレーなどちゃんと分別
しているでしょうか︒
﹁３つのＲ﹂というのを知ってい

Reuse

環境にやさしい
３つの
〝Ｒ〟
私たちのアクション

【リデュース】

ますか？ ﹁リデュース﹂﹁リユー
ス﹂﹁リサイクル﹂この３つの頭文
字のＲとを取って︑﹁３つのＲ﹂で
す︒でも皆さんは３つの中にも︑良

ごみになるものを
減らすこと

し悪しがあるのを知っていますか？
私達が一番しているＲは︑リサイ
クルです︒でもこのリサイクル︑本
当は一番オススメしたくないＲなの
です︒リサイクルというのは︑使い

Reduce

環境
ごみ減量の
3つのR
あきびんの
リユースと
リサイクル

にやさしいまち
2

びんは、溶かしてリサイクルするび
んと、洗ってリユースするびんとに
分けます。

終わった物を資源にすることです︒
でも︑資源にするといっても熱や電
気を使うのであまり環境にやさし
いとは言えないのです︒本当は﹁リ
デュース﹂が一番いいのですが︑リ
サイクルという言葉が先に流行りだ
してしまったので︑みんなリサイク
ルが一番いい事と思ってしまってい
るのです︒
では︑一番いいリデュースとは︑
何なのでしょうか︒リデュースとは
ごみそのものを減らして資源を大切
にすることです︒
二番目はリユースです︒昔は︑
ビールなど飲み終わったビンを酒屋
さんに返すと 円お金が返ってきま
した︒ですが︑今はビンよりもカン

びんとかんの
行方を
調べました

空き缶はつぶして運びます。

や さ し い ま ち マ ガ ジ ン 16

17 文・写真・イラスト◉杉原花恋（墨田中）／平野加菜（鐘淵中）／内海文弥（本所中）

10

で買う人が多くなりビンで買う人が
少なくなってきました︒本当はリサ
イクルをしなくてすむ買い方をした
ほうがいいのかもしれません︒

コ ラ ム
回収されたびんとかんを、リサイク
ル・リユースしやすいように、さらに細
かく分別したり加工したりする工場を見
学しました。そして吉田豊さん
（
（有）
吉
田容器店代表取締役）から、リデュース
の大切さを教
わりました。

すみだ清掃事務所の美野さん
から、
ごみや資源の課題を聞き
ました。

にやさしいまち

環境
3

家庭菜園も
やりように
よっては︑
このように
美しくなります︒

近年︑地球規模で緑が少なくなっ
ている問題が騒がれています︒そう
した世界に共通した課題をニュース
などで目にしたことがない人はいな
いでしょう︒そうした問題を解決す
るために様々な策を打ち出してはい
ますが︑いまだ目立った効果は出て
いません︒
そのような状況を見て︑具体案を
考えようと︑私たちは﹁緑と花の学
習園﹂に行きました︒緑と花のサ
ポーターの依田さんに尋ねたとこ
ろ︑﹁ゴーヤは誰でも育てやすい﹂
というお話を聞いて︑各家庭にでき
るだけ家庭菜園を広めたいと考えま
した︒とくに︑ゴーヤを中心とした
菜園を推し進めたいです︒ゴーヤは
前述の通り簡単に育てられるし︑窓
辺に育てればグリーンカーテンとし
ても利用できます︒そうすればエア
コンの設定温度も高く設定しても大
丈夫です︒
また︑これを利用してすみだの各
地域で﹁みどりフェスティバル﹂な
るものを開催したいです︒これは自
分で育てた野菜などを持ち寄り︑自
慢したり︑大きさを競い︑優勝を決
めるコンテストです︒そうすれば︑
地域の活性化にもつながるし︑温暖
化防止にも少し役立ちます︒もしそ
れが成功すれば︑すみだはクリーン

な都市となり︑イメージが良くなる
と思うのです︒さあ︑皆さんも小さ
なところから緑化を始めましょう！

雨水利用が
分かる
環境ふれあい館
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19 文・写真◉秋草慧一（本所中）／小埜桂吾（文花中）／川名佑佳（墨田中）／松土綾香（吾嬬第二中）

緑と花の
学習園では︑
きれいな花や
ブドウまで
見られます︒

ゴーヤは
比較的
育てやすい
ですよ︒

グリーンカーテン。見ている
だけで涼しくなります。

墨田区にも
こんなに
緑はある！

目標▼ 緑を大切にする

野菜を
育てれば
収穫も
楽しいな︒

緑と花のサポーター依田榮久さん。

コ ラ ム

環境ふれあい館では、
ゴーヤのグリーンカーテン
を、溜めた雨水で育ててい
ます。緑が増えて、夏涼し
くて、収穫が楽しめて、し
かも雨水利用。ゴーヤは一
石四鳥です。

ゴーヤを育てて
緑のフェスティバルを
開こう
私たちのアクション

環境保全課の福嶋さんから、墨田区の緑
についての施策の話を聞きました。

8月11日（木）…9月4日（金）
取材

7月29・30日（金・土）
企画構成を考える

7月28日（木）
ディスカッション

7月27日（水）
まちに出かけて調べる②

7月26日（火）
まちに出かけて調べる①

7月25日（月）
オリエンテーション

取材した材料を持ち寄って
みんなで原稿づくり。見開
きごとに写真を選んで、文
章をまとめ、
イラストを描きま
した。

３つのチームに分かれて、それぞれ
企画・構成に沿って取材。話を聞く
人、記録する人、写真を撮る人と、
３
つの役割を分担します。暑さに耐え
ながら、
なんとか取材を終えました。

チームに分かれてアクショ
ンプランを考えます。マガジ
ンの見開きごとに、構成案
や見せ方のアイデア、取材
先を決めました。

グループ作業。
「最悪の学
校」を「最高の学校」にする
アイデアを出し合いました。
ユニークなアイデアが生ま
れます。

26日に続き、2つのグルー
プごとに、
ものづくりのまち
すみだの工場を見学をした
り、
まちの人から話を聞いた
りしました。

2つのグループに分かれて、
いつもと違う視点でまちを
体験したり、
まちの人から話
を聞きながら、
まちを探検し
ました。

区内各中学校から、ワーク
ショップに参加したみんな
が、
お互いを知るためのオリ
エンテーション。頭や体を
使ってゲームをしました。

アイマスクを付けて白杖で歩
く体験。サポートしてくれる
人の声だけが頼りです。

他己紹介。 似顔絵は一筆
で描くので変顔になってしま
いました。

全中学校で考えたアクショ
ンプランから、ヒントを探し
ます。

「最悪の学校」は次から次 きれいな水滴の反響音が聞
へと、いっぱい思いつきま こえる「路地琴」。路地探
す。さて解決策は？
検には発見がいっぱい。

ページごとに企画や構成を
考えて、取材先の候補を絞
ります。

最高の学校のために、「先 町工場を見学しました。 最
生はどうすればやさしくなる 新の工作機械で、世界に
の？」は、難しい課題です。 誇る部品を作っています。

まちの人の案内で、向島の 写真を選んでストーリーをつ
路地をくまなく探検しました。 くるデザインゲーム。おもし
ろい作品も飛び出してみん
なで笑いました。

西山和宏さん
（羽子板の
鴻月）

酒井哲治さん
（菓子遍路
一哲）
（写真中央）
藤 井 俊 雄さん（ミニデイ
サービス与楽所）

まち歩きや
取材で︑
出会った皆さん

ありがとう
ございました

吉田豊さん
（（有）吉田容
器店代表取締役）

ワークショプの流れ

9月23日（金）
まとめ

三田大介さん（配財プロ
高原純子さん
（一寺言問
ジェクト）
斉藤靖之さん（配財プロ を防災のまちにする会）
藤林豊典さん
（（株）浜野
ジェクト）
製作所）

植野勧さん
（（株）
ＣＤＩ代
表取締役）

西川由哲先生
（立花中）

本田のり子さん
（もんじゃ
お好み焼き とも）
大野朋子さん
（墨田区社
会福祉協議会職員）

立花中学校三年生の、佐
伯実紀さん
（左）
、
佃沙樹さ
（緑と花のサ
ん
（右から2番目）
、三澤秋 依田榮久さん
ポーター）
緒
（右）
さん
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塚田進さん
（江戸木目込
人形塚田工房）

井上久子さん
（堤通二丁
岩井光恵さん（配財プロ
佐原滋元さん
（すみだ学習 目3・4ふれあい福祉委員
会委員長）
阿部洋一さん
（一寺言問 ガーデン理事長）
木 村 吉 見さん（アートス ジェクト）
を防災のま
ちにする会）
ペースｙａｈ
ｉ
ｒ
ｏ８）

アトリエ・アミーチの片野一
恵さん
（写真中央）
と、
羽生
ゆかりさん
（写真左）

ミニデイサービス与楽所の皆さん

（墨田区広 車椅子、
小 川 昭さん（ 墨 田 区ボラン 前田惠久さん
（3sunネット 佐野善隆さん
アイマスク体験ガイドの皆さん
報広聴担当）
ティアサークル連絡会会長） 墨田支部）
や さ し い ま ち マ ガ ジ ン 20

このワークショップに参加
してみて︑今まで墨田区のこ
とについてあまり知らなかっ
たので︑改めて墨田区のこと
を知ることができました︒取
材などを通して︑地域の方々
とも触れあうことができたの
で良かったです︒これからは
この経験を活かしていきたい
です︒
平野加菜︵鐘淵中︶

約半年？間︵半月間︶
︑とて
も貴重でとても楽しい時間を
過ごすことができました︒そ
して自分の住む墨田区を大切
にしようという思いが強くな
りました︒墨田区内の学校の
みんなと仲よくなれたり墨田
区のことをたくさん知れて嬉
しかったです︒こんな体験は
めったにないのでとても心に
残る深い思い出になると思い
ます︒また機会があったらぜ
ひ参加したいです︒これから
も墨田区を思い︑墨田区のた
めになることを全力で行いた
いです︒皆さんありがとうご
ざいました︒
杉原花恋︵墨田中︶

僕は︑この町にあたりまえ
に︑ごく普通に住んでいまし
たが︑
﹁すみだやさしいまち宣
言﹂に取り組んだことにより︑
改めてこの町︵墨田区︶につ
いて関心・意欲が持てるよう
になりました︒
又︑スカイツリーがこの町
にあるということを改めて実
感することが出来ました︒
そして︑他の中学校の人と
交流できたことがとても嬉し
かったです︒
藤原孝太︵寺島中︶

今年の夏はとても暑くたい
へんでしたが︑その中でも取
材先の方々は︑熱心にすみだ
の良いところを教えてくださ
い ま し た︒ 昔 の 伝 統 を 残 し︑
今に伝えていくという活動は︑
すみだの良さと言えると思い
ます︒私もすみだの貴重な伝
統などを継承し︑残していき
たいです︒
川名佑佳︵墨田中︶

自分は友達もやるというこ
とで先生から薦められたのが
きっかけでした︒しかし︑こ
のアクションプランを行うう
ちに︑話す友達もでき︑自分
の中では︑結果的にはとても
いい経験になったと思います︒
アクションプランをすること
ができて良かったです︒
内海文弥︵本所中︶

私はこの体験を通し︑様々
な仲間と出会いました︒また
マガジンチームに所属したこ
とにより︑文章を書くことが
少しだけ︵？︶上手くなりま
した︒取材を通してでは︑地
域の人とふれあい︑これも貴
重な体験だと思います︒自分
を支えてくれた方々︑ありが
とうございました︒
秋草慧一︵本所中︶

僕は︑このワークショップ
に 参 加 し て 嬉 し か っ た 事 は︑
他の学校の人達と会えた事で
す︒ 最 初 は 緊 張 し た け れ ど︑
今ではみんなで協力して︑雑
誌作りに取り組むことが出来
るほどになりました︒ありが
とうございました︒
小埜桂吾︵文花中︶

私はこのワークショップを
やってみて︑他中の子といっ
しょにどこかに行ったり︑も
のを作ることができて楽し
か っ た し︑ 嬉 し か っ た で す︒
そのうえ︑他中の友だちもで
きました︒少し作業がたいへ
んでしたが︑区役所の方々も
優しくしてくださり︑この仕
事をして良かったと思います︒
松土綾香︵吾嬬第二中︶

ま ち 探 検︑ イ ン タ ビ ュ ー︑
カワセミ乗船︑いろいろな体
験をしましたが︑和菓子作り
が 一 番 印 象 に 残 っ て い ま す︒
ふだん︑何気なく食べている
どら焼きを作るのが︑あれほ
ど難しかったことは！
西村健志︵向島中︶
まち探検︑インタビュー︑
この﹁すみだやさしいまち宣
言﹂に入って︑とてもこの町
が好きになりました︒スカイ
ツリーのある町でもあり︑人
がやさしい町でもあるこの町
は︑まだ少しマナーが悪い人
たちもいるけれど︑少しずつ
きれいにしていけば︑この町
はさらによくなっていきま
す！
そのためにも︑この町をき
れいにしたい！と思いました︒
渋谷聖︵寺島中︶
私はワークショップをやっ
て︑最初は毎日あったりして
大変だな・・と思っていまし
た︒でも︑このワークショッ
プは︑人とふれあえる機会も
多く︑新しい友達もできまし
た︒これを機に︑墨田区がもっ
と良い町になるといいです︒
三上温︵鐘淵中︶

﹁ や さ し い ま ちＷ Ｓ マ ガ ジ
ン﹂では︑まちのやさしいと
ころを知るために探検したり︑
取 材 で 初 め て 会 う 方 々 か ら︑
いろいろなことを教えてもら
いました︒また︑他中の知ら
ない子とも仲良くなり︑協力
できました︒とても楽しかっ
たです︒
刀根愛実︵吾嬬第二中︶

まち探検やインタビューな
ど︑このワークショップをやっ
て︑この行事がとても地域に
役立つことなんだなと思いま
した︒さらに墨田区には︑ス
カイツリーができるので︑そ
のためには︑墨田区をきれい
なまちにしていけたらなと思
います︒
大室達利︵文花中︶
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編集後記

