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アースデイ西東京

秋のフェスティバル
2021年11月20日（土）〜12月12日（日）

2021
秋 号

アースデイネット
お問い合わせ先

・「アースデイ秋のフェスティバル」へのご質問など、アースデイネットへのご連絡は、
　こちらまでお送りください。▶　EDNET20@outlook.jp　（ednet20@outlook.jp）

アースデイが1970年に提唱されてから50年余。地球環境を保全し再生するために西東京市とその周辺で
環境をテーマに取り組んできました。SDGsの時代にふさわしい「持続可能」な活動を広げていきます。

アースデイ 2021 秋のフェスティバル　賛同団体・個人

●東大農場・演習林の存続を願う会	 ●大気汚染測定西東市連絡会	 ●エクラアニマル
●西原自然公園を育成する会	 ●西東京	菜の花エコ・プロジェクト	 ●株式会社	TO.BI.RA
●NPO法人	ワーカーズコープ	 ●ごみ資源化市民会議	 ●西東京自然を見つめる会
●西東京自治研究センター	 ●都市計画道路３・４・７を考える会	 ●ヤギサワベース
●ベーカリーピヨピヨ	 ●SHARE	WELL	Hironta　菊池ゆかり	 ●フレスポひばりが丘
●小関雄嗣	 ●環境サポーターはちどりの会	 ●まったなしスタジオ
●にしとうきょう市民放射能測定所	あるびれお	 ●憲法９条を守る西東京連絡会	 ●サスティナブルカフェ&サロン	HALUM

共同代表あいさつ
アースデイ・秋のフェスティバルは、地球環境を考え、自分と地域を元気にする時間。
コロナに負けないで知恵を出し工夫して、みんなで交流し、前へ歩き出すイベントで
す。秋の一日、楽しくご参加ください。
� 共同代表　豊永ひとみ、川地素睿

〒188-0004　西東京市西原町1-5-13-101
TEL/FAX：042-478-0056　E-mail：info@kodomoamigo.org

子どもアミーゴ西東京は、学童クラブ、児童
センターを運営しているNPO法人です。
「つながる」「ささえあう」「ともに生きる」
の三つのキーワードを軸に、子どものための
地域づくりに取り組んでいます。

当団体は、寄付金収入により当イベントを協賛しております。

NPO法人 ワーカーズコープ
「市民主体の協同・連帯する働き方=協同労働を」
と世に訴えて20年余。いよいよ2022年10月1日に「労働
者協同組合法」が施行されます。持続可能な世界をつくり
たいと地域での仕事おこしをめざします。
　〒192-0082　八王子市東町5-5 ハルズ八王子４F
　☎042-649-8801　fax 042-649-8802
　E-mail santama@roukyou.gr.jp

㈱エクラアニマル
全ての人の幸せのために、心にしみるアニメを子どもたちに

「志ある仲間たちと、自然と融合した当たり前の幸せ
を求めて、心が本気で喜ぶアートの共
有をしたい。未来の子どもたちに笑顔
のバトンが渡せるようにしていきたい」
　〒188-0003　西東京市北原町3-6-10
　☎042-465-9331　fax 042-461-53021
　E-mail info@anime.or,jp

協賛団体� ご協力ありがとうございます。

アースデイ西東京2021 秋のフェスティバル実行委員会

オープニングイベント エンドイベント
11／20（土）
10：00〜11：30
いこいの森公園
パークセンター

セミナールーム前広場

12／12（日）
10：00〜12：30
フレスポひばりが丘
２階イベントスペースフェスティバル期間中

「小さな集い」
を各所で開催！

音楽演奏もあります♫
協力：フレスポひばりが丘



あなたもできるエコ生活

金曜パンの日
アースデイスペシャル

コスプレ・クリーンアップ

「パルシステムでんき」
パネル展示

子どもたちに平和な未来を

福 meguru

続けよう、放射能測定

秋色の雑木林の中へ

東大農場売却地を 
コンクリートにするな！

ハチドリのひとしずく 
～いま、私にできること

農・人の交流・みどり 
環境保全♥

みつろうエコラップづくりと 
お菓子すくい 他

持続可能なエネルギー再生
（天ぷら油回収）
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エコメッセ

SHARE WELL Hironta

エクラアニマル

パルシステム東京

憲法9条を守る西東京連絡会

ハハマナブ

にしとうきょう市民放射能測定所 あるびれお

西原自然公園を育成する会

都市計画道路田無3・4・7を考える会

環境サポーターはちどりの会

菜の花エコ

生活クラブ生協まち西東京

NPO法人ワーカーズコープ

 内容 
防災セット（ソーラーランタン・再生手袋・ハザードマッ
プ入）販売。家庭廃油回収。
 どこ 
エコメッセ 水・緑・木地西東京店（西武柳沢駅北口商
店街西端）
 いつ 　期間中いつでも（日曜・祭日は除く）

11：00～18：00

持続可能な消費・クリーンな 
エネルギーの普及を目指しています。

 内容 
“リアル井戸端会議”を目指して井戸を再生した庭で天
然酵母手作りパン販売・野菜販売・リサイクル絵本貸出・
フェアトレード雑貨販売等
 どこ 　東町の廣田家の庭
 いつ 
11月26日（金）10：00～13：00

井戸を再生した庭から始まる新し
い“リアル井戸端”は、持続可能
なコミュニティへの入り口。

 内容 　コスプレして楽しくクリーンアップする。
 どこ 　北原交差点周辺
　　　  （エクラアニマル前で集合）
 いつ 
11月22日（月）　9：00～11：00

コスプレした参加者が、北原交差点周辺の路上ゴ
ミを楽しくクリーンアップしながら、責任ある消
費行動について考える。

 内容 
再生可能エネルギーについて（のパネル展示）

私達は身近な地域の中で環境や平和、福祉問
題を考えて取り組んでいます。地球温暖化を
抑制し原発を廃止して再生可能エネルギーを
活かすため、パルシステム東京が普及を進める

「パル システムでんき」をみんなに紹介します。

 内容 
・ 「九条三輪車」（よく動く針金製三輪車）の制作

実演と販売
・ 絵本「伸ちゃんのさんりんしゃ」の紹介（作；

児玉辰春、絵；おぼ まこと）童心社
 ・ 掘り出された伸ちゃんの三輪車の写真紹介（広

島平和資料館展示）

戦争は最大の環境破壊であり、子どもたちの
教育の機会、未来を奪う明白な暴力。SDGs
では「子どもに対する虐待、搾取、取引およ
びおあらゆる形態の暴力および拷問を終息さ
せる」と指摘。憲法９条を守り子どもたちに
平和な未来を手渡したい。

 内容 
古着譲渡会（お譲り会）

〈身近な資源の有効活用・再資源化〉を図るた
め、地域の皆さんに持ち寄っていただいた中
古衣類等を必要な方に譲渡したり、途上国等
への支援物資としたりする。

 内容 
活動内容紹介動画（測定結果報告・身近な土壌と
ゼオライト測定呼びかけ）・パネル展示など。

原発事故から10年。大気中に放出された放射
性物質のうちセシウム137は30年経ってよう
やくその量が半分になるだけです。事故当時、
放射能雲（プリューム）は関東地方にも来てい
ます。測定器さえあればセシウムの値を知る
ことができます。環境汚染の事実を記録する
ため土壌とゼオライトの測定にご協力いただ
きたいです。

 内容 
「のこぎりで木を切る体験」他　

12月初めはちょうど紅葉の頃かと思います。
そのころは林はいい香りもします。 

ぜひお越しください。

 内容 　展示・資料配布　

 内容 
小学生が参加できるSDGs活動を啓発する絵本の
無料配布　
 いつ 　12月５日（日）10：00～14：00　

緑を守り、 
温暖化を止める行動を起こしましょう

 内容 　菜の花エコ野菜販売と活動紹介
〈お願い〉野菜は泥付きです。スーパーバックのご用意
はありませんので、お買い物袋と野菜を包む新聞等ご
持参ください。
 どこ 　 
　・北町エコ畑 特別養護老人ホーム保谷苑東側
　・住吉エコ畑 ひばりが丘中学校北側（目印が野菜販売所）
 いつ 　12月５日（日）9：00～11：30　＊雨天中止

都市農地保全と資源循環

 内容 　 みつろうエコラップづくり（参加料300円）・
子ども向けお菓子すくい・生活クラブ電気の
紹介と生活クラブ2030行動宣言紹介

 どこ 　 特別養護老人ホーム保谷苑東側（北町２丁目
1373番）

 いつ 　12月５日（日）9：00～11：30　＊雨天中止

 内容 　天ぷら油（BDF）の回収
 どこ 　芝久保保育園入り口
 いつ 
12月７日（火）～９日（木）10：00～12：00受付

天ぷら油はエコ資源。使い終わった油を回収し、
製製しバイオディーゼル燃料（BDF）として再活用。
地球温暖化によるリスクを軽減し、持続可能な未
来づくりに貢献。

西 原 自 然 公 園
西原自然公園「憩いの広場」で開催する企画です。

12月５日（日）　10：00〜15：00

音楽演奏もあります♫
秋の紅葉とあわせて
お楽しみください！

協
力
企
画

❶11月21日（日）
「西東京市環境フェスティバル」
会場（アスタ2Fセンターコート）での

〈SDGsコーナー〉開設・解説担当
❷12月19日（日）こもれびホール主催事業

「こもれびピースフルコンサート」
ロビーでの〈SDGsコーナー〉開設・解説担当

誰ひとり取り残さないSDGsなまちづくり
アースデイとSDGsとくらしを考える

洪水、山火事、急激な温暖化、食糧危機、そして新型コロナウイルス
の流行、地球が悲鳴をあげています。「もう、待てない」と国連が提
唱したSDGsを学び、自分たちができることを考えます。

　日時：12月4日（土）午後２時〜４時30分（午後１時30分開場）
　場所：西東京市柳沢公民館視聴覚室
　対象：市内在住・在勤・在学者
　定員：24人（申し込み順）
　会費：100円（資料代）
　内容：	わかったようでわからないSDGs。持続可能って何？気候変

動の課題を中心に、貧困や働き方にもふれ、自分とくらしと
まちを考えます。

　講師：	高橋真樹（たかはし	まさき）（ノンフィクションライター、
放送大学非常勤講師）　「ご当地電力はじめました」（岩波書
店）など著作多数。映画「おだやかな革命」アドバイザー

　申込：11月5日（金）から受付。18：00〜21：00まで電話連絡で。
　受付・お問合わせ：佐藤	☎090-2907-0551（18時〜21時）

＊〈西東京市公民館市民企画事業〉＊

“小さな集い”“小さな集い”
秋のフェスティバル秋のフェスティバル

◆「みんなのNONUKES☆西東京」11月13日（土）
　ひばりヶ丘駅前：定例宣伝でアースデイパンフレット配布
◆「第５回川崎平右衛門研究会」11月19日（金）
　12：30～16：30　ルネこだいら中ホールで開催

応
援
企
画


