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桜とカタクリ

千葉県柏市のカタクリの自生地に出かけてきました。
カタクリの花の咲く時期を知るのは難しい？いいえ、目安があります。なんとその
地域のソメイヨシノの開花と同時なのです。今年は寒い冬でしたから、桜の開花は
遅いのではという予想に反して、3月は記録的な暖かさになり、あっという間に開
花宣言、平年より10日も早く咲きはじめました。
ではカタクリは？かたい蕾を予想して出かけたところ、三分咲き、周辺の桜を見る
と、こちらも三分咲き、やはり桜とコラボしていました。
夜桜という風流な楽しみ方があります。ある年、“夜カタクリ”（もちろん桜も）と
しゃれこみました。花の時期のカタクリをライトアップしているわけではありませ
ん。自生地は住宅地の端で、公道に面しています。夜間は申し訳程度の街灯がつき
ます。カタクリは花を閉じていました。
30年以上前に始まった自生地の保護により、今では大群落になりました。種をアリ
が運ぶといいますが、ここは斜面、自然にこぼれ落ちて、だんだん下の方に分布が
広がっているようです。芽生えを探すのも楽しみです。
林の中が明るい春先のわずかな期間に光合成をし、栄養を蓄えます。ですから種か
ら花を咲かせるまでなんと7−８年もかかるそうです。山菜として葉が売られている
のを見ますが、地上に2カ月足らずしか存在しないことを思うと、とても食する気
にはなれません。咲き終えると、程なく地上部は枯れ、次の春まで地中で過ごしま
す。
このような植物は「スプリングエフェメラル」と呼ばれます。“春の妖精”と訳され
ますが、エフェメラルは、はかないものの形容です。

このお便りは、環境省環境カウンセラーの倉田智子様からお送りいただきました。
お便りをいただき、品川区内でカタクリが見られる池田山公園へ出かけました。一
輪だけですが、健気に最後の力を振り絞って咲いているかのようでした。
公園内のソメイヨシノは満開を過ぎ、ところどころに緑の葉っぱが目につき、確か
に同時期に咲くことがわかりました。
どちらの花も私たちの目を楽しませてくれる期間は短いですが、その分美しさも格
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別ですね。
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しながわの地球にやさしいお店「緑化隊」

　大井町の緑化の専門家「株式会社緑化隊」のご紹介です。
家庭の植木の枝落とし・伐採を請け負っている会社です。樹木はペットと同様に手
入れが不可欠で、放っておくと枝葉が密生して樹形が乱れ生育が悪くなり、害虫被
害や病気、老化が進行してしまいます。
生活の潤いを与えてくれる大切な樹木が永く活き活きできるお手伝いをしていま
す。

　また、屋上緑化・壁面緑化のメンテナンスを行っています。ビル屋上、マンショ
ン屋上でサツマイモやゴーヤ・スイカ・いちごなどの野菜を育てています。こうし
た環境緑化はヒートアイランド現象の緩和に効果があります。収穫時期にはビルで
働く人たちや近隣の子供たちを招いてイモ堀りイベントを行います。この試みは単
なる環境緑化ではなく、人と人を繋げ、収穫し、食べる、ということを私たちに再
認識させてくれます。

これからもこの環境緑化への取り組みを広げていきたいとのことでした。
株式会社　緑化隊
〒140-0014東京都品川区大井1-21-13　村上ビル2階
TEL:03-5742-5727
FAX:03-5742-5702
E-mail: ryokkatai@ryokkatai.co.jp

1/1ページしながわの地球にやさしいお店「緑化隊」 | ECOトピックス

2022/04/28https://shinagawa-eco.jp/wp/coto/?p=164



カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年04月24日

カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年04月24日

しながわの地球にやさしいお店「TETEアロマテラピーサロン」

ＪＲ・東急大井町駅から数分のところにあります。
アロマテラピーやハーブの検定講座、オーガニックコスメ講座、手作り石鹸講座な
どを開催し、さらに、「自然の香りに包まれた豊かな暮らしを提案」というボ
ディートリートメント、フェイシャルなどを予約制で行っています。
日本アロマ環境協会アドバイザー認定教室というだけあり、レッスンはナチュラル
をベースとした内容です。防腐剤・保存料など使用しないか、極力抑えていると店
主の水谷亮子さんは瑞々しく語られています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「植物オイルと苛性ソーダで作るハンドメイド石鹸に人気があります」との紹介が
ありました。

「ＴＥＴＥアロマテラピーサロン」
品川区東大井5-5-8　フクヤビル３Ｆ
TEL：03-3765-2953
HP ：http://www.tete-aroma.com/
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しながわの地球にやさしいお店「サヤマ園茶舗」

　山王銀座商店街にある創業８０年になるサヤマ園さんは、おりしも新茶の販売時
期であり新緑一色という雰囲気のお店でした。
静岡・牧の原にある信頼できる茶園・工場から直接仕入れ、人間が生活していく中
で一生安心して飲める健康的なお茶を消費者に届けていると、にこやかに店主は
語って下さいました。香りある健康にいい海苔もおすすめで、家族団らんで手巻き
をしたり、お弁当に昔以上に海苔を使って欲しいとも話されます。何だか話を聞い
ているだけでうれしくなる気持ちです。近くにある「弘風流煎茶教室」でもサヤマ
園のお茶を使用しているとの事。店主おすすめは、新茶は飲むだけでなく、新茶を
入れてご飯を炊くととても美味しいとか。また入れ終わった茶葉はオリーブ油で炒
め佃煮もできますと話して下さる。健康パワーと気持ちをおだやかにするやすらぎ
パワーで、お茶と海苔の魅力満載と思いました。

「サヤマ園茶舗」
品川区西大井4-23-9
TEL：03-3771-7013
営業時間：９時～１８時
定休日：不定休
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大井町自然再生観察園ホタルの夕べ

3月6日に放流したホタルの幼虫が成虫に…光るゲンジボタルの様子を公開します。
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早川町に行ってきました

平成25年6月8日（土）～9日（日）品川＆早川ふるさと交流「身延赤沢ハイキング
とマウントしながわ」ツアーに参加することができました。品川区は平成2年4月山
梨県早川町と「ふるさと交流協定」を結び、区民に都会では体験することができな
い自然と触れ合う機会を提供するため、種々の交流を行っています。早川町は山梨
県南西部に位置し、人口約1200人、世帯数約670世帯あまり、面積は品川区の約16
倍の広さの自然豊かな町です。
今回のツアーは平成25年度早川町交流バスツアーの第2回目で、一日目（8日）は
ロープウェイで身延山に登り、歩いて国の重要伝統的建造物群保存地区「赤沢宿」
へ、二日目は「マウントしながわ」の周辺を散策するハイキングツアーで、自然を
満喫することができました。参加者は13組21名（大人17名子ども4名）の他ボラン
ティア3名、区の担当者2名の計26名。他に早川町の職員3名。
8日7時20分品川区役所をバスで出発し、12時20分身延山ロープウェイに着いて、展
望台で昼食。13時40分ハイキングを開始、赤沢宿に向かいました。道はほぼ下り
で、なだらかな箇所が多かったのですが、険しい急坂もあり途中の「感(かん)井坊
(せいぼう)」や「十萬部寺(じゅうまんぶじ)」で休憩しながらのんびり進みました。
また一昨年の台風で道が壊れている箇所もあり、赤沢宿に着いたときはホッとしま
した。

早川町のバスで到着しました　　　　　身延山山頂展望台　　下り坂を赤沢宿へ
国の重要伝統的建造物群保存地区である赤沢宿は、日蓮宗の身延山久遠寺と古くか
らの修験の霊山として知られる七面山を結ぶ、山道の途中に位置する集落で、諸国
から参詣する講(こう)の宿として栄えました。休憩のあと、宿舎の「ヴィラ雨(あめ)
畑(はた)」に到着。温泉でハイキング疲れの身体を休め、早めに就寝しました。

道が寸断されていました　　　　　　　赤沢宿に到着しました　　　　　　　　赤
沢宿の蔵
2日目（9日）は早朝から、「見(けん)神(しん)の滝」まで往復1時間30分のウォーキ
ング。自然に関心がある方が多く、半数以上が参加しました。朝食後、硯の博物館
「硯(けん)匠(しょう)庵(あん)」を訪問して、雨(あめ)畑(はた)硯(すずり)のお話を伺
いました。雨畑硯は中国の端渓(たんけい)硯(すずり)に匹敵する早川町の特産品で、
きめ細かく緻密な石肌が特徴。硯職人は現在おひとりで、伝統を守っているとのこ
とです。見学後「マウントしながわ」に向かいました。
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見神の滝に到着（落差　55m）　　　　雨畑川にかかる吊り橋（定員1名）と雨畑
湖
「マウントしながわ」は山梨県早川町京ヶ島地区にある、標高482m、約4万�の小
高い山で、自然と親しむ活動の場、ふるさとの山、まるごと自由に使える里山とし
て、早川町から無償提供されたもの。品川区民が調査、利用計画を作り楽しみなが
ら里山づくりを目指しています。
「マウントしながわ」に登ってみると、ところどころ道が荒れていて歩きにくい箇
所もありましたが、15分くらいで山頂に到着。「マウントしながわ」の看板は長い
板を重ねて作ってあり、担ぎ上げるのはさぞかし大変だったのでは？と感じる大き
さでした。松の樹はマツクイムシの被害にあって倒れ、木肌は鹿にかじられた跡が
ありました。土砂崩れで荒れた道が少し残念です。それでも茂ったたくさんの草、
木に生えたきのこ、鳥のさえずり、など見るものは多く、新緑に輝く草の匂いに大
自然を感じました。木の上部に仕掛けた巣箱にはシジュウカラなどの鳥が棲み、世
代も交代しているそうです。「マウントしながわ」に向かう道にも自然があふれて
いました。

入口の看板　　　　　　　　樹に生えたきのこ　　　シカにかじられた跡　　ｷﾂﾂｷ
の開けた穴

「マウントしながわ」看板　　　　　　　　「品」の文字　　　　バスから見た
「マウントしながわ」
ハイキング、古いお寺や古い街並みの見学、硯の工房見学、はやかわトラねこ市、
マウントしながわ登頂、など大変盛りだくさんの行程で充実した2日間でした。梅
雨の時季でしたが、お天気にも恵まれ、自然に親しみ、楽しく過ごせました。私が
早川町に来たのは、今回で2回目、25年位前北岳から農鳥岳へ続く白根三山縦走登
山の時でしたが、あまり変わっていない印象です。それは自然が美しいまま、保た
れているからでしょうか？ボランティアの方が「田舎がないから、自分のふるさと
と思っている」とおっしゃっていたのが印象に残りました。日本ミツバチの巣箱が
あり、お茶も無農薬で栽培され、「日本で最も美しい村」連合の加盟町村、早川町
へ皆さんも行ってみませんか？
品川区市町村交流担当では「早川町交流バスツアー」をあと5回開催予定。次回の
予定は「広報しながわ」をご覧いただき、お早目にお申込みください。（費用は1
泊2日大人10000円～12000円、子ども6000円～7000円）
また「マウントしながわ里山再生事業」はあと2回開催予定。2日間で道つくり・樹
木の伐採・周辺の草刈の森林作業体験をします。（参加費用は1泊2日5000円）都会
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ではなかなか体験することのできない自然とふれあう機会です。環境についても考
える良い機会ですから、こちらもぜひご参加ください。
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しながわの地球にやさしいお店「ｐｒｉｘ」（プリ）

戸越銀座商店街の入口近くにあり、アースカラーの外壁が素敵なこちらのお店は、
カットとフェイスエステが評判の理容室です。
店長の山崎さんは、日頃から『エコ』に心がけており、「シャンプー」は、すすぐ
水が少なくてすむ、そして人にやさしく、地球環境にも優しい物を使用しています
とおっしゃっていました。
お店全体の環境対策としては、「エコ」を考え、貯湯タンクが設置してあり、お湯
がいつもパイプに流動していて、瞬時にお湯が出てくるので、捨てる水も少なくす
みます。また、毎日掃除の時に打ち水をしたり、お店の「周年記念」では「エコ
バック」や「エコマイ箸」や「エコせんす」等を差し上げています。
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しながわの地球にやさしいお店「ヘアーサロン　ロダン」

戸越銀座駅からも近く、戸越銀座商店街の地で約５０年間理容室を営んでおり、大
勢のお客様に親しまれ、愛されて来たとおっしゃる「ヘアーサロン　ロダン」
COOLな三代目オーナーの山崎さん。

地球環境やエコ対策にはいつも気を配っており、特にお店で販売しているシャン
プーやトリートメント等は、お客様の地肌にやさしいだけではなく、水質汚染にも
配慮した商品を選び、取り扱っています。　

「ヘアーサロン　ロダン」
品川区平塚２-１８-６ロダンビル１Ｆ
ＴＥＬ：０３-３７８５-３８８６
ＨＰ：http://rodan.kiy.jp/
営業時間：９時～20時
　　　　　（土曜日、日曜日、祝日８時30分～19時）
定休日：月曜日、第二、第三火曜日
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しながわの地球にやさしいお店「こめパン処　米魂」

「お米の味を最大限に活かしたパンを焼いています」という「こめパン処　米魂」
（ベイコン）は戸越銀座の商店街にあります。２０１０年７月にオープンして、そ
ろそろ３年になります。店内は明るく清潔で、お客さんがひっきりなしに入店して
来ます。
店主の富室（とみむろ）さんは、国産米で主に新潟・熊本の米粉を仕入れて、もち
もち感が出る様に研究を重ね作っているという事。また、添加物はほとんど使わず
保存料も使用していないと話されています。イーストの他に小麦のグルテンをつな
ぎに多少使いますが、近年アレルギーの人もいるので米粉100％を現在目指してい
ますとのことでした。
パン1つ1つに自然があふれ、パンへのこだわりが感じられる店でした。

「米パン処　米魂」
品川区戸越　2-6-3
定休日　木曜日
TEL：03-3787-4776
HP ：http://beicon.jugem.jp/
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しながわの地球にやさしいお店「チャプリン武蔵小山店・戸越銀座店」

両店とも商店街の中にあり、他のお店で断られた靴や鞄も丁寧に修理してくれるリ
ペア店です。地元のお客様はもちろんのこと、ネット注文で全国から修理の依頼が
たくさん届くほどの社長の右田さん。

修理でお金をかけても、使い慣れた鞄や履きなれた靴を大切にする愛着心の持ち主
には心をこめて修理をさせていただき、修理代もリーズナブルに設定しています。
最近はスーツケースや傘の修理も多く、修理店が少ないので大変喜ばれています。
仕事を通し、環境型社会に協力しています。
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しながわの地球にやさしいお店　「靴専科　戸越銀座店」

「シミや汚れのせいで“使わなくなった”、でも“捨てられない”愛着のあるバック・
靴・皮製品等でお困りではありませんか・・・？　そんな時はどうぞ、「靴専科」
にご相談ください」と爽やかな笑顔でおっしゃる店長の大矢さん。

ビジネスシューズや女性用のブーツ等のクリーニングも可能です。経年の汚れや手
垢等、皮を痛めないように手洗いと超音波クリーニングでしっかり洗浄し、除菌＆
消臭効果のあるオゾン水で水洗いもします。カラーリングや補修・修理もし、新品
同様にしてお渡ししています。いらない物はどんどん捨てて、お金さえ出せば簡単
に買える今日、修理をして長く大切にご愛用いただけると本当に嬉しいです。
これからもお客様と相談しながら‘ｒｅｕｓｅ’に取り組んで行きます。

「靴専科　戸越銀座店」
品川区平塚1−7−1
ＴＥＬ　：03-5751-8822
　　ＨＰ　：http://www.kutsusenka.com/
営業時間　：１０時～１９時
定休日　　：火曜日
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投稿日：2013年08月13日

夏の池田山公園

平成25年8月3日午後、池田山公園に行ってみました。春のツツジや紅葉で有名な公
園ですが、夏に行ったのは初めてでした。向かいの第三日野小学校では、午後4時
から開催される品川区民祭りの準備中で、大勢の人が忙しく働いていましたが、こ
ちらは来園者も全く見当たらず、静けさが漂っていました。

公園では木々の緑の中、キョウチクトウが咲き、カノコユリ（？）が少し残ってい
ました。

周りは暑いアスファルトの都会で、緑におおわれた池田山公園はとても涼しく、音
も吸収してしまうのか、とても静かでした。「緑陰」という言葉がぴったりで、
ヒートアイランド現象を抑えるには、緑の力が大きいと実感できました。
途中五反田駅前を通りかかると、駅前の道路にヒマワリが咲いていて写真を撮る人
を何人も見かけました。こちらは日陰もなく、太陽に向かって咲き、暑い夏を感じ
ました。
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投稿日：2013年08月26日

しながわの地球にやさしいお店「リサイクルショップあい」

ＪＲ大森駅と西大井駅の中間にあるお店です。周辺にはさまざまな商店が集まって
いるところで買い物客も多いようです。「リサイクルショップあい」は、１４年前
にオープンした当店の店主樫井さんは、「家具以外は何でも取り扱ってＥＣＯに徹
しています」とおだやかに話していらっしゃいました。
明るい店内には、委託販売の洋服をはじめ靴・バック・アクセサリーがおしゃれに
処狭しと並び、見ていて飽きません。持ち込まれたリサイクル商品の80％以上は売
れてしまうそうで返品は少ないそうです。２、３年前から流行り出した「断捨離」
効果とのこと。またリサイクルは不況に強いと言われ持ち込みも多く、中には宅急
便で依頼があると聞きました。それでも残念な事に売れなかったものは、キリスト
教会関係を通してフィリピンへ郵送され、とことんＥＣＯに協力することにしてい
るとの事でした。「使えるものは売れるように、そして使えるように」がモットー
になっていました。

「リサイクルショップあい」
住所　：品川区西大井4-24-8
定休日：日曜日
TEL　：03-3771-2991
HP ：http://9199.jp/phone_page/01803420/
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しながわの地球にやさしいお店「フランクリン・アベニュー」

東五反田に２４年前からあるハンバーガー専門店「フランクリン・アベニュー」の
代表･松本幸三さんをお訪ねし、お話を伺ってきました。中庭に面したシックで落
ち着いた広い店内には、１２０年前からの椅子がピカピカに磨かれ並んでいます。
名店のハンバーガーは大きなお皿に、そしてナイフとフォークの食文化でいただき
ます。
よりいいものの食材提供をいつも考えていらっしゃると言う事で、今回長年使い続
けていたオーストラリア産ビーフからアメリカ・アンガス産ビーフに変更したとの
事でした。ハンバーガーにピッタリと合う味が気に入っていると話されます。やわ
らかくジューシーな品質は安定し、手作りの良いものを提供することで食べ残しが
少なくなる。使用する油も酸化を少なく新鮮さをいつも心がけ、パンはさっぱり
感、甘みを抑え、肉を邪魔しないよう一つ一つ手作りにしているとにこやかに話さ
れます。よりいいものの食材提供は、すなわちエコにもつながり、ファンも多くお
客さんは大勢でした。
全世界では、食糧不足で十分に食せない人も多く、使い捨ての様な事は避けなけれ
ばならない。「知る・考える・行動する」が原点であるとおっしゃっています。お
いしく、楽しく、健康に貢献したいお店として、発信されているのが印象的です。

「フランクリン・アベニュー」
品川区東五反田3-15-18
TEL／FAX：03-3441-5028
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年08月30日

しながわの地球にやさしいお店　「パタゴニア」

JR大崎駅１分、ゲートシティーに2009年12月にオープンした「パタゴニア」
は、日本最大級直営店。創業はアメリカ、イヴォン・シュイナードさんで、今年で
創業40年になるそうです。
　製品・輸送・販売まで、環境に配慮している店であることは有名ですが、近年は
リサイクルの前のリユースに力をいれているとのこと。
「必要な時に必要なものを購入していただく、吟味していただく事で製品のよさが
わかり、長く愛用してもらい無駄を少なくする」というポリシーで、ビジネスとの
両立を図り、さらに製造過程・背景のわかる責任ある企業を目指していると話され
ています。
店内は男性・女性のカラフルなアウトドアウエアをはじめファミリーにもフレンド
リーな品も多く取り揃え、地域に愛される店であることを願っているとの事です。

軽量でスムーズ・しなやかな肌触り・丈夫さ・防水性・防風性・通湿性・耐久性を
感じる品々が揃っています。回収BOXも店内に配置し、リサイクルも徹底していま
す。
　消費者参加型のヨガイベント、トークショウ・ランニングイベント（林試の森ま
で）を展開し、毎年秋にはゲートシティ大崎で「世界のアウトドア映画祭」を開い
て情報発信しているという話でした。

　　　　回収ボックス　　　　　　　　　*　創始者の経営論・パタゴニアの歴史・
理念

*　責任ある企業とは、有意義な仕事
とは
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投稿日：2013年08月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「パタゴニア」
品川区大崎　1-11-1　　ゲートシティー大崎文化施設棟
TEL：03-5487-2101 FAX:03-5487-2139
HP http://www.patagonia.com/jp/patagonia.go?assetid=48267
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年09月03日

しながわの地球にやさしいお店　「黒兔」

　鹿児島の産物を使って、『喫茶・食事・居酒＆お土産物』を楽しめるこちらのお
店は、大井町線の戸越公園駅前にあり、鹿児島県の物産が所狭しと並べられ、アン
テナショップといった感じです。
洗った「空のボトル」を持参すると、ペットボトルを買うより断然安く、鹿児島産
のお茶・鹿児島産の紅茶・鹿児島産のコーヒーを入れて貰え、美味しく味わう事が
出来、また「使用済みのお弁当箱」を持参すると、さつま揚げやおかず、お菓子も
入れて安くいただけ、Ｒｅｕｓｅを進んで行っていると言うオーナーの迫田さん。

　古い着物をほどいて焼酎ビンを入れる袋やコースターを作ったり、壊れたビーズ
ストラップ等の補修もしています。特に、鹿児島のお茶工場から出る茶葉廃棄物
『非飲用茶葉』を取り寄せ、「茶香炉」で香を楽しみ、また「消臭材」として利用
し、植物に「肥料」として与え、土に返すと言うＲｅｄｕｃｅも常に心がけてお
り、『捨てるゴミはなく、すべて資源として再利用だ』とおっしゃっていました。
『非飲用茶葉』は畳掃除や茶釜掃除、冷蔵庫や靴の臭い消し等いろいろ使用出来る
ので、リピーターも多く、安く販売をしています。
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年09月03日

しながわの地球にやさしいお店「木もれび」

　大井町駅前ビル「きゅりあん」の裏手。和食メニューが人気の『お茶とごはん
処』です。
旬の野菜をたっぷり使い食材の持ち味を活かし、時には歯ごたえ、時にはのどご越
しに訴えるような献立は、ワンコインで始めた弁当とともに『毎日通ってます！』
『夕食はここのお弁当を家で』『週末のまぜごはんが楽しみ』と常連さんが答えて
くれました。

　こじんまりとした店内ながら、店主の本物へのこだわりがテーブル・食器類・空
間にいかされ、気持ちが落ち着きます。特に箸は殺菌作用のある竹製のものを丁寧
な洗いと、仕上げに電子レンジでの消毒の2本立てを開店時からおこなっており、
繰り返し使用するものでも安心して使ってもらいたいとの心遣いが、地球へのやさ
しさにもつながっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　店主は『ごはんでつながる家族との会話を大切にしてきました』とほほえみなが
らおっしゃるように、主婦から起業しました。場所探しなど、ご主人の協力もあっ
て、今はおいしいごはんをたべて育った息子さん一緒に、夕方からの野菜100パー
セントの餃子献立を担当しているとのことです。
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　店主の米原さん　　　　　　　　　　　　　　米原さんの著書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　食材もみなさんが家庭でなさるように、同じようなお店で1週間単位で丁寧に選
んで購入。噛むこと、食感を大切に考えているとのことです。
　店主は「木もれび」で出すような、野菜たっぷりの献立を若い家庭でも作ってほ
しいとの願いから、家庭教育学級や「豊葉の杜学園」でも食の講師として活躍中で
す。
「木もれび」
品川区大井1-2-1　糸日谷ビル101
TEL／FAX：03-3450-8904
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しながわの地球にやさしいお店「used accessories deco gigi(ジジ)」

　青物横丁と新馬場の中間、元なぎさ通り品川警察署近くにあるお店は、いつも
「夢さがし」、「宝さがし」の２０～８０代と幅拾い年齢層のお客様が絶え間なく
来店しています。笑顔のすてきなオーナー跡治(ｱﾄｼﾞ)淳子さんの対応が「ほっとす
るのよ」と、ファンを増やしています。
跡治さんはお客様が何を喜んでくださるのか、何をセレクトできるかと常に考えて
お客様と対応しているそうです。ファンが増えているのも、この心遣いがあるから
でしょう。
小さなお店の中はオーナーセレクトの新品の洋服や、色のきれいなブランド物の古
着、靴アクセサリー、バッグ、スワトウのハンカチや小さな鬢止めからメンズお洋
服まで、なんでも揃います。（10月15日よりリニューアルオープン）

お店入り口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オーナー　　　　　　

（店内）靴、袋物や木彫りの猫、ジュエリーや洋服、雑貨
‘used accessories deco gigi(ジジ) ’
住所　：品川区南品川2-17-4　青物横丁　元なぎさ通り
TEL･FAX：０３−５７９６−２７２０　
営業　：１２：００～１９：００
定休日：月・日・祝

1/1ページしながわの地球にやさしいお店「used accessories deco gigi(ジジ)」 | ECOトピックス

2022/04/28https://shinagawa-eco.jp/wp/coto/?p=181



カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年10月02日

しながわの地球にやさしいお店「ハレルヤ工房」

京浜急行新馬場駅商店街の横丁を入ったところに、おや何だろう！と思わせる雰囲
気で、ハレルヤ工房はあります。もとは建具の作業場だったところをオーナーの玉
井さんがDIYアドバイザーの腕をいかして、ひとりで改造してはじめたお店だそう
です。さて、工房では何を提供しているのでしょうか？
こじんまりした工房の中は、工具、作業中の板材、なつかしい足踏み型のミシン、
藍色の器にさりげなく緑色の植物、端材で作った波乗りヨットといったように夢が
ぎっしりつまっている感じです。常連さんがあざやかな色の外国製のファブリック
を手にしながらオーナーにアドバイスを求めます。じっくり工房の中を見る人、棚
にならんでいる陶器をながめている人もいます。オーナーは骨董品や古着や雑貨を
リメイクし、心地よい住まいの空間を作る名人でもあります。料理や収納も含め、
お客様との対話から、要望を工務店等の専門家へ伝えるなど、生活全般をコーディ
ネートしています。
　ものを使い切ること、ものの形をかえて役にたつことは命を尊重すること。使い
捨ての世の中に発信したいと小冊子にある自作の詩を披露していただきました。
—————————————————————————–
たまごを　食べると　元気になる。　たまごは　いろいろな国で食べている。
　たまごは　煮ても　焼いても　蒸しても食べられる
　主食にもなるし　姿を消して　つなぎという見えないけど　大切な役目もする
　おかずにもなるし　一品足りない時　ササッとつくれて　彩りもきれい　たまご
　わたしは　たまごが　だいすき
——————————————————————————-

「ハレルヤ工房」
住所　：品川区北品川2-10-4
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TEL ：０３−３４７１−３９１０
HP　　：http://www.haleluya.jp
営業　：１０：００～１７：００（来店前に要確認）
定休日：不定休
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投稿日：2013年10月02日

しながわの地球にやさしいお店「CAFE and BAR sweet」

JR、東急の大井町から数分、‘きゅりあん’の１Fにあるカフェです。
全面ガラスの店内は、外の風景をながめつつ待ち合わせにも、淹れたてのコーヒー
を味わうのにも便利な場所にあります。
好いにおいのする仕込みの手を休めずに動かしながら、きびきび答えていただいた
のは若いオーナーです。『アットホームな落ち着いた感じで、年齢を問わず集うこ
とのできる、そう、リビングのような雰囲気をめざしているんですよ』と笑顔で言
うだけあって、常連さんの中には８０～９０代の方々もいらっしゃるそうです。
店内は喫煙席と禁煙席を分ける分煙方式を採用。カトラリー(*)にもスプーンや
フォークのほかに、ちゃんと繰り返し使用できるエコ箸もあります。エコロジーは
常に心がけているとのことです。
ケーキ店のパティシェが手がけるベークドチーズケーキは、オーナーのイチオシで
すが、最近のスィーツ好き男子にも好評。もちろんコンサート、買い物の後の軽食
や飲み物類は、若いオーナーのもとで働くメンバーが、可愛くポップに描くメ
ニュー同様充実しています。
(*)カトラリー：食卓用のナイフ・フォーク・スプーンなど

「CAFE and BAR sweet」
品川区東大井5-18-1　きゅりあん１F
TEL:03-5462-3110 HP：www.sweet-cafe.info/
営業時間:10時～20時、定休日：不定休
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しながわの地球にやさしいお店「DOPELAND」

リサイクルショップ「DOPELAND」はJR大井町駅前中央口ロータリーから
３分のビル地下２階にあります。
　階段を降りていくと思いのほか広いスペースに、シャンデリアのある広間が出
現。
ゆったりとしたレザーのソファが置かれ、小振りのガラステーブルから
冷蔵庫、洗濯機、衣類などの日用品まで格安で購入できます。
生活の中に何かプラスしたい物を探している方には必見のお店です。

『誰かの‘ゴミ’（不用品）は誰かの‘宝’（必要品）』
この言葉は現在行っている仕事をしている中で実感して得た言葉だそうです。
お見積もり、不用品回収、買取も全て出張費用無料です！
不用品に関する疑問やお部屋の片付けまでご相談にのらせて頂きますので
お気軽にお問い合わせ下さい！と柔らかな笑みをもって話されました。
「DOPELAND」
住所　：品川区大井1-27-6　ガーネットビルB2
TEL ：０３−６４２９−９９８９
HP　　：http://www.dope-land.net
営業　：１２：００～１９：００
定休日：不定休（来店前に電話で確認）

1/1ページしながわの地球にやさしいお店 「DOPELAND」 | ECOトピックス

2022/04/28https://shinagawa-eco.jp/wp/coto/?p=184



カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年10月16日

しながわの地球にやさしいお店「スパゲティハウスオリーブ」

　青物横丁ジュネーブ平和通りと旧東海道の交差点角スーパーの２Fにあります。
東、南、西と３面ガラスの店内はおおらかなご主人の性格そのままで明るく、常連
さんの笑顔が集うお店です。はじめて来店した人も心休まる感じがするのは、ご主
人が心掛けているリビング・茶の間スタイルだからでしょうか。

　省エネのLED照明は、いろいろ試してみて食品の色が変わらないということで、
ルーブル美術館でも採用されている日本製のものを使っているとのこと。ランプ
シェードに合って良い感じです。そして発見！スペインの画家ミロの作品が壁に。
ご主人の照明への意識がここにも活かされて、優しいひかりの中で雰囲気をかもし
出しています。
　お店の何もかも一から始めたというご主人は、いろいろなことがあっても品川の
神輿が自分の活動力になってくれたというだけあって地元のお祭りへの思いは深
く、「今でも神輿はかつぐんですよ」と、ニコニコお話されました。また、お店で
はサッカーのFC東京を応援していて、マスコットの「おしなちゃん」が微笑むグッ
ズが店内のあちこちにあり、サッカーファンには嬉しいお店です。

　　　　　　　店内　　　　　　　　　　　　　おしなちゃん（FC東京）　　　　　
レジを預かる奥さんの笑顔
「スパゲティハウス　オリーブ」
住所　：品川区南品川2-7-12　平野屋ビル２F
TEL ：０３−３４７４−３４３８
HP　　：http://www.aoyoko.ch/shops/olive
営業　：１１：３０～２１：３０
定休日：日曜日･祝日
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年10月17日

「スポーツ祭東京２０１３」開催

スポーツ祭東京２０１３は、「第６８回国民体育大会」（国体）と「第１３回全国
障害者スポーツ大会」を一つとして今年度開催するスポーツの祭典です。東京都に
おける国体の開催は、昭和３４年の第１４回大会以来５４年ぶり３回目、全国障害
者スポーツ大会は初めてとなりました。都内６２区市町村及び都外３市町の会場で
行われ、熱戦が繰り広げられました。開催期間は、国体が9月28日～10月8日（会期
前開催競技：水泳・ボート・ビーチバレー9月11日～15日）、また全国障害者ス
ポーツ大会が10月12日～14日でした。
今回の大会では、スポーツのすばらしさを伝える最大のスポーツイベントにするだ
けでなく、東京からの様々なメッセージを発信する祭典として、「環境を最優先す
る大会」にすることを目指していました。開催の準備や、大会運営、移動、施設の
整備など全ての過程において最大級の配慮策や、環境問題を考えるきっかけとなる
ような取り組みを具体化し実施しました。
品川区においては、9月21日に公開競技のグラウンド・ゴルフ（天王洲公園野球
場）、10月3日はハンドボール成年女子〈１回戦〉、4日にハンドボール成年男子
〈２回戦〉（品川区立総合体育館）が開催されました。これらのなかで10月4日に
品川区総合体育館で開催されたハンドボール成年男子〈２回戦〉の第一試合を見学
し、あわせて大会での環境問題に対する取り組みを取材しました。
ハンドボールは屋内競技であり、コートは長さ40m×20m、ゴールは縦2m×横3m
で、フットサルと同じ大きさです。コートに入れる選手は12人、実際にコートでプ
レイする6人とゴールキーパー1人の7人で戦い、選手交代はいつでも何回でも自由
です。パスやドリブルなどスピードあふれた迫力のあるゲームでした。この日は気
温21℃と涼しかったのですが、館内は観客と選手の熱気が入り混じり、うちわが活
躍しました。また環境の取り組みの一環として、３R（リデュース[ゴミの発生抑
制]・リユース[再使用]・リサイクル[再生利用]）を推進していた点に注目しました。

</a＞
会場に向かう道路には、各都道府県の幟（のぼり）が建てられていました

スタッフウェアは担当別に色分け　　　　　　　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌと大会ﾏｽｺｯﾄの「ゆ
りーと」
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年10月17日

練習風景　　　　　　　　　　　　　　　会場にあったうちわ　　　　　　あおぐ
観客　

試合風景「佐賀県対宮城県」結果は宮城県が32対28で勝利しました

紙コップ専用ごみ袋　　　　　　　会場のトイレは雨水利用
東京都では、平成18年（2006年）12月に策定した「10年後の東京」計画におい
て、「世界で最も環境負荷の少ない都市を実現する」こととし、「2020年までに東
京の温室効果ガス排出量を2000年比で25％削減する」という目標を掲げたそうで
す。
2020年に東京で、56年ぶりに２度目のオリンピックが開催されることになりました
ので、スポーツ大会における環境に対する関心は、非常に大きなものがあります。
環境負荷をかけないことや再生可能エネルギーの活用などなど、これからも開催さ
れるさまざまなスポーツイベントにおいて、これらを実践してもらいたいもので
す。そして7年後の東京オリンピックは「環境を最優先した大会」として成功させ
たいと感じました。
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年10月24日

カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年10月24日

しながわの地球にやさしいお店「ＴＥＴＥアロマテラピーサロン」

　ＪＲ・東急大井町駅から数分のところにありましたが２０１３年１０月に移転し
ました。新しい場所は品川郵便局の裏手になります。4年間フクヤビル3階での営業
でしたが移転先の新サロンは旧サロンから徒歩5分。新サロンでもこれまでと同様
の内容で営業しているとのことです。
アロマテラピーやハーブの検定講座、オーガニックコスメ講座、手作り石鹸講座な
どを開催し、さらに、「自然の香りに包まれた豊かな暮らしを提案」というボ
ディートリートメント、フェイシャルなどを予約制で行っています。
日本アロマ環境協会アドバイザー認定教室というだけあり、レッスンはナチュラル
をベースとした内容です。防腐剤・保存料など使用しないか、極力抑えていると店
主の水谷亮子さんは瑞々しく語られています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「植物オイルと苛性ソーダで作るハンドメイド石鹸に人気があります」との紹介が
ありました。

「ＴＥＴＥアロマテラピーサロン」
〒140-0011 東京都品川区東大井3-2-25
TEL：03-3765-2953
HP ：http://www.tete-aroma.com/
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年10月25日

「旬を味わう使い切りクッキング」開催のお知らせ

環境記者の茂呂まゆみさんが活動していらっしゃるエコねっと・しながわ主催の講
座「旬を味わう使い切りクッキング」が、11月28日（木）に開催されます。
詳細は以下の通りです。
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年11月12日

「花海道　菜の花の種まき」に行ってきました

恒例の「花海道　菜の花の種まき」が今年は平成25年11月4日午前10時から午後1時
に行われました。10時に受付会場になっていた東大井区民集会所前に到着すると、
みなさん菜の花の種や肥料を受け取っていました。
この日はあいにくの雨模様で、夏の間目を楽しませてくれた枯れたコスモスを抜き
取り、抜き取ったあとの土を整備するのは大変です。前日も雨で土がぬれていたこ
ともあって、耕す作業は楽でしたが、運河の斜面の土手のスペースを利用している
ため、足元がやや不安定、それでもみなさん作業に励んでいました。

菜の花は５日も経つと発芽するそうで、春には下の写真のような黄色いじゅうたん
になります。

平成14年7月からしながわ花海道プロジェクトでは、コスモスや菜の花を植えて、
運河の周辺を美しく整備し環境を整える活動を続けています。空いた区画の新規会
員を募集していますので、ご興味のある方は代表の永尾さん（電話：03-5763-
9566）までご連絡してください。
今年は花海道にハチの巣箱を置いて、はちみつが採取できました。「花海道はちみ
つ」として、11月6日～10日までイトーヨーカドー大井町店で販売されました。
（大1800円、小800円）
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年11月29日

大井町自然再生観察園の地域との関わりについて

大井町自然再生観察園では、秋から冬の植生に変わりつつありますが、ホタルのエ
サであるカワニナもかなり根付いてきたようです。
来年度以降の大井町自然再生観察園の運営や地域開放等について、東京農業大学地
域環境学部造園科学科の大学院の授業内で、活用プログラム等を企画しています。
学生の方による調査から中間発表→最終発表を通して次年度以降の運営方法の提案
および社会連携を考えるもので、下記要領で最終プレゼンを行います。また当日
は、小野学園でのホタルについての取り組みについても紹介する予定です。
ご参加をお待ちしています。
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年12月11日

環境関連施設を見学しました

１２月４日（水）‘オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京･温暖化防止プロ
ジェクト」体験型一般公開講座’に参加しました。
１．最初の訪問先は豊洲（江東区）にある「がすてなーにガスの科学館」です。
当館は、暮らしを支えるエネルギー・ガスの役割や特長、環境問題を見て、触れ
て、感じながら学べる体験型学習施設で、大人も子どもも楽しむことができる施設
であると思いました。
(1)炎のふしぎギャラリーでは、本物の炎との不思議な出会いを通じてガスの存在を
実感しました。
・マントルの樹（写真左）
炎の上にある羽根が回転しています。暖められた空気は軽く、上昇し、羽根を回転
させます。
・炎のシャボン玉（写真右）
炎の下の方から上ってくるシャボン玉（中は都市ガス）に、ハンドルを操作して炎
を当てると、炎は一瞬大きくなります。

(2)「ガスについて知ろう」のコーナーでは地球環境問題を学びました。
現在私たちが使っている都市ガス（首都圏）は、天然ガスからできたものですが、
天然ガスは、燃焼する際に発生する二酸化炭素の排出量が少ないという特徴があり
ます。
また、窒素酸化物の排出も少なく、硫黄酸化物は全く排出しないクリーンで環境に
やさしいエネルギーです。
(3)エナジースタジオでサイエンスショーに参加しました。
　天然ガス田で採掘された天然ガスを-162℃まで冷やし、体積を600分の１の液体
にしてタンカーで運びます。風船に入った空気（その約80%が窒素）を-200℃近く
の液体の窒素の中に入れると空気は液体になり、風船はしぼむことを目で確かめま
した。
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(4)芝生が植えられた屋上の丸い屋根は地球の表面を想定しており、約2万分の1の地
球の大きさです。

(5)クイズホールで、今日学んだことについてのクイズにチャレンジしました。
いろいろなコーナーで楽しく学び、体験することができ、ガスについて少しばかり
理解が深まったと思いました。
２．東京スカイツリータウン地区地域冷暖房施設見学
場所を東京スカイツリータウン地区に移し、地下に設置されたその周辺を支える高
効率地域冷暖房システムについての説明を聞き、設備の見学をしました。

地域冷暖房とは、エネルギープラントで冷水や温水などをつくり、一定地域内の複
数の建物に配管を通して供給する冷暖房・給湯システムです。個別熱源方式（個別
の建物毎に冷暖房設備を設置）と比較して大きなメリットがあり、省エネにつなが
ります。このシステムの採用により、個別熱源方式に比べ年間CO2排出量を48%削
減することができたとのことです。
地下2階にある7,000ｔの貯水槽は、夜間電力や地中熱で水温調整（夏は5℃、冬は
48℃）され、昼間の冷暖房に使うシステムです。
夜間電力の利用は昼間の電力消費を抑えるピークカットにつながり、地中熱利用
は、大気中に熱を出さないため、ヒートアイランド現象の抑制にも効果がありま
す。
また貯水槽にある大量の水は、災害時には消防や生活用水として活用されるという
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年12月11日

ことです。
ここでも、環境と災害を一体的に考える工夫がなされていました。
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2013年12月17日

‘エコプロダクツ２０１３’に参加しました

１２月１４日（土）、東京ビッグサイトで開催されている日本最大級の環境展示
会‘エコプロダクツ２０１３’に行ってきました。
当日は土曜日ということもあって子どもの来場者も多く、非常に賑やかで活気にあ
ふれていました。

出展者は広範にわたり、新しい研究や技術・新エネルギーの紹介、企業のCSR活動
（環境への配慮）や環境ビジネスの紹介、グリーンストアーズでのエコ商品の販
売、環境コミュニケーションステージでのトークショーなどなど・・・あまりにも
広い会場で、すべてを周ることはできませんでした。
その中でも今回は‘オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京･温暖化防止プロ
ジェクト」として、品川区も出展しました。

環境についての関心が、確実に高まっていることを実感しました。
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カテゴリ：平成25年度

投稿日：2014年02月04日

「山中おやこエコクラブ」におじゃましました

1月25日（土）山中小学校において、「山中おやこエコクラブ」が開かれ、屋上
庭園での野菜の収穫、イグサコースターつくりと、簡単な凧つくりが行われまし
た。
当日は、田邉校長、束田副校長も父兄や生徒と一緒に参加されました。
(1) 屋上庭園での野菜の収穫
　今日は授業のない土曜日なので、「山中おやこエコクラブ」は午前中の開催でし
た。
昨年9月に屋上庭園の花壇に種をまいた安納いもやねぎ、品川かぶが生長し、10時
からその収穫をしました。

(2)イグサコースターづくり
　イグサは近くの畳屋さんから、切断後の不用な部分を提供して頂き、正方形に
切ってイグサの周りに布やきれいな紙を貼り付けました。

(3) 凧つくり
　ビニール袋にボール紙の型紙を当てて型を取り、ハサミでカットしてテープ止め
をし、ひもをつけるだけという簡単な凧です。完成した凧を飛ばして楽しみまし
た。
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（午前中はほとんど風が吹かなかったため、走って凧を飛ばしました）
月1回のおやこエコクラブを、みんな楽しんでいました。
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エコアクション21認証企業訪問

NPO法人エコタウンしながわの西谷茂氏（中小企業診断士）が、一昨年エコアク
ション21の認証取得をされた企業を訪問され、そのご報告を頂きました。
訪問日　　平成26年3月5日（水）
企業名　　アクシア行政書士事務所　

代表　星野　誠　　　主たる事業は許認可業務　　従事者3名
住　所　　〒140-0014　東京都品川区大井1-11-1　大井西銀座ビルA棟3階
　環境に配慮している企業として、アクシア行政書士事務所様を訪問し、代表の星
野　誠さんに丁寧な応答をしていただきました。
　訪問前にエコアクション21（以降EA21という）認証取得の環境方針として環境
理念、基本理念と目標実績を拝見しました。星野代表によると現在は認証を継続し
ていないが、EA21環境経営システムに配慮した経営を行っています。又、日々の業
務で環境負荷を小さくする努力をし、グリーン購入を推進していますと述べていま
す。
　行政書士の許認可業務と環境の関わりに対してのお話をお聞きしました。取得し
た動機は業務を遂行する中で、EA21取得の考え方である管理のPDCA等がとても参
考になり、経営改善に取り入れることができること、実際に取得することで他社へ
の紹介もできることを挙げていただきました。
お客様が、環境に関わるEA21を取得したいという希望があれば紹介しています。ま
た、EA21を取得することで、入札等の時に環境に配慮した企業としての評価が得ら
れるメリットもあります。小規模企業の中には、環境に関する講習会があっても平
日に参加できない事業主さん、簡単なPCの操作を自由に使えない事業主さんが、
EA21取得をあきらめかけていたこともありました。このような時はエコアクション
審査員を紹介します。
お話を伺いながら、星野代表は環境問題に関わり、小規模企業もEA21取得の希望が
あれば助言や紹介をして環境に配慮した企業等と共生しようとする思い、許認可業
務を通じて経営者への助言をして企業が発展する思い等、地域への貢献が感じられ
ました。
写真は星野代表と感謝状、委嘱状、環境方針、アクシア行政書士事務所様の紹介で
す。
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