
1 2月8日 ２１世紀のキーワード～循環型社会への展望～ 北本 正雄／長　幸男 北区長／元・東京外国語大学学長

2 3月8日 ごみ問題と地方自治 寄本 勝美 早稲田大学教授

3 4月12日 雨水東京国際会議に向けて～雨水に学ぶ～ 村瀬　誠 雨水国際会議事務局長

4 5月10日 企業におけるリサイクル戦略 上野　明 日本コカコーラ副社長

5 6月14日 ドイツのリサイクルと環境教育 松田 美夜子 消費生活アドバイザー

6 7月12日 自然エネルギーの利用法 牛山　泉 足利工業大学教授

7 8月9日 開発と地球環境 山元 順雄 三菱総研国際政策部長

8 9月13日 海辺の環境問題 秋元 義正 元・福島県水産試験所所長

9 10月11日 熱環境と都市の生活 梅干野 晃 東京工業大学教授

10 11月8日 住まいのエコロジー 神谷　博 法政大学教授

11 12月13日 第三セクターの２つの意味 山岡 義典 長谷工総合研究所顧問

12 1月11日 路地裏のコミュニティ…路地尊 徳永 暢男 雨水リサイクル研究所代表

13 1月27日 大江戸リサイクル事情　　※明日塾スペシャル 石川 英輔 武蔵野美術大学講師

14 2月14日 平成のコメ騒動 宝井 琴梅 講談師

15 3月14日 再生コピー用紙のニーズ 大橋 耐二 富士ゼロックスオフィスサプライズ常務

16 4月11日 環境と調和のとれたまちづくり ベンジャミン・ウォーナー 建築家

17 5月9日 阪神大震災に見るコンクリート構造物の耐久性 斎藤 宏保 ＮＨＫ首都圏部副部長

18 6月13日 環境破壊の構図を読む　　VOL.1（３回シリーズ） 福岡 克也 立正大学教授（経済学部長）

19 7月11日 環境破壊の構図を読む　　VOL.２（３回シリーズ） 福岡 克也 立正大学教授（経済学部長）

20 8月8日 環境破壊の構図を読む　　VOL.３（３回シリーズ） 福岡 克也 立正大学教授（経済学部長）

21 9月12日 アルミ缶のリサイクルについて 矢野 一也 アルミ缶リサイクル協会事務局長

22 10月17日 空きびんのリサイクルについて 丸山　滋 ガラスびんリサイクリング推進連合リーダー

23 11月14日 スチール缶は今後どうなるか 佐藤　亮 あき缶処理対策協会専務理事

24 12月12日 食とエコロジー 森　忠洋 緑と水の環境塾「我孫子・奥出雲」塾長

25 1月21日 自治とリサイクル　　　　　　※明日塾スペシャル 寄本 勝美 早稲田大学教授（政治経済学部長）

26 2月13日 私たちが進める有機野菜 黒澤 賢太郎 群馬県甘楽町有機農業研究会会長

27 3月12日 食と健康 山本 京子 北区立清水小学校栄養士

28 4月9日 食が蝕む健康 鳥海 房枝 北区衛生部保健衛生課社会復帰支援係長

29 5月14日 リサイクルが平常語化された生活文化を 恩田 大進 文教大学講師・進学塾主宰

30 7月13日 テレビ番組制作者からみたリサイクル 進東 泰典 (株)現代センターディレクター

31 9月10日 生ごみのリサイクル 伊達　昇 農業技術協会常任理事

32 10月8日 リゾート開発に見る環境破壊 薹(ﾀﾞｲ)　宏士 毎日新聞社情報開発部

33 11月12日 企業内のごみゼロ作戦 鈴木　武 松下通信(株)環境保護推進部

34 12月10日 農家が活用する生ごみ 田下 隆一 日本有機農業研究会青年部担当幹事

35 1月26日 動き出したリサイクル仲間　※明日塾スペシャル 荻原 弘子 日本テレビ報道局（元・同局アナウンサー）

36 3月11日 歌と暮らし 高橋 エミ 映画「キクとイサム」主演者・歌手

37 4月8日 環境の障壁 佐藤　真 映画「阿賀に生きる」監督

38 5月13日 キルトの話 伊藤 紀之 共立女子大学教授

39 6月10日 ファイバーリサイクル 中野 聡恭 ナカノ(株)代表取締役社長

40 7月26日 地球を救うくらしのあれこれ 杦本 育生 環境市民チーフコーディネーター

41 9月9日 地力を持つ土壌とは 川田　薫 川田研究所所長・理学博士

平成６年（１９９４）

平成７年（１９９５）

地球規模で考え、地域で行動していくための学習塾

『明日塾(あしたじゅく)』の軌跡

平成８年（１９９６）

平成９年（１９９７）

 富士見橋エコー広場館がオープンした平成６年１月、北区リサイクラー活動機構はエコー

ライフをテーマにした「暮らし」「街づくり」などを研究していく『明日塾』の塾生募集を

広告しました。毎月第２火曜日、午後７時から９時、富士見橋エコー広場館サンクルホール、

参加費１回１千円、募集人員３０名程度という内容でした。以来、開催間隔や会場、参加費

（平成１０年５月から完全無料制に…）など折々の事情による曲折を経ながらも、平成１５

年３月に北区明るい社会づくりの会（北区明社）が主催する「北区雑学大学」にその任を委

ねるまでの間、７４回におよぶ講座を開催して活動のエネルギー源として貢献してきました。 

 以下の表は、開催日、講演テーマ、講師、講師の肩書きを一覧にしたものです。 



42 10月14日 食べられる空間＜コミュニティガーデン＞づくり 設楽 清和 パーマカルチャーセンター・ジャパン事務局長

43 11月11日 海外からのレポート 秋元 智子 北区リサイクラー活動機構理事

49 5月12日 街をデザインする 斎藤　睦 地球総合研究所主任研究員

50 7月14日 世代を超えて生活スタイルを考える大学祭 明治学院大学生 戸塚まつり実行委員会メンバー

51 8月11日 身の回りの環境ホルモン 荻原 二美 東京マイコープ本部環境委員会

52 9月22日 ケナフって何？ 門屋　卓 非木材普及協会理事長

53 10月13日 豊な水環境の創造に向けて 瀬戸 昌之 東京農工大学農学部教授

54 11月10日 ダイオキシンの現状と課題 竹田 宜人 気象予報士

55 2月9日 生ごみのリサイクルの現状と将来につて 福渡 和子 生ごみリサイクル研究家

56 3月9日 とことんからゴミ減量へ 羽賀 育子 とことん討論会実行委員長

57 4月13日 日本のＮＰＯの戦略と将来図 川北 秀人 人と組織と地球のための国際研究所代表

58 5月11日 くいしんぼうのエコロジー 萩原 なつ子 東横学園女子短期大学専任講師

59 7月13日 生ごみコンポストの特徴と農園芸への活用 伊達　昇 日本土壌肥料学会副会長・農学博士

61 10月12日 みんなの知恵でごみ減らし作戦 ＜自由形式討論会＞ ―

65 9月12日 市場経済の裏側に…いま人件は 菅原　秀 日本ジャーナリスト会議運営委員

67 1月21日 循環型社会への法制度は整ったが… 荻原 弘子 日本テレビ報道局（元・同局アナウンサー）

73 7月9日 土から暮らしを考える 伊藤　晃 （財）農業技術協会理事

74 3月11日 種屋街道と商店街エコロジー 伊藤 清武 都市産業研究所代表

平成１５年３月２２日開校の北区雑学大学にその任を引き継ぐ形で、明日塾は７年余の休講となる。

平成１５年（２００３）

平成１４年（２００２）

72 2月7日
勉強会＜商店街とエコロジー＞　第５回「地域資源
を見直しエコロジー活動の方向を考える」

伊藤 清武と
田端地区商店街メンバー

都市産業研究所代表

69

70

71

9月4日

10月23日

11月27日

勉強会＜商店街とエコロジー＞　第２回「タウン
ウォッチング～街角でエコロジー発見～」

伊藤 清武 都市産業研究所代表

勉強会＜商店街とエコロジー＞　第３回「地域環境
のしくみ～地域通貨～」

コーディネーター：伊藤 清武　アド

バイザー：広田 裕之
都市産業研究所代表
東京大学大学院総合文化研究科

勉強会＜商店街とエコロジー＞　第４回「エコロジ
カルな町づくりへの提案」

伊藤 清武 都市産業研究所代表

68 7月19日
勉強会＜商店街とエコロジー＞　第１回「エコロ
ジーと町づくり」

山本 耕平 ダイナックス都市環境研究所所長

舩橋 晴俊
／羽島 雅雄

舩橋 晴俊

法政大学社会学部教授　　　　　　　　　　　　／田
島駅通り商店街振興組合理事長

法政大学社会学部教授

平成１３年（２００１）

64 3月14日
ミミズと土づくり～ミミズを使った生ゴミ処理システ
ム～

関野 てる子 (有)相模浄化サービス代表取締役

63

66

2月10日

10月12日

人・まち・エコロジー～グリーンコンシューマー東京
地域実験プロジェクトがは今りました～

グリーンコンシューマー地域実験プロジェクトを終
えて

44 12月9日
都市型農業フォーラム「都市で“農”のある暮らし
を！」（於：滝野川会館小ホール）

コーディネーター：宮城 道子
パネラー：伊達 昇・青柳徳俊・黒澤賢太郎
・菊池隆重・竹腰里子

平成１０年（１９９８）

45

46

47

48

1月25日

2月2日

2月10日

2月17日

フォーラム「リサイクル社会の未来は…」
※明日塾スペシャル

エコビレッジ＜環境と共生する住まい方を考える
＞　第１回「新しい住まい方としてのエコビレッジ」

エコビレッジ＜環境と共生する住まい方を考える
＞　第２回「居住地計画とエコビレッジ」

エコビレッジ＜環境と共生する住まい方を考える
＞　第３回「風土とエコビレッジ｝

＜参加者自由討議＞

糸永 浩司／設楽 清和
／森下 雅子

糸永 浩司／設楽 清和
／森下 雅子

糸永 浩司／設楽 清和
／森下 雅子

―

日本大学助教授／パーマカルチャーセンター・
ジャパン事務局長／アトリエあんど代表

日本大学助教授／パーマカルチャーセンター・
ジャパン事務局長／アトリエあんど代表

日本大学助教授／パーマカルチャーセンター・
ジャパン事務局長／アトリエあんど代表

平成１１年（１９９９）

60 9月14日
清掃移管について～北区の清掃事業はどうなる
の？～

羽島　栄／片島 文彦
北区環境部清掃事業移管担当課
／北区環境部リサイクル生活課

平成１２年（２０００）

62 11月30日
グリーンコンシューマーを広げよう
※明日塾スペシャル

杦本 育生
／松井 正子

環境市民チーフコーディネーター
／(株)ジャスコ



８年近く中断していた地域学習会『明日塾』は、平成２０年にオープンした赤羽エコー広場館のホールを会場
にして再開されました。企画・立案から講師依頼、案内チラシの作成や会場設営までを組織的に行う試みも始
まりました。“Ｎｅｗ！明日塾”のもう一つの試みは、毎回の講演や鼎談の記録を文字、写真および音声で残す
ことです。赤羽エコー広場館にある資料室エコデンで、ファイル『明日塾の記録』がご覧になれます。❀❀❀❀

１１
(85)

７月１９日
富士見橋

エコー広場館

講演
「自分で作る自家発電！」

中村　昌広 手作り発電の達人

平成２６年（２０１４）
講演
「今なぜ自然エネルギーなのか」

古屋　将太
認定ＮＰＯ法人　　　　　　　　　　　　　　　　環境エ
ネルギー政策研究所研究員

鼎談
「食とエネルギーが地域の力になる！」

篠島　　実
古賀由希子
古屋　将太

研修学院川口学舎塾長　　　　　　　　　　　　赤羽
エコー広場館食育ひろば主宰　　　　　　環境エ
ネルギー政策研究所研究員

３月１日
赤　羽

エコー広場館

１０
(84)

講演　「地域の魅力を探る」

鼎談
「北区を知ること、地域から学ぶことが私たちの元
気の源」

（進め役）　椿 くにじ
（話し手）

政所 利子/戸部 聡史

北区議会議員
株式会社「玄」代表取締役
株式会社エコマ代表取締役社長

６
（80）

11月17日

政所 利子 株式会社「玄」代表取締役

講演
「神崎（ｺｳｻﾞｷ）は“発酵”のインキュベータ」

千葉 貴美子
神崎町『リトルフォレストゆうゆう』店長/町おこし
グループ『めだかの相談舎』メンバー

担い手「あーす談義」
（進め役）椿 くにじ　　　　　　　　（パ

ネラー）澤田 聡美/渡辺 孝子/鳥
羽 明美/千葉 貴美子

北区議会議員（神崎町出身）/神崎町まちづくり
課職員/神崎町臨時保育士/神崎町保育所調理
師/ゆうゆう店長　　　　　※パネラーの４氏で「め
だかの相談舎」を結成・活動中

講演
「生業（ﾅﾘﾜｲ）こそコミュニティーを創る！」

鼎談
「知恵と工夫が生業になる」

政所 利子 株式会社「玄」代表取締役

（進め役）　政所 利子
（話し手）

富田 好明/豊原 きよみ

株式会社「玄」代表取締役
『ららちゃんのお家』施設長
ＮＰＯ法人でんでん子ども応援隊理事長

７
（81）

８
（82）

９
（83）

2月2日

7月13日

11月2日

講演
「アフリカでみえた、命の原点！」

徳永　瑞子 上智大学総合人間学部看護学科教授

パネルディスカッション
「アフリカの子育てと日本の子育て事情」

（進め役）尾関 和子
（パネラー）徳永 瑞子

/中澤 嘉明/古賀 有希子

ＮＰＯ法人アドリブ
上智大学総合人間学部看護学科教授
北区役所子ども家庭部長
食育ひろば－赤羽エコー広場館－

講演
「江戸の生活事情～実はエコだった！～」

対談
「エコー広場と江戸の知恵」

保垣 孝幸

（進め役）　尾関 和子
（話し手）

保垣 孝幸/澤田 和子

日本近世史研究家

赤羽エコー広場館資料室エコデン
日本近世史研究家
元・北区リサイクル生活課課長（初代）

平成２５年（２０１３）　※会場はすべて赤羽エコー広場館

1
（75）

12月11日

2
（76）

7月17日

3
（77）

11月19日

４
（78）

3月4日
担い手「あーす談義」
―リサイクラー活動機構と“までい”の精神―

（進め役）竹腰 里子
（パネラー）古賀 由希子/

鰐渕 雄二郎/戸部 智史

北区リサイクラー活動機構理事長
ほっと村代表/北区リサイクラー業協同組合専
務理事/(株)エコマ代表取締役社長

５
（79）

7月7日

平成２４年（２０１２）　※会場はすべて赤羽エコー広場館

講演　「和服のリフォームが“までい”の心をとりも
どした」

佐野 ハツノ
（福島県飯館村）松川工業団地第一仮設住宅管
理人

担い手「あーす談義」
（進め役）竹腰 里子

（パネラー）古賀 由希子/
鰐渕 雄二郎/戸部 智史

北区リサイクラー活動機構理事長
ほっと村代表/北区リサイクラー業協同組合専
務理事/(株)エコマ代表取締役社長

講演　「海から食卓まで～魚から見えてくるこの国
の食の事情～」

白石 ユリ子 ウーマンフォーラム「魚」代表

鼎談＆ディスカッション
「できます！“省エネ・省資源”」

（司会）竹腰 里子
（パネラー）篭橋 菜々子/

鰐渕 雄二郎/戸部 智史

北区リサイクラー活動機構理事長/ほっと村「赤
ちゃん八百屋」店長/北区リサイクラー事業協同
組合専務理事/(株)エコマ代表取締役社長

平成２３年（２０１１）　※会場はすべて赤羽エコー広場館

講演
「自然エネルギーが地球を変える」

佐藤 由美 フリーライター/環境ジャーナリスト

講演
「東京のリサイクルは北区から始まった」

松田 美夜子 元・富士常葉大学教授/元気ネット顧問

鼎談
「職場、当事者の本気が“地元”の力をつくる」

（聞き手）　谷本 由美子
（話し手）

竹腰 里子/鰐渕 順一郎

（社）神奈川地方自治研究センター研究員
北区リサイクラー活動機構理事長
北区リサイクラー事業協同組合相談役

世代をつなぐ「エコーライフ」セミナー

ＮＥＷ！明日塾(あしたじゅく)
～新たな目標を定めて再開～

平成２２年（２０１０）　※会場はすべて赤羽エコー広場館



１２
(86)

１１月２２日
富士見橋

エコー広場館

ワークショップ
「あなたもできる自家発電！」

中村　昌広 手作り発電の達人

１１
(85)

７月１９日
富士見橋

エコー広場館

講演
「自分で作る自家発電！」

中村　昌広 手作り発電の達人


