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「ＭoreTimeねりま」でソーラーパワー学習会を実施しました。 
10月 23日（金）に高松 2丁目にある「ＮＰＯ法人障がい児・者の学びを 

保障する会 ＭoreTimeねりま」で一日、太陽光発電のレクチャーをしま 

した。当日は学生さんが 11名参加され、ＭoreTimeねりまの「環境を考 

える」連続講座の第 3回に組み込んでいただきました。 

第 1部は「ソーラークッカーって？」をテーマに実際のクッカーに触って 

もらいクッカーの種類を知ってもらいました。当日はあいにくの雨天のた 

め外でのクッキングができなかったので晴れたら何を作りたいか、学生 

さんから要望を取りました。 

第 2部は「太陽光発電って？」をテーマにパワポでの説明を行い、消費電 

力費調べをしました。ＭoreTimeねりまにある電化製品をみんなで探して、 

どれがたくさん電気を使うかを予測しながら、実際に計測して大盛り上が 

り。 

次回はリベンジクッキング！を約束した一日でした。 

（消費電力の第 1位はドライヤー、エコな消費電力は毛玉取り、ラジまる） 

リベンジクッキング！ 
11月 26日（木）やっと晴れてくれリベンジクッキングができました。 

学生さんからの焼きそば、お好み焼き、クッキーの要望を入れてみんなで 

クッキング体験をしました。焼きそばはエコ作 500（真空管タイプ）で作り 

大好評。太陽光で入れた紅茶は「太陽の味」や焼きそばは「太陽の栄養」と 

感想をいただきました。私たちにとってもクッカーの新しい使い方の勉強に 

なりました。（松尾） 

 
第６回ソーラークッカー全国大会（見学参加） 
11 月 23 日（祝）、我孫子市手賀沼水の館親水広場で開催さ

れた第６回ソーラークッカー全国大会を見学しました。 

当日は風のない晴天で絶好のソーラークッカー日和。手賀

沼の畔の芝生広場でたくさんのソーラークッカーが並ぶ様

子は壮観でした。 

スタンプラリーをしつつ、 

17 すべてのブースを回り 

ました。焼きそばがジュー 

ジューと焼けていた工房あ 

まねさんの「おやぴか」は 

さすがのパワー。その他、 

身近な材料で作れる手づくりソーラークッカーなど参考に

なる事例をたくさん見ることができました。（江原） 

市民発電所 10号機「今神」本格稼働 
9月に発電を開始した 10号機「今神」ですが、10月

29 日に屋外看板、屋内表示板（モニターの説明を兼

ねる）の設置を行いました。 

11月初めから前月 1カ月分の発電量チェックがスタ

ート。順調に発電していることが確認できています。 

12月 1日からの 

入居を前に 11月 

19日、20日には 

施設内覧会が開催 

され、元気力発電 

所のメンバー5名 

も施設の見学をさ 

せていただきました。（江原） 

あけましておめでとうございます。自然エネルギーの普及のために今年もよろしくお願いいたします。 

2021年 1月発行                         市民発電所をつくろう！ 

 

 
 

▲屋外看板 

 

 

 

 



 

 

環境まちづくり NPO 

元気力発電所ニュース No.27 

◆2020 年 10 月～12月 
元気力発電所の主な活動 

10月17日 中長期計画づくり第 2 回ワ
ークショップ 

10月17日 第６回市民電力ゼミナール
「地域エネルギー事業と地域新電力」参加  

10 月 23 日  MoreTime ねりまでのソー

ラーパワー学習会 

10 月 25 日「脱原発秋の大宣伝」参加 

11 月 7 日 市民電力連絡会「首都圏交流

会」参加 

11 月 11 日 「支援の日」 

11月15日 上関どうするネット緊急オ

ンライン集会（賛同団体） 

11 月 18 日 練馬地域協議会「働き方提

案と説明会」参加  

11 月 23 日 第 6 回ソーラークッカー全

国大会（見学参加） 

11 月 26 日 MoreTime ねりまでのソー

ラークッキング実演 

12 月 10 日「あと 4 年、未来を守れるの

は今」キャンペーンキックオフ 

（賛同団体） 

12 月 11 日 「支援の日」 

12 月 14 日 第 7 回つながるフェスタ 

オンラインで活動報告  

12 月 26 日～1 月 5 日 年末年始休業 

 

◆2020 年 10 月～12月 

元気力発電所の主な活動 

10月 17日 中長期計画づくり第 2 回ワ

ークショップ 

10月 23日  

「 

 

           
❶笑顔をモットーに！品物の見やすいステーショ

ン作りを心がけます。 

❷ホットヨガ 

❸昨年 9 月よりスタッフになりました。自然エネ

ルギー普及、福島子ども支援活動に賛同して仲間

入りしました。 

 

 

    

 

❶日々の暮らしの出来事に、心を落ち着けて対応 

できるようにしたい。世界の平和と、原発のな

い世の中を願って。 

❷重曹風呂。身体ポカポカ、ほっぺツルツル？ 

❸太陽に 力もらって 発電し 楽しい暮らし 

豊かな心 （新年にあたり、かるた風に） 

 

 

●「支援の日」続けています 

毎月 11 日を「支援の日」として、当日の売上の 30％を寄付する活

動を続けています。寄付先の『NPO 法人福島こども保養プロジェク

ト＠練馬』は、2月 7日（日）に「震災・原発事故避難者はいま Part6 

福島のいまを語る 10年を唄う」イベントを開催予定です。 

今年度は休業期間があり、12 月まで支援の日は 5 回、寄付合計は

56,391円です。 

●「上関原発を建てさせない祝島島民の会」への寄付 

11 月 15 日の上関どうするネット緊急オンライン集会を受けて、祝

島島民の会へ 1万円の寄付をしました。 

 

中長期計画づくりワークショップ 

次の時代に進むことを目的とした中長期計画づくりは、元気力発電所

にかかわっている大勢の方とワークショップ形式で進めています。テ

ーマは①リユース事業・ステーションのあり方、②事業から得たお金

の使い途、③新環境ステーションの 3点です。 

10月 17日には第２回ワークショップを行い、「事業によって得た収益

の社会的な活用方法の再検討」について意見交換を行いました。第 3

回は「リユース事業・ステーションの今後」をテーマに 1月 23日（土）

に開催します。元気力発電所の次の 10年を決めるためのワークショッ

プです。ぜひご参加ください！（奥田） 

 

スタッフ・ボランティア自己紹介 ❶2021年の抱負❷現在はまっていること❸その他 

 

●今後の予定 

1月 10日～20日 練馬ステーション休

業（床改修工事のため）9 日は営業 
1 月 19日 練馬地域協議会「ほっとする

カフェ」 

1月23日 中長期計画づくり第 3 回ワー

クショップ   

1月 30日練馬つながるフェスタ 2021 オ

ンライン 

３月 11日 「支援の日」 

 

練馬つながるフェスタオンラインに参加 

12月 14日（月）、つながるフェスタ 

オンライン第 7回に参加しましした。 

第 1部が「つながる発表会」で元気力 

発電所を含む 3団体が 15分ずつ発表。 

第 2 部「つながる交流会」ではグループに分かれてのディスカッショ

ンとなりました。参加した方からは「元気力発電所は知っていたけれ

ど、本当に発電しているとは思わなかった！すごいですね」「今度行き

ますので、よろしく！」「ソーラークッカーは個人でも買えますか？」

などの声をいただきました。ここでできた繋がりを今後の活動に活か

していきたいと思います。（江原） 

 

宮 本 京 子 

 

・練馬スタッフ 中 野 優 子 

中 野 優 子 

・石神井スタッフ 


