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子どもたちと地球の未来のために 

アース･エコ 

メールマガジン No.5-16 

2014 年 11 月 22 日(小雪) 

特定非営利活動法人 

アース・エコ事務局 発行 
 

アース・エコ会員の皆様と、日頃からアース・エコの活動にご理解、ご支

援をいただいている会員外の皆様にアース・エコの活動をお知らせするた

め、月 2 回、メールマガジンをお届けしています。 

11 月 18 日(火) トヨタ自動車はセダンタイプの燃料電池自動車「MIRAI」を

国内の一部地域で 12 月 15 日から発売すると発表しました。燃料電池車は

水素を空気中の酸素と反応させて発電した電気で走り、走行時に CO2 や有

害なガスなどを排出せず、ガソリン車に匹敵する走行性能を有しますが、水

素を充填する「水素ステーション」の増加が今後の普及のカギとなります。 

 

燃料電池自動車「MIRAI」 

“すぎの子まつり”で親子工作教室を開催 横浜市立長津田第二小学校 

11 月 15 日(土) 横浜市緑区の横浜市立長津田第二小学校で PTA 主催

による「すぎの子まつり」が開催されました。例年同様、アース・エコは会場

の図工室にブース出展するとともに、午前・午後各 1 回、ブース内で「親子

工作教室」を開催しました。 

4 時間ほどの時間でしたが、ブースに来場したのは子どもたち 65 名とそ

の保護者の皆さん。手回し発電機を回して電気の仕事を学んだり、照明の

消費電力測定などの省エネ実験を体験したり、「太陽光発電と手回し発電

で電車の競争」やエコかるた取りを楽しんだりしていました。他にもアース・

エコの日頃の活動を紹介するパネル展示や省エネに関するパンフレットの

配布もおこないました。 

「親子工作教室」は午前 14 組、午後 16 組の親子が参加しソーラーオル

ゴールの工作に取り組みました。低学年の子どもたちは保護者やスタッフ

に手伝ってもらいながら、全員オルゴールを完成させることができました。 

この「親子工作教室」はよこはま夢ファンドの助成金を得て開催しました。 

 

 

 

ソーラーオルゴールの工作に 

取り組む来場者の皆さん 

 

 

電車の競走を楽しむ子どもたち 

 

省エネ実験を体験する子ども 

 

エコかるた取りに挑戦する来場者 

こども理科実験教室を開催 相模原市立環境情報センター 

11 月 16 日(日) 相模原市立環境情報センターで「こども理科実験教室」を開

催し、20 名の子どもたちが参加しました。 

最近、子どもの理科離れが進んでいると言われていますが、この教室は実  
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験を通して理科の面白さを体験し、少しでも理科好きの子どもが増えることを目

指し、環境情報センターが今年度初めて企画した 5 回シリーズの教室です。 

アース・エコは第 4 回の「自分で電気を作ってみよう！」を担当しました。 

最初は電磁誘導の実験で、コイルと磁石を使って電気が起きることを学んだ

り、発電機とモーターの違いなどを学びました。その後 5 人ずつ 4 グループに

分かれ、①手回し発電機で電気の仕事、②手回し発電機で 40W 白熱電球の

点灯実験、③自転車発電機、④風力発電、⑤太陽光発電、⑥温度差発電、 

⑦燃料電池自動車の実験を 1 時間ほどかけて巡回しました。 

この日は朝から秋晴れの良い天気で、風力発電と太陽光発電の実験は屋外

で行いましたが、たまたま最初のグループが実験を始めようとした時に雲がか

かり、太陽光発電が止まってしまうハプニングもありました。 

教室に参加した子どもたちの中から、地球温暖化の研究に取り組む科学者

や、温暖化対策技術の開発に取り組む技術者が生まれることを期待します。 

 

 

 

コイルと磁石を使って電気を起こす 

電磁誘導の実験に取り組む 

 

風力発電、太陽光発電は屋外で 

 

自転車をこいで発電を体験 

 

温度差発電の説明を聞く子どもたち 

横浜市学校出前講座 2 日目 横浜市青葉区内の小学校 

11 月 20 日(木) 横浜市青葉区の小学校で横浜市学

校出前講座の 2 日目を実施しました。 

当日は急に冷え込み、今シーズン一番の寒い朝とな

りスタッフ一同背を丸めて学校に到着しました。今回も

インターシップの学生さんが 1 名参加しました。 

最初に 1 日目の振り返りを行い地球温暖化の原因な

どを復習しました。児童の関心が高く、復習内容をほと

んど理解していました。 

次に自然(新)エネルギーの太陽光、風力発電及びス

ターリングエンジンの実験を体験してもらいました。 

その後、約 1ヶ月間実施した省エネカレンダーの実践

結果を報告しました。結果は他校と比べかなり良い成績 

でしたが、期間内で少しづつ成績が悪くなったり、土日

に悪くなる傾向は他校とあまり変わりませんでした。 

最後に省エネカレンダー実践を振り返り、「引き続き

省エネ活動を自分たちや家族で続けるために何をした

らよいか？」をグループ毎に話し合ってまとめを行い、発

表してもらいました。 

この日も学校のご厚意で給食を各教室に分かれて頂

きました。この席で 1 日目出前授業の地球温暖化防止

について学校の行事で全校生徒に説明した 5 人を紹介

されました。児童達の環境に対する関心の高さを感じる

と同時に私たちが行っている地道な活動が一部は認め

られているのかなと感じた１日でした。 

全国小中学校環境教育研究大会に出展しました 

11 月 21 日(金) 横浜市南区の横浜市立永田台小学校で、第 46 回全国

小中学校環境教育研究大会が開催されました。研究主題は「持続可能な

社会づくりのための環境教育の推進～環境教育によって育む学力と環境

保全意欲～」でした。今年はユネスコの「持続可能な開発のための教育  
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(ESD)の 10 年」の最終年で、関連する展示や発表も多数ありました。 

午前中、体育館で行われたブース展示には 30 を超える学校、団体、企

業などが出展し、アース・エコは学校出前授業のパネル展示を行いました。

午前中、並行して 1～6 年生の教室では公開授業が行われました。午後

は、体育館で ESD に関係した研究発表と講演がありました。 

永田台小学校はESDの考え方に基づき、全学年の全教科を互いに関連

付けて様々な活動を展開しています。この日もブース展示会場で子どもた

ちが来場者にいろいろな活動を紹介するなど、ホスト校として全校をあげて

大会を盛り上げる姿が見られました。 

全国大会と言うことで、各地から集まる先生方とのコミュニケーションを期

待していましたが、ウイークデーの開催だったためか、現場で活躍している

特に若い先生の参加が少なかったことは少し期待はずれでした。 

 

 

体育館で行われた 

研究発表と講演の様子 

11 月例会・合同勉強会を開催しました 

11 月 12 日(水) かながわ県民センター会議室で 11 月の例会・合同勉強

会を開催し、会員など 15 名が出席しました。 

11 月例会月例会月例会月例会 

予定している活動について、参加者の調整と実施内容を確認しました。

また 10 月例会以降に実施した 8 件の活動について振り返り、改善点などを

話し合いました。 

また、会計担当の理事から 7～9 月期の収支状況の報告がありました。

これに関連して、来年度以降の収支状況の見通しや、今後の活動資金の

獲得方法についても話し合い、いろいろな意見が出ました。 

合同勉強会合同勉強会合同勉強会合同勉強会 (環境学習リーダー会エネルギー部会と合同開催) 

� スターリングエンジンスターリングエンジンスターリングエンジンスターリングエンジン 

2008 年にテレビで放映されたスターリングエンジンの解説ビデオの紹介

がありました。 

� スターリングエンジンで発電スターリングエンジンで発電スターリングエンジンで発電スターリングエンジンで発電 

学校出前授業でもスターリングエンジンの実験を度々取り上げています

が、スターリングエンジンは実用化の成功例が少ないため、実験ではその

動作原理の説明が主体で、技術の活用については深く説明していません。 

スターリングエンジンに簡単な発電機を取り付け、LED を点灯する実験

装置を入手した会員から実物の紹介があり、動作を実演してもらいました。

この実験装置を学校出前授業で見せることができれば、スターリングエンジ

ンの活用法の実例のひとつとして紹介できるのではないかと思います。 

� スマートシティスマートシティスマートシティスマートシティ Fujisawa SST 

神奈川県藤沢市南部の旧パナソニック工場跡地に、スマートシティ

Fujisawa サスティナブル・スマートタウン(Fujisawa SST)の建設が進んで

います。藤沢市とパナホーム、三井不動産レジデンシャルなどの企業が開

発に携わっています。近隣に住む会員から環境に配慮した開発のコンセプ

トや開発計画などの紹介がありました。 

詳しくは → http://fujisawasst.com/JP/ 

 

 

 

 

 

お湯を入れたカップの上に乗せた 

スターリングエンジンの上下動で 

発電し、LED が点灯する。 

 

 

スターリングエンジンの 

実演を見る会員の皆さん 
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これからの活動予定 

� 横浜市学校出前講座①横浜市学校出前講座①横浜市学校出前講座①横浜市学校出前講座① 

 2 日目 12 月 1 日(月) 横浜市緑区内の小学校 

� エコプロダクツエコプロダクツエコプロダクツエコプロダクツ 2014 

12 月 11 日(木)～13 日(土) 10:00-18:00 (最終日は 17:00 まで) 東京ビ

ッグサイト 

� 親子工作教室親子工作教室親子工作教室親子工作教室 

1 日目 2 月 1 日(日)、2 日目 3 月 1 日(日)  

横浜市藤が丘地区センター 
◇ ◆ ◇ 

上記の計画は確定していないものを含みます。詳しくは事務局までお問

合せください。   

12 月 10 日(水) 13:30-16:30  

かながわ県民センター710 会議室 

会員の皆さんのご参加をお待ちし

ています。 

◇ ◆ ◇ 

会員外の皆さんも、例会・勉強会

やほとんどの活動を見学することが

できます。見学をご希望の方は事務

局までご連絡ください。

エコプロダクツ 2014 に出展します 

 日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ 2014」に、

アース・エコは今年も出展します。多くの皆様のご来場

をお待ちしています。 

 日時：12 月 11 日(木)～13 日(土) 10:00-18:00 

 (最終日は 17:00 まで) 

 場所：東京ビッグサイト東ホール 

 主催：産業環境管理協会、日本経済新聞社 

 詳しくは： http://eco-pro.com/2014/ 

 

今年のスローガン 

「見つけよう! 未来をかえるエコの知恵」 

 

地球温暖化やボランティア活動に関心のある方 

私たちと一緒に活動しませんか? 

アース・エコの活動に参加してみませんか。例会・勉

強会の見学も歓迎します。事前にメールでお問い合わ

せください。 ⇒ info@npo-earth-eco.com 

会員募集中！ 

私たちの活動は皆さまからの 

ご寄附で支えられています。 

アース・エコへの寄附は「よこはま夢ファンド」にお申

し込みください。インターネットまたは郵送・ファクス・Ｅメ

ールでお申込みの際に、支援したい団体に「アース・エ

コ」をご指定ください。税の優遇措置が受けられます。 

詳しくは http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/ 

アース・エコは地球温暖化防止活動に取り組むボランティア団体です。 

ホームページ http://www.npo-earth-eco.com 

お問い合わせ、お申込み、メルマガ配信希望・配信中止のご連絡はこちらまで info@npo-earth-eco.com 

 


