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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.6-15 

2015 年 11 月 8 日(立冬) 

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。 

オバマ大統領はカナダで産出する原油をテキサスに輸送するパイプライン

の建設計画を却下する方針と報じられています。環境より経済を優先する印

象の強いアメリカですが、12 月にパリで開催される COP21 で環境問題でも

世界のリーダーの立場を堅持することも考慮しての決断と言われています。  

かながわ環境教室 1 日目 川崎市幸区内の小学校 

10 月 29 日(木) 川崎市幸区内の小学校で 5 年生 3 組 103 名を対象に、

かながわ環境教室「あなたも省エネに挑戦！地球温暖化防止」の 1 日目授

業を行いました。講師／スタッフとして参加した 7 名のメンバーは川崎駅に 7

時 20 分に集合して路線バスで学校に向かいましたが、久しぶりに夜が明け

る前に自宅を出たメンバーも多かったようです。 

90 分の授業の最後にその日の授業を振り返り、一番印象に残ったことを

感想文に書いてもらっています。そろそろ疲れて集中力が下がり、手短に済

ませようとする子どももいますが、今回はきちんと感想文を書く子どもが多か

った印象的があります。そんな感想文の一つをご紹介します。 

「手回しの発電で電球をつけてみて、LED 電球が一番明るくて省エネルギ

ーなことが分かったので、これからは LED 電球を使おうと思いました。CO2 を

あまり出さないようにすることは、使っていないコンセントをぬく、自動車では

なくて自転車を使うなど、身近なことだったので、今日帰ってからやってみよう

と思いました。省エネルギーを心がけるために自分で決めたチャレンジ目標

を大切にしていきたいと思いました。」 

授業で伝えようとしたことをしっかり受け止めて理解しており、真剣に授業

に臨んだことが分かります。2 日目授業は 11 月 26 日(木)の予定です。[桑原] 

 

 

川崎市幸区内の小学校 

授業の様子 

環境学習リーダー養成講座 神奈川県環境科学センター 

11 月 8 日(土)、神奈川県環境科学センター主催による「環境学習リーダー

養成講座」の講師を務めました。受講生は市民の皆さん 29 名でした。 

アース・エコは昨年 10 月、藤沢市内の中学校の理科部の顧問の先生から

の依頼で、理科部の部員を対象に燃料電池の出前授業を行いました。今回

環境科学センターから、その出前授業を題材に、講座の受講生の皆さんに環

境ボランティア活動の具体例を示して欲しいとの要望をいただきました。 

3 時間の講座でしたが、最初にアース・エコの活動と、中学生対象に行った

出前授業の概要を紹介しました。出前授業で行った地球温暖化のプレゼンテ

ーションの紹介では、中学校の出前授業で行ったのと同じプレゼンテーション

を実演し、受講生の皆さんには中学生のつもりで聞いてもらいました。 

 

省エネ実験のひとつ 

照明の消費電力比較 
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次に、実験室に移動して、中学校で行ったのと同じ、燃料電池と燃料電池

自動車の実験を体験してもらいました。 

講座の後半は、燃料電池の原理、種類、構造と、燃料電池の現状と意義

についてプレゼンテーションを行いました。                 [桑原] 

ミレニアム開発目標から持続可能な開発目標へ 

今年 9 月、国連サミットで「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」が採択されました。このアジェンダには

「17 の持続可能な開発目標」が掲げられ、国際社会は

協力してこの目標の達成を目指します。 

1. あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を

打つこと 

2. 飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態

の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推

進すること 

3. すべての年齢の人々の健康な生活を確保し、福祉

を推進すること 

4. すべての人々の包摂的で公平な質の高い教育を

確保し、生涯学習の機会を推進すること 

5. ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児

のエンパワーメントを図ること 

6. すべての人々に水と衛生施設へのアクセスと持続

可能な管理を確保すること 

7. すべての人々に安価で信頼でき、持続可能で近代

的なエネルギーへのアクセスを確保すること 

8. すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続

可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディー

セント・ワークを推進すること 

9. 強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な工

業化を推進するとともに、イノベーションを促進する

こと 

10. 国内と国家間の不平等を削減すること 

11. 都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持

続可能にすること持続可能な消費と生産のパター

ンを確保すること 

12. 持続可能な消費と生産のパターンを確保すること 

13. 気候変動とその影響に取り組むため、緊急の措置

を講じること 

14. 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全

し、持続可能な形で利用すること 

15. 陸上生態系を保護、回復し、その持続可能な利用

を推進すること、また、森林を持続可能な形で管理

し、砂漠化に取り組み、土地の劣化を食い止め、逆

転させるとともに、生物多様性の損失に歯止めを

かけること 

16. 持続可能な開発に向けて安全で包摂的な社会を

推進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供

するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責

任ある包摂的な制度を構築すること 

17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロ

ーバル・パートナーシップを活性化させること 

特に 13 と 15 は環境問題に関わっていますが、それ

ぞれの目標は相互に関連があるため、特定の目標の達

成だけを目指すことはできません。 

12 月には「国連気候変動パリ会議（COP21）」が開催

されますが、国際社会が一致して議論が進むことを期

待します。                        [桑原] 

詳しくは https://sustainabledevelopment.un.org/ 

エコプロダクツ 2015 に出展します 

 日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ 2015」に、

アース・エコは今年も出展します。東 5ホール NPO・

NGO コーナー N-25ブースで皆様のご来場をお待ちし

ています。詳しくは：http://eco-pro.com/2015/ 

日時：12 月 10 日(木)～12 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 
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これからの活動予定 

◇ 11 月 10 日(火) 横浜市環境教育出前講座 2 日目、横浜市緑区内の小学

校 

◇ 11 月 17 日(火) 24 日(火) 横浜市環境教育出前講座、横浜市青葉区内

の小学校科学クラブ 

◇ 11 月 22 日(日) こども理科実験教室、相模原市立環境情報センター 

◇ 11 月 26 日(木) かながわ環境教室 2 日目、川崎市幸区内の小学校 

◇ 11 月 28 日(土) すぎの子まつり、横浜市立長津田第二小学校 

◇ 12 月 10 日(木)～12 日(土) エコプロダクツ 2015、東京ビッグサイト 

◇ 12 月 23 日(水) クリスマス親子工作教室、長津田地区センター 

◇ 1 月 30 日(土) 親子工作教室、菊名地区センター 

上記は計画が確定していないものを含みます。詳しくは事務局にお問合せく

ださい。  earth.eco.jimukyoku@gmail.com 

11 月 11 日(水) 13:30-16:30 

かながわ県民センター705 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。ご希望の方は事務

局までご連絡ください。 

 

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 

  


