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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.6-16 

2015 年 11 月 23 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。 

火力発電所の新設は CO2 排出の点から厳しい規制が必要です。石炭

火力の輸出に対する公的支援は、高効率の最新型の場合を除き、制限す

る方針が OECD 作業部会で合意されたと報じられました。環境省も国内

の石炭火力の新設に抵抗していますが、温暖化対策として当然です。  

こども理科実験教室 相模原市立環境情報センター 

11 月 22 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「二酸化炭素であそぼう!」を開催しまし

た。この教室は同センター主催の全 5 回シリーズで、今

回の第 3 回はアース・エコが講師を担当しました。 

テーマは「二酸化炭素であそぼう!」。小学校 4～6 年

生 18 名にその兄弟 2 名を加えた 20 名が参加しました。 

今回のプログラムはこの教室のために新規に開発し

たもので、CO2 の化学的・物理的性質を学ぶとともに、

地球温暖化との関わりを理解することが目的です。数ヶ

月前から内容の検討と実験の準備を重ねてきました。 

今回の教室のプログラムは以下の通りです。 

① 呼気に含まれる CO2 を測定器で測定 

② 呼気の CO2 で石灰水が白濁（定番の実験） 

③ CO2 と空気の重さを比較（空気にも重さがある!） 

④ CO2 は水に溶ける（ペットボトルをつぶす） 

⑤ 水温による CO2 の溶け方の違いを比較 

⑥ CO2 が持つ温室効果を調べる実験 

⑦ 植物の炭酸同化作用の説明 

⑧ 顕微鏡による植物の気孔の観察 
 

実験に使用する CO2 は安全を最優先し、ビニール袋

にバブ（入浴剤）を入れ、水を加えて発生させました。 

子どもたちが一番驚いたのは④の実験でした。ペット

ボトルに CO2 と水を半分ずつ入れ、固く栓をして激しく振

ると CO2が水に溶けて減圧し、ペットボトルがつぶれまし

たが、その様子が子どもたちには驚きだったようです。 

⑤は水の温度による CO2 の溶け方の違いを見る実験

ですが、温水と冷水を入れた 2 つのペットボトルに④と同

様にCO2を入れ、ペットボトルの口に風船をはめました。

風船を使うのは溶けて減った CO2 の量を見るためです

が、ペットボトルを振ると風船がペットボトルに吸い込ま

れて中で膨らむ様子にも、子どもたちは驚いていました。 

盛り沢山のメニューで 90 分の時間内にプログラムが

収まりきらず、⑦と⑧は一旦教室を終了した後に希望者

に会場に残ってもらって行いましたが、大部分の参加者

が残って説明を聞いたり、顕微鏡を覗いていました。 

初めての教室で色々な反省点が見つかりましたが、

改良を重ねて完成度を高め、様々な機会にこのプログラ

ムを実施できるようにしたいと思います。[桑原] 

 

水上置換法でペットボトルの中に

CO2 を集めるのは少し難しい 

 

ペットボトルに吸い込まれた 

風船の大きさを比べて見る 

 

顕微鏡で植物の気孔を観察 
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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 10 日(火) 横浜市緑区内の小学校 5 年生 3 クラス 95 名を対象に、

横浜市環境教育出前講座の 2 日目を実施しました。1 日目は 9 月 29 日(火)

でした。プログラムは、1 日目授業の振り返り、自然エネ・新エネの実験、約

1 か月間取組んだ省エネチャレンジの実践結果報告、および省エネチャレン

ジ振り返りのワークショップを行いました。 

実験では、新エネの燃料電池自動車に一番興味が集まったようです。ま

たワークショップでは、省エネチャレンジを振り返って話し合い、更にその結

果を踏まえて『学校での活動～働きかけ』について各グループで話し合いま

したが、各グループとも時間内にうまく意見をまとめることが出来ました。 

最後に 2 日目講座の感想文を書いて発表してもらいました。    [壁谷] 

 

ワークショップの話し合いで 

出た意見を模造紙にまとめる 

横浜市環境教育出前講座 2 日目 横浜市青葉区内の小学校科学クラブ 

11 月 17 日(火) 横浜市青葉区内の小学校科学クラブの 4～6 年生 33 名

を対象に、横浜市環境教育出前講座の 2 日目を実施しました。1 日目は 10

月 20 日(火)でした。クラブ活動の時間枠は 50 分に限られているため、通常

の 90 分の出前授業のプログラムが出来ません。顧問の先生と相談し、簡単

な工作を取り入れたプログラムを特別に作りました。 

工作のテーマは『身近なもので電池を作ろう』です。最初に電池について

簡単に説明した後、5 班に分かれ、各班毎に銅板とアルミホイルの組み合わ

せによる電池や、備長炭電池を作成し、電子オルゴールを鳴らしたり、LED

ランプを点灯したりしました。 

その後、スタッフが 55 円電池やレモン電池をデモ実演しました。短時間で

どこまで児童に理解してもらえるか心配でしたが、お家にある身近なもので

電池ができる事を納得してもらいました。最後に 2 日目講座の感想文を書い

てもらい、数名の児童に感想を発表してもらいました。          [壁谷] 

 

皆で協力して備長炭電池を 

直列に接続する 

秋色いっぱい ＜会員からの寄稿＞ 

昨日夜遅く、京都に着いた。今日の京都の気温は 19

度、関東は 16 度とかなりの温度差がある。秋晴れの気

持ちのいい一日だった。街路樹の銀杏が少し色付き始

めているが、両サイドで微妙に色付きが違っている。日

当たりの違いからきているのだろう。 

紅葉情報で関西紅葉人気ナンバー1 は滋賀県の永源

寺で、ナンバー2 は永観堂と書いてあったので、午後か

らふらっと永観堂に行ってみた。 

古今集にも「モミジの永観堂」と詠まれ、数ある京都の

紅葉の名所の中にも一際紅葉の美しさで知られている。

さすが人気スポットだけに、観光客でいっぱいで、外国

人もかなりいた。昨年も来ているが、紅葉の様子は同じ

位であった。永観堂は東の山側にあり、永観堂の銀杏

は既に黄色のジュウタンとなって、紅葉の美しさに明るさ 

を添えていた。やがては赤いジュウタンとなることでしょう。 

4 時で入館閉め切り、5 時から夜のライトアップとなる。

4 時 15 分頃で既に 50 人位の人が並んで待っていた。

夜のライトアップは幻想的で、次々と観光客が、押し寄

せて来る。私は家路に着いた。           [EIKO] 
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「ゼロエネルギーハウス」見学報告 

メルマガ 6-14号で「北杜市の太陽光発電見学」の報告

をしました。その折、省エネに配慮したお宅も見学させて

いただき、「ゼロエネルギーハウス」を身近に感じたので

報告します。 

そのお宅は八ケ岳のすそ野の南向き林の中にありまし

た。仕事や趣味もインターネットを活用すれば、街中でな 

くても不自由ないとの事で、ここに移住を決意。以前か

ら環境問題に関心があったので、新居設計段階から、

設計者と断熱性能や再生可能エネルギーの活用につ

いて綿密に打ち合わせを重ねたそうです。そしてこの 1

年、新居での生活を楽しまれ、その光熱費を集計したら

「ゼロエネルギーハウス」以上になっていたそうです。 

 

 

 

左：A さんのお宅 2階建て一部半地下 

・電力 ソーラー発電（4kW） 

・給湯 太陽熱温水器（300ℓ）+石油ボイラー 

・暖房 薪ストーブ＋潜熱利用型冷温水シス

テム 

・水   雨水利用タンク 

 

1 年間の光熱に関するデーターを戴きまし

たので、ご紹介します（↓）。 
 

A さん宅のさん宅のさん宅のさん宅の CO2 排出収支（排出収支（排出収支（排出収支（2014 年年年年 7 月～月～月～月～2015 年年年年 6 月）月）月）月） 

  
実績 

CO2 

排出係数 
CO2 

排出量（kg） 
平均的家庭の 

CO2排出量（kg） 
A さん宅の 

金銭的収支（円） 

電力 発電量（A) 5,364 kWh       

売電量（B) 4,562 kWh 0.521 -2,377 0 -170,202 

自家消費（C＝A-B) 802 kWh         

買電量（D) 1,605 kWh 0.521 836 2,631 66,575 

電力使用量（C+D) 2,408 kWh         

電力収支（D-B) -2,957 kWh 0.521 -1,541 2,631 -103,627 

その他 プロパンガス 54.6 m2 6.5 355 634 33,009 

水道（上下） 212 m2 0.36 76 107 44,360 

灯油 198 ℓ 2.5 495 424 14,400 

電力～灯油収支計    -614 3,796 -11,858 
 

� 4kW のソーラーで年間 5,346kW 発電・・北杜市とい

う地の利もあり効率よく発電。 

� 年間電力使用量(自家消費+買電量)は 2.408kWh 

・・月間使用量は約 200kWh と大変省エネに努力さ

れている。 

� その結果、売電料が買電料よりも大きく、収入の方

が年 10万円以上大きい。また、電力からの CO2 の

収支でも、排出量は大幅マイナスとなる。 

� 他の光熱費：ガス、灯油、水道を含めても、まだ売

電収入の方が大きく、かつ CO2排出量もマイナスで

ある。 

� 自動車のガソリン代全部は出来ないが、その一部

もカバーしている事となる。 

� 最近、雨水タンクの活用も始まり、更に環境負荷や

収支改善に寄与しているそうです。 

身近な方が「ゼロエネルギーの生活」を楽んでおられ

る様子を拝見し、その実現性に確信を得た。そして、

色々なハウスメーカーがうたっている「ゼロエネルギーハ

ウス」も身近に感じる様になった。 

CO2 の大幅削減には、住まいのエネルギーの大幅削

減は必須であり、今後、この普及にも積極的に参加して

行きたい。                        [安藤] 

ソーラー発電 太陽熱温水器 

雨水タンク 
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11 月例会・合同勉強会を開催しました 

11 月 11 日(水) かながわ県民センター会議室で 11 月の理事会・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月月月月理事会理事会理事会理事会 

葉山町内の小学校の出前授業について協議し、実施が承認されました。 

11月例会月例会月例会月例会 

今年度中に予定している学校出前授業など 9 件の活動について参加者

の調整を行いました。また 10 月下旬から 11 月中旬に実施した 5件の活動

を振り返って課題や改善点などを話し合いました。 

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) 

� BPエネルギー統計エネルギー統計エネルギー統計エネルギー統計 2015年版年版年版年版 

毎年 BP から主要国のエネルギー需給の状況等に関する統計データ

が発表されていますが、会員から 2015 年版について報告がありました。 

� こども理科実験教室こども理科実験教室こども理科実験教室こども理科実験教室「二酸化炭素であそぼう「二酸化炭素であそぼう「二酸化炭素であそぼう「二酸化炭素であそぼう!」リハーサル」リハーサル」リハーサル」リハーサル 

理科実験教室の実施結果については 1 ページに掲載しましたが、これ

に先立ち、いくつかの実験の手順についてリハーサルを行いました。 

� 太陽光写真太陽光写真太陽光写真太陽光写真 

11 月 28 日(土)にエネルギー部会が開催を予定している教室「太陽光

の光で写真を写そう」で工作を行う写真機の紹介がありました。 

 

BP エネルギー統計の報告 

 
工作教室で組み立てる写真機 

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 

 

これからの活動予定 

◇ 11 月 24 日(火) 横浜市環境教育出前講座フォローアップ、横浜市青葉

区内の小学校科学クラブ 

◇ 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 

◇ 2 月 7 日(日)、3 月 6 日(日) 親子工作教室、藤が丘地区センター 

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 

12 月 9 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。 
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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 

  


