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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。 

あけましておめでとうございます。エルニーニョの影響か、暖冬の予想が的

中し、正月は三が日とも晴天に恵まれ、穏やかで暖かな新年になりました。

我家のベランダからも初日の出を見ることができました（右写真）。今年も一

層充実した活動を目指しますので、皆様のご協力ご支援をお願い致します。  

2016 年 年の初めに想うこと 

パリの COP21 の合意は、気温上昇を産業革命前から 2℃より十分低く抑

え、更に 1.5℃未満を目指して努力することです。日本の当面の目標は 2030

年度に 2013 年度比 26.0%減で、家庭部門は 39%減です。この目標へのス

タートとなる 2016 年は、エネルギー多消費のライフスタイルもう一度を見直

し、一層の省エネの努力に取り組むよう、働きかけたいと思います。 ［桑原］  

会員の皆さんからも「年の初めに想うこと」を寄せてい

ただきましたのでご紹介します。 

� 見よう見まねで子どもたちとエコを学んだこの一年

に続き、今年は、地球と生命の謎について知的好

奇心を膨らませつつ、子どもたちとの学びを楽しみ

ます。                       ［カール］ 

� 昨年暮れの COP-21 で、今世紀末までに低炭素社

会を構築するという世界の目標が決まった。この改

革の時代を生きる子どもたちに対して何ができるだ

ろうか。私は小さな市に住んでいるので、市内の子

どもたち全員に、義務教育期間中に一度は「地球温

暖化と省エネの授業」を実施したい。幸い、この春、

中学生 13 クラスに 1 時間づつの授業時間をいただ

いているので、これらを成功させ、数年かけて全ク

ラスに実施できるよう努めて行きたい。その為にも

健康に留意。                    ［K.A］ 

� 環境問題は、「地球温暖化問題など」喫緊な印象で

すが…。パリ会議でも見られたように、世界の指導

者たちは政治的な思惑もあり、なかなか対処の展

望は見えないところです。地道ですが、私たちの活

動は「子どもの意識と生活習慣」作りができる活動

です。10 年後、20 年後…。風力、太陽光、地熱、波

力、水素などエネルギーの開発・依存の形は変わっ

ていることでしょう。今、私たちの活動はその先端の 

� 学問(知識)を紹介しながら、未来の子どもたちに未

来の地球を託しているのです。小学生の「今」に係

わり、未来を話すことのできる活動に喜びを持ちた

いと思っています。「子どもの力を信じましょう。」 ［西］ 

� 継続は力なり継続は力なり継続は力なり継続は力なり        約5 年前から健康維持のために始

めたジョギング、昨年は年間目標の 75%程度しか

出来ませんでした。原因は 2 月の大雪による転倒と

夏場の猛暑です。まるで子どもたちに教えている、

異常気象と関係が有るような 1 年でした。今年は具

体的な数値目標（5km/回×2～3 回/週×55 週/年

≒650km）を上げ、それに向かって、目標管理した

いと思っています。ジョギングを始めたことにより、

代謝が良くなり健康診断では、どこも指摘を受けな

い状態が続いています。これも継続のお陰と思って

います。美味しいお酒が、いつまでも飲めるように

頑張ります。                    ［壁谷］ 

� 最近、省エネルギーに関する関心が低くなっている

ように感じますが、環境、資源問題の解決の基本は

エネルギー総需要の削減と思います。今年も子ども

たちと一緒に省エネルギーについて考え、行動して

行きたい。                     ［岩澤］ 

� 温暖化対策に向け色々と取組を考えていますが思

うように進んで行きませんが、先ずは子どもたちへ

の出前授業で 1歩 1歩前に！。       ［内田］ 
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クリスマス親子エコ工作教室 長津田地区センター 

12 月 23 日(水) 横浜市緑区の長津田地区センターでクリスマス親子エコ

工作教室～LED が光るクリスマスツリーを作ろう～を開催しました。参加した

のは小学生16名とその保護者14名の計30名。講師/スタッフは6名でした。 

参加者の皆さんに地球温暖化と省エネの重要性を理解し、省エネの方法

を学び、省エネを実践するきっかけとしていただくことが目的です。 

前半は、地球温暖化について学んだり、

省エネ実験などを体験して省エネの方法を

学んだりしました。後半は、クリスマスツリ

ーの工作です。ツリーの本体と LED を点滅

させる電子回路の組み立ては比較的簡単

ですが、飾りつけはイラストをはさみで切り

抜いて張り付けるのに手間がかかります

が、親子で協力して取り組んでいました。 

最後に参加者の皆さんに感想を書いてもらいましたが、保護者からは「家

に帰ったら早速省エネに取り組みたい。」との声もありました。     ［桑原］ 

 

 

 

完成したクリスマスツリー 

ソーラーパネルで発電した 

電気をためて LED が点滅する。 

ごみ有料化の我が家での効果について 

私の住んでいる逗子市でも、昨年 10 月から家庭ごみの有料化が始まっ

た。我が家では、容器包装の分別が始まったのを契機(12 年前)に、生ごみの

自家処理を始め、燃やすゴミの削減に努めてきたつもりであった。しかし、有

料化後の 3 か月のデーターは下記の通りで、更に半分近くまで下がった。容

器包装の排出量は同期間に 3%減少しているので、ミックスペーパーや生ご

みへの選別がより細かに行われた結果と思われる。 

我が家(3 人家族)の「燃やすゴミ」の月別排出量(単位 kg) 

 10 月 11 月 12 月 左記平均 

04～14 年度平均 7.5 6.5 7.4 7.1 

15 年度 3.4 3.4 4.2 3.7 

削減率 55% 47% 44% 48% 

経過 

03 年：生ごみ対策前、容器包装分別前で、月排出量は約 25kg であった。 

04 年～：容器包装の分別開始、生ごみの自家処理開始。加えてゴミ捨ての

役割分担を決める(ゴミの纏めと計量は妻、集計と集積所へ運ぶのは下名)。 

05 年 10 月～：ゴミの纏めと計量に同居の子どもも参加・・これで全員が係

る事となった。 

今後も、ゴミの纏め、計測、集計などに家族全員が関与するように心がけ、

関心を持ち続ける様にして行きたい。 

市全体の「燃やすゴミ」の排出量は 10、11 月平均で 33.7%下がった由。有

料化の効果は大きいようだ。 

なお、14 年度市民の燃やすゴミ排出量は一人当たり月 15kg と思われる

(「平成 26 年度 逗子市一般廃棄物処理実施計画」から市直営の燃やすゴミ

10,420ｔ/年から推定)。                             ［安藤］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子で工作に取り組む。 
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これからの活動予定 

◇ 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 

◇ 2 月 21 日(日) 省エネ講座、相模原市相原公民館 

◇ 2 月 23 日(火)、25 日(木) 学校出前授業、葉山町内の小学校 

◇ 3 月 17 日(木) 環境シンポジウム、横浜市内の高等学校 

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 

1 月 13 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 

  


