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くあ 

 

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.7-2 

2016 年 4 月 20 日(穀雨) 

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。 

熊本、阿蘇、大分で大地震がありました。被害に遭われた方に心からお見

舞い申し上げるとともに一日も早い復旧をお祈りします。震源地は多くの断層

が集まる断層帯で、南西にたどると稼働中の川内原発に、東にたどると停止

中の伊方原発に行きつきます。これ以上震源が拡大しないことを祈ります。  

平成 28年度の活動予定 

5 月 25 日に開催するアース・エコの平成 28 年度総会に 28 年度の事業計

画を提案し、会員の皆さんのご審議、ご承認をお願いしますが、事業計画の

骨子は以下の内容です。 

� 地域地域地域地域とのつながりとのつながりとのつながりとのつながり 

メルマガ 7-1 号でも述べましたが、環境活動にとって地域とのつながりは大

切です。昨年度は、今まで出前授業の実績のなかった葉山町内の小学校で

初めて出前講座を行いましたが、今年度はこれを更に発展させ、定着を目指

したいと考えます。今年度も、会員がそれぞれの在住地域で展開する環境活

動をアース・エコ全体で支援します。 

昨年度は、アース・エコが団体会員として参加する「さがみはら地球温暖化

対策協議会」の活動に積極参加しましたが、今年度は協議会の協力を得て、

相模原市内の小学校での出前授業や公民館での環境教室開催など、活動

を増やしたいと考え、このための資金として助成金を獲得しました。 

また、会員が神奈川県地球温暖化対策推進員として地元で活動する際に

機材を貸し出したりマテリアルを提供するなど、昨年度に引き続き、会員の活

動を支援します。 

� 新規プログラム開発新規プログラム開発新規プログラム開発新規プログラム開発 

昨年度は、理科実験のプログラム 2 本を新規開発しましたが、今のところ

実施の実績が少なく、課題がいくつか残りました。今年度は更にブログラムを

改良し、完成度を上げたいと考えます。 

地域の環境教室で行う工作は、昨年度は「スカイツリー」やそれを応用した

工作を実施しましたが、会員の努力により改良を重ね、高い完成度になりま

した。同じ会場で二年続けて教室を催する場合には同じ工作は避けたいの

で、今年度は新しい工作のテーマを見つけることが課題です。 

出前授業の内容も時代の変化に遅れないように常に改善し、省エネ実験

も改良や新しい実験の開発に取り組みます。 

� 研修旅行、勉強会など研修旅行、勉強会など研修旅行、勉強会など研修旅行、勉強会などでのスキルアップでのスキルアップでのスキルアップでのスキルアップ 

東日本大震災の被災地支援の意味も含め、昨年度に続き今年度も東北地

方への見学旅行を予定しています。毎月の例会とともに開催している合同勉

 

 

学校出前授業 

 

「スカイツリー工作」 

 

地域環境学習 
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強会※にも毎回 15 名前後の会員が出席し、活発な相互啓発が続いていま

す。今年度も引き続き、話題のテーマを取り上げ、会員がそれぞれ調査した

結果を持ち寄り発表する会を何回か開きたいと思います。 

この他、今年度の主な事業計画は次の通りです。 

学校出前授業学校出前授業学校出前授業学校出前授業 神奈川県および横浜市の出前授業は、昨年同様、小学校を

中心に 10 校程度で実施する予定です。今年度はこれに加えて相模原市内

で 3 校程度の出前授業の実施を目指します。 

出前講座フォローアップ出前講座フォローアップ出前講座フォローアップ出前講座フォローアップ 昨年度に引き続き、小学校 1 校で環境委員会など

学校全体の取り組みを支援します。支援する学校を増やしたいと考えてい

ますが、学校側の都合もあり容易には実現していません。 

地域環境学習地域環境学習地域環境学習地域環境学習 昨年同様、横浜市内の地区センターなどで親子工作教室な

どを 7 日程度、開催する予定です。今年度はこれに加えて相模原市内の公

民館 3 か所程度での実施を目指しています。 

受託による講座開催受託による講座開催受託による講座開催受託による講座開催 今年度も講師派遣依頼などに積極的に応じます。 

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発 昨年同様、エコプロなど環境関係のイベントに出展します。出展す

る目的を明確にし、費用対効果も考慮して出展先を決めます。   [桑原] 

（※神奈川県環境学習リーダー会エネルギー部会との共同開催です。） 

 

イベント出展 

 

セミナーへの講師派遣 

平成 28年度通常総会開催のお知らせ 

アース・エコの平成 28 年度通常総会を下記の通り開催します。会員の皆

様はご出席ください。後日メールでご案内と議案書をお送りします。 

～～～ 記 ～～～ 

日時： 5 月 25 日(水) 午後 3時～5時 (午後 2時 30 分受付開始) 

会場： かながわ県民センターR705 会議室 

終了後、近くの飲食店で懇親会を予定していますのでご予定ください。 

 

 

4月例会・合同勉強会を開催しました 

4 月 13 日(水) かながわ県民センター会議室で 4 月の理事会・例会・合同

勉強会を開催し、会員など 17名が出席しました。 

4月月月月理事会理事会理事会理事会 

平成 28 年度の総会に提案する「平成 27 年度事業報告」、「議案平成 28

年度事業計画」の内容を検討しました。また、「かながわエコ 10 フェスタ」へ

の出展と、3件の地域環境教室の開催計画を了承しました。 

4月例会月例会月例会月例会 

今年度の活動計画のうち、日程が確定した 3件の活動について参加者の

調整等を行ったほか、3 月に実施した 2 件の活動について実施結果を報告

しました。また、6 月に予定している研修旅行について話し合いました。 

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） 

� 「「「「マイバッグ持参率マイバッグ持参率マイバッグ持参率マイバッグ持参率」」」」 

会員が、自宅周辺のドラッグストア 3 軒とスーパーマーケット 1 軒につい

て、来客のマイバッグ持参率を調査した結果について、報告がありました。

各店舗が調査した結果が店舗内に掲示されていて、それを集計した物です

が、ドラッグストアは 20～30%台だったのに対し、スーパーは 50%近い結果

 

合同勉強会に出席した皆さん 

 

マイバッグ持参率の掲示 
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でした。出席者からは「買い物客に対するマイバッグ持参の意識付けより、

店舗の取り組み姿勢の方が影響が大き。」との指摘がありました。レジ袋を

有料化したり、マイバッグ持参の有無によってポイント付与に差をつけるな

どの取り組みが大切なようです。また、営業形態や客層の異なるコンビニで

は、マイバッグ持参がほとんど見られないとの指摘もありました。 

かながわ環境イベント・エコ 10 フェア 2016に出展します 

神奈川県は、地球環境保全のための行動指針「新アジェンダ 21 かなが

わ」を見直し、新たに「私たちの環境行動宣言 かながわエコ 10（てん）トライ」

に取り組んでいます。（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160477/） 

かながわ地球環境保全推進会議は、多くの皆さんに「エコ 10」を知ってもら

うために「かながわ環境イベント・エコ10フェア2016」を開催します。昨年まで

開催されていた「アジェンダの日」に替わるものですが、今までどおり TVK の

「2016秋じゃないけど収穫祭」と同時開催です。 

日時： 5 月 28 日(土)11:00～17:00、29 日(日)10:00～16:00 

会場： 日本大通り、県本庁舎前、象の鼻パーク〈屋外〉 

アース・エコも例年同様、象の鼻パークに出展を予定しています。皆さんの

ご来場をお待ちしています。 

 

 

昨年度「アジェンダの日」 

出展の様子 

これからの活動予定 

◇ 5 月 28 日(土)、29 日(日) かながわ環境イベント・エコ 10 フェア 2016、

日本大通り、象の鼻パーク 

◇ 6 月 15 日(水)、16 日(木) 会員研修旅行 

◇ 6 月 18 日(土) エコフェスティバル、埼玉県越谷市内の小学校 

◇ 7 月 3 日(日) さがみはら環境まつり、ユニコムプラザ 

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 

 

5 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 

  


