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●当会の会員数（2017年 10 月 12日現在） 正会員：81 名、賛助会員：7名、合計：88名 
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 会報 100号に寄せて     当会創設代表世話役 会報創刊号発刊  古澤正文 

この池は本来、寒冷地の農業用水の溜池として作ら

れたが、水源から流れてくる水が冷たく、酸性が強か

ったのでこの池で常温化、常態化した。その結果、標

高 1,100ｍのこの地のお米の収穫も大幅に改良され

たそうです。このような池を瞼に浮かべながら、環境

のレベルを更に上げて行きたいと思います。 

――――― ・◆・ ――――― 

環境保全活動は国内だけの活動でなく、地球規模で

考えなければならない問題でもあり、国の政策として、

県や市の方針が設定され、当会に協力要請があれば、

県民、市民に分かりやすく普及する方法を考え、活動

することがとても重要なことです。現在の最大のテー

マは地球の温暖化の問題です。世界的には自動車の動

力をガソリン依存から電気に切りかえることで進んで

いるが、電源確保の段階で温暖化防止のめどが立て難

くなってきています。 

この 25 年、当会は県のご指導を頂きながら、会員

が知恵を出し合い活動してきたことが、国から表彰を

受けることができたことを心から喜びたいと思いま

す。今後、この成果の意義を発展させ、会報 200 号に

向かって、会員皆様のご活躍に期待してご挨拶に代え

させて頂きます。 

会報は年に４回発行されているので、100 号の発行

は 25 年の歴史を経たことになります。この 25 年間の

日本の環境は大きく変わりました。特に都会周辺の大

気、水、河川、街中の道路、人間の生活状態などすべ

てが歴史的に綺麗に転換しました。日本ばかりではな

く、世界各国が力を合わせて環境保全に取り組んだ貴

重な 25 年だったと思います。 

当会では、国、県の環境政策のご指示を頂き、大気、

水質などの測定や観察の方法を県民と共に学びながら

各地で学習を実施し、その改善を考えて参りました。

環境問題は、生活者は何が問題なのか判ってはいるが、

生活の便利さを優先してしまい、いざ行動を起こそう

とすると腰が重く立てないところを、興味を持たせて、

立ち上がらせるところに知恵がいるところで、当会の

会員は様々な知恵を絞って興味や関心をもってもらっ

たことが懐かしく思い出されます。 

――――― ・◆・ ――――― 

25 年を経て現在の環境レベルまで来ましたが、これ

を維持継続するには日常生活の意識の中に環境の目標

を持つことが大変重要です。大自然の風光に恵まれ、

山紫水明の大自然の中で生活する我々は、環境を保全

する先進国の人間として、その美しさを保全し、世界

の人々に示したいと思います。 

友人から、長野県茅野市の御射鹿池（おさかいけ）

の情報が手元に届きましたので一部を紹介します。こ

の池は透明度が非常に高く、鏡のように周囲の景色を 

映し出し、絵の中にいるようで、日本一美しい景色だ 

 

との紹介です。四季おりおりの表

情がどれもすばらしい景観で、紅

葉の季節を迎える御射鹿池は格別

に美しく、日本のこの秘境をぜひ

訪れるようにとの便りでした。 
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NPO法人 神奈川県環境学習リーダー会     ホームページ  http://npo-k-leader.net/ 

 

神奈川県立青少年センター 

青少年のための科学の祭典・神奈川大会    代表理事 田口繁雄 

 

 

「青少年のための科学の祭典」が横浜市桜木町の神奈川県立青少年

センターにて 8 月 6 日（日）開催され、当会からは「挑戦！パワー全

開！君は自分で自分を持ち上げられるか？」をテーマに出展しました。  

このブースには約 110 名の親子が参加して「パスカルの原理」を

体験しました。この体験とは、呼気の力で約 2 万倍の重量を持ち上げ

るもの。子どもたちは、自分で工作したポリ袋にホッペを風船のよう

にして息を吹き込んで自分を持ち上げ、更にお父さんをも持ち上げる

ことに挑戦しました。その成果として、持ち上げた重量を記入した「認

定証」を受け取り嬉しそうに持ち帰りました。  

 

 

 

神奈川県立産業技術総合研究所 

横浜市立さつきが丘小学校        グリーン部会長 柳川三郎 

9 月 12 日（火）、「なるほど！体験出前教室」を、横浜市立さつき

が丘小学校理科クラブの 4～６年生 22 名を対象とし、当会講師 7 名

にて実施しました。テーマは「人工の雲を作ろう」、自然界の水の循環

を学び、水を大切にすることを動機づけるもので、雲が空に発生する

仕組みを説明した後、実験にてペットボトルの中に雲を作りました。 

今回は新たにアルギン酸ナトリュウムと乳酸カルシュウムを用いた

「つかめる水」の実験も行いました。この実験は、水をゼリー状の膜

で包み、手のひらに乗せ、指でつかむことができるもの、生徒たちは

この化学反応に興味を示しながら実験に取り組みました。 

 

 

神奈川工科大学共催 中津川生きものしらべ教室  水環境部会長 吉村美男 

神奈川工科大学の「中津川生きものしらべ教室」が 8 月 16 日（水） 

と 23 日（水）に開催されました。恒例のこの夏休み特別企画教室は、

神奈川工科大学、NPO 法人神奈川ウォーターネットワークと当会の共

同事業にて「調べてみよう身近な環境」と題して実施しました。 

●8 月 16 日は、連日の雨で川の条件が悪く、当日も朝から雨天のため 

川での生き物調べは中止し、大学構内での講座となりました。当日早朝、 

大学教授や学生たちが川から採取してきた生き物と県・環境科学センタ 

ーで育成保管中のアメリカザリガニなどを教材に、観察し直接触るなど 

の体験をしました。綿教授と斎藤講師による生き物の特徴などを学習し 

た後、高村教授による水質調べで「PH」や「COD」の実験授業が行な 

われ、子どもたちは水の簡易測定を体得しました。 

 

●8 月 23 日は、朝から好天で気温が上昇し大変暑い日となり、川に入っての生き物調査には最適でした。子ども 

たちは２～4 人の班に分かれて川に入り、待望の生き物捕りに挑戦し、びしょ濡れになって獲物を追いました。成 

果は、シマドジョウ、ヒゲナガカワラトビケラ、ヒラタカゲロウ、ヨコエビ、アメリカザリガニ、コヤマトンボの 

ヤゴなど。獲物の解説を教授から聞くなど、夏休みの終盤に子どもたちは生き物調べを大いに楽しみました。 

生きものに触れる体感を楽しむ子どもたち 

「つかめる水」の実験に取り組む 

子どもの呼気で父親持ち上げに挑戦 

地位親をたち 
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環境学習の安全について   

Leader’s TOPICS 

安全管理担当理事 濱辺謙吉 

⦿ 安全確保が第一 
私達の環境学習活動は主に小学生が対象ですが、市町

村や企業等が開催する環境関連イベントでは一般の方々

が対象になります。環境学習の内容は、地球温暖化等の

気象環境、電気エネルギー、植物や水生生物の採取と観

察、身近な科学的現象の実験、自然科学や工学的な工作

等多岐に渡っています。これらの活動は、夫々程度の差

はありますが、様々なリスク（起こり得る危険）を内在

しています。私達はこれらのリスクを意識して、安全の

確保を第一に考えて活動しています。幸い、これまで重

大な事故は起きていませんが、今後も起きないとは限り

ませんので、改めて安全について考えてみましょう。 

 

⦿ リスク予知の責任 
活動現場では、私達は指導者として一定時間、継続的

に参加者を監督する立場にありますので、リスクを予知

し、そのダメージを回避、又は排除する義務と責任を負

っていると考えられます。例えば、屋外での活動を想定

してみます。予め活動現場を下見して周辺の安全を確認 

することも要件の一つです。河川等で活動する場合に

は上流の影響も考慮する必要があります。又、降雨等

の悪天候は思わぬ事故を引き起こすことがありますの

で、天気予報を理解し、状況に応じてリスクを回避す

る行動が必要になるでしょう。子供達は夢中になって

活動する内に危険な場所に立ち入ったり、見通しが悪

い場所に入り込んだりして、その姿を見失うことがあ

ります。子どもたち一人一人に十分目が届く人数のス

タッフを配置することや保護者の同伴を求めることが

有効でしょう。 

 
⦿ 安全へ適切対策 
リスクを予知して適切な対策を実施できれば良いの

ですが、決して容易なことではありません。これを困

難にする障害は、曰く「これまで事故を起こしたこと

は無いのだから」、「皆やっているのだから」、「自分だ

けは大丈夫」等の楽観的な囁きです。私達にはリスク

が自分に関わるとは考えたくない習性があるようです

が、そんな時は「ハインリッヒの法則」即ち「1 件の

重大事故の基には29件の軽微な事故と300件のヒヤ

リハットがある」ことを思い出してください。そのリ

スクを正しく予知し、適切に対策を講じることはとて

も難しい。無事故を願う対策はいつも多過ぎたり、少

な過ぎたりです。どうぞご安全に！ 

 

 

 

 
川に入って、生き物捕りに熱中する子供達、安全リスクはどこに？ 

   

安全ゴーグルで目を守って実験します。 

例 

会報 100 号発刊について 

                   代表理事 田口繁雄 

この度、当会は会報 100 号を発刊することができま

した。この会報は、当会の講師陣が環境学習活動へ懸命

に取り組んでいる様子を発信し、会員仲間同志が情報を

共有して意思疎通を図るための情報誌です。更には、県

内の関係する方々へお送りして当会の活動内容を理解し

ていただく情報誌でもあります。これまでご愛読いただ

きましたことにお礼申し上げます。今後も紙面内容の充

実を図りながらお送りします。ご愛読をお願いします。 
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平成 2９年度 県・環境科学センター  

夏休み子ども環境体験教室 報告   県・環境科学センター担当 濱辺謙吉

岩俊雄  

今年の夏休み子ども環境体験教室も、県・環境科学センターと当会の共催で、７月 31 日（月）から８月４日

（金）までの毎日、午前と午後に 1 教室ずつ、９科目 10 教室を県・環境科学センターにおいて開催しました。 

教室は、①「人工の雲をつくろう」、②「身近なもの

で電池をつくろう」、③「森の木工クラフトで森を考え

よう」、④「汚れた水をきれいにしよう」、⑤「手づくり

顕微鏡で生き物を観察しよう」、⑥「見えない空気につ

いて調べよう」、⑦「プラスチックのリサイクル実験教

室」、⑧「いろいろな方法で発電してみよう」、⑨「環境

地球儀を作ろう」でバラエティー豊かなラインアップに

なりました。 

 「環境地球儀を作ろう」は、オリジナルの正 12 面体

の地球儀を組み立てて、環境や気象に大きく影響する海 

流や気流の影響をグローバルな視点で考える教室で

す。各教室の定員は 20 名で、小学校高学年（４～６

年生）を対象に参加者を募集した結果、県内の 20 市

町から延べ 447 名の方々から応募頂きました。定員

を超えた教室は厳正な抽選を行い、延べ 213 名の小

学生とその保護者及び同伴者 133 名の皆さんに参加

して頂き、好評の内に終了することができました。 

この教室は「東京ガス環境おうえん基金」を受けて

実施し、一部の教室は「神奈川県地球温暖化防止活動

推進センター」との共催で実施しました。 

 

   

   

   
■ ⑦発泡スチロール版の工作         ⑧風力発電の実験            ⑨環境地球儀を全員が完成 

■ ④汚れた水をきれいにする実験        ⑤ルーペ式顕微鏡を覗き見る        ⑥二酸化炭素濃度計で測定体験 

■ ①アースボールで地球の陸と海の面積比を理解  ②備長炭電池で赤色 LEDを点灯      ③森の木工クラフト作品 
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平成 29年度 はまぎん こども宇宙科学館・夏休み特別企画 

自由研究ワークショップ・フェスティバル 報告 実行委員 小林信雄、田口繁雄 

         

6 教室をご紹介します。①「和泉川・地蔵原の水辺で

生き物観察会」は、首都圏の小川で小雨のなか行われた。

子どもたちは網を持って川に入りアブラハヤ、トンボの

ヤゴなどを捕獲、捕った生き物について講師から詳しく

説明を聞きました。その後、水の汚れ程度を COD や透

視度計で水質検査を体験しました。 

②「リサイクル紙で丈夫な椅子を作ろう」教室では、

紙の資源循環についてリサイクル３R などを学んだ後、

段ボール半製品からカッターやボンドを用いて丈夫な椅

子作りに挑戦。ボンドでの接着にやや難しさがありまし

たが全員が完成しました。③「種グライダーを作って飛

ばそう」教室は、植物アルソミトラなどが種を飛ばす生

態の特徴について解説を受けた後、発泡素材で種の形を

模擬した大きな種グライダーを作って滑空を楽しみまし

た。グライダーの重心の位置を変えることによって飛び

方が変わることを体験しました。 

④「ペットボトルで水ロケットを作って飛ばそう」は、

洋光台第二小学校で行われた。理科室でロケットが飛ぶ 

原理を学んだ後、水ロケットを完成させ、校庭に出て

小雨のなかロケット発射実験を行いました。燃料の水

と空気をロケットに注入し、ポンプで加圧、カウント

ダウン、緊張の発射、50～60ｍ を飛ばしました。 

⑤「森の木工クラフト作りを楽しもう」教室では、

森は人や生き物にとってとても重要な役割を果たして

いることを解説した後、子どもたちは保護者と一緒に

森の素材を使って工芸作品を作りに挑戦しました。自

由な発想で作った自慢の作品を発表しました。⑥「環

境地球儀を作ろう」教室は、地球の地図を印刷した厚

紙から、定規、ハサミや糊を使って 12 面体球形の環

境地球儀を作りました。球体なので糊付け、貼り付け

にやや難しさがありましたが全員が完成し達成感を得

ました。作った環境地球儀に海流の流れを記入しなが

ら地球の温暖化について話し合いました。 

これら６教室への生徒の応募は 296 名、定員の 2

倍を超える盛況ぶりでした。参加した生徒は 132 名、

講師 44 名が務めました。 

 

 

   

   

恒例の「自由研究ワークショップ・フェスティバル」が 7 月 22 日（土）～8 月 31 日（木）に開催されました。

このイベントは、夏休みの宿題でお悩みの皆さんをサポートする工作イベントと呼びかけて開催されたものです。 

全 6 部門の工作ワークショップのうち、当会からは「じっくり！環境自由研究」部門に 6 教室を実施しました。 

① ①網を使って生き物捕りに挑戦       ②段ボール材で丈夫な椅子作り       ③飛ぶ種を模擬した種グライダー 

■ ④水ロケットの発射実験            ⑤森の素材でクラフト作品          ⑥12面球体の環境地球儀作り 

「洋
光
台
サ
イ
エ
ン
ス
ク
ラ
ブ
」環
境
体
験
教
室
の
報
告
は
８
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 
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8 月 26 日（土）、横浜市泉区の子ども会育成指導者

連絡協議会主催による恒例の「親子で楽しむ環境体験教

室」が泉区役所の 1 階フロアーにて開催されました。こ

のイベントには、当会が主体的に恒例参加しており、今

年も 3 部門の体験コーナーを出展しました。エネルギー

部会からは「自転車発電」、「省エネ・節電家族」、「手

回し発電」。ケナフ担当からは人気の「紙漉き・はがき 

作り」。自然環境部会から「八重のかざぐるま作り」が

初参加しました。子どもたちは出来上がったかざぐるま

を手にフロアーを駆け回りました。 

今回の参加者は、夏休みの最後とあってか参加者が少 

なく、子ども 12 名と保護者 11 名の 23 名でしたが、

参加した親子は、これらの体験を熱心に取り組み環境に

対して関心を示してくれました。 

  

横浜市泉区 「親子で楽しむ環境体験教室」   代表理事 田口繁雄 

 

人力発電で風船づくりに挑戦               紙漉きではがき作り    八重のかざぐるまが完成          

「第 24回 市民環境活動報告会」予告  実行委員長  田口繁雄 

●開催日時 : 平成 30年 3月 3日(土) 12時～17時 

●基調講演：国立環境研究所 生物・生態系環境センター 

      生態リスク評価・対策研究室 五箇公一室長  

●開催場所 : かながわ県民センター 2階ホール(横浜駅西口) 

●主催 : 第 24回 市民環境活動報告会 実行委員会 

●後援 : 神奈川県(申請予定) 

 

平成 29年度「第 24回 市民環境活動報告

会」を右記の予定で開催します。恒例のこ

の報告会は、環境保全活動を自発的に行な

っている方々へ、成果発表の機会を提供し、

市民活動の輪を広げることを目的に開催し 

ております。環境活動の成果発表を希望さ

れる方は発表の準備をお願いします。 

 

 

 

 大磯町教育委員会生涯学習課からの依頼を受け、7 月 24 日（月）「人工の 

雲をつくろう！」の講座を開催しました。当会のホームページを見ての依頼

とのことでした。この講座は、夏休みの小学生 4～6 年生を対象とした「青

少年おもしろ講座」で 10 時から正午まで青少年保健センターにて開催しま

した。この「人工の雲を作る」講座は、当会が数多く開催しているもので、

生き物に欠かせない水について理解を深めることを目的に、自然界の水の循

環、水の状態変化（気体・液体・固体）をはじめ、空に雲が発生する仕組

みを学びながら水を大切にすることを動機づけるもの。授業では、生徒が持

参したペットボトルの中に、気体の気圧変化で「雲」を作る実験を体験しま

した。更に、ミニビニールハウスの中に酸性雨を発生する実験なども体験し

ました。この講座は、湘南ケーブルネットワークの取材があり、8 月のゴー

ルデンタイムに授業内容が放映され、湘南地域に紹介されました。  

大磯町教育委員会 「青少年おもしろ講座」    グリーン部会長 柳川三郎 

大気の汚れを示す一つの事象「酸性雨」

を発生させ酸性度を観察する実験 
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「ひらつか環境フェア 2017」が７月 22・23 日（日）、

平塚市役所の１階多目的スペースにて開催されました。出展団

体は環境教室関係が 22 団体、パネル出展が 21 団体と多数の

参加があり大賑わいでした。 

当会からは、次の５テーマを出展しました。①「ソーラーオ

ルゴール工作教室」（エネルギー部会）、②「本気でエコへ～省

エネ新ライフを～」（グリーン部会）、③「挑戦！君は自分で自

分を持ち上げることができるか？」（廃棄物部会）、④「八重の

風車を作ろう」（自然環境部会）、⑤「１年生植物ケナフを利用

してオリジナルなハガキを漉こう」（会員）。 

参加者数は 1,400 名を超え、前年を大幅に上回りました。

寄せられた意見は、毎回楽しく参加しています、いろいろ体験

出来て良かった、楽しく学べて興味深かった、エコについて考

える良い機会でした、良い企画なのでこれからも続けてくださ

いなど好評でした。 

 

ひらつか環境フェア “自然の恵みを、学びに活かそう”  
グリーン部会長 柳川三郎 

地域図書館 deソーラーオルゴール工作    エネルギー部会  桑原 清 

 

横浜市神奈川区の市立神奈川図書館で 8 月 8 日（水）、横浜

市温暖化対策統括本部と同図書館の共催による「地域図書館

de Yes」の教室が開催されました。市からの依頼を受け、エ

ネルギー部会が開催に協力しました。タイトルは「ソーラーオ

ルゴール 作って鳴らして、温暖化防止!」。参加者は小学生 16

名と保護者 7 名。最初に映像を見て地球温暖化について学ん

だ後、「40W 人力発電 何人で点くの?」、「照明電球消費電力

比較」、「ドライヤー消費電力測定」の 3 つの省エネ実験を体

験しました。次に省エネチェックシートに記入して各自の省エ

ネ目標を決め、最後にお楽しみのソーラーオルゴール工作を行

いました。 

工作は順調に進み、時間内に全員がオルゴールを完成できま

した。小学 1～3 年生には保護者が付き添い、力を合わせて工

作に取り組みました。省エネ目標を忘れないように完成したオ

ルゴールのふたにシールを貼って目標を書きました。 

この日の横浜市は最高気温が 35℃の猛暑日。温暖化を実感 

しながらの学習でしたので、アンケート結果から

は、授業の内容に満足しただけでなく、地球温暖化

や省エネについて良く理解したことが分かりまし

た。講師・スタッフとして参加したのは 7 名で授

業を務めました。 

オ
ル
ゴ
ー
ル
作
り
を
楽
し
む
子
ど
も
た
ち 

 

 

    
①  出展会場 

② 

➂

② 

④

➂

② 

⑤

➂

② 



“新会員募集中”  会員の皆様、環境に興味があるお友達を会員にお誘いください。 新たな会員を歓迎します。          
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⦿本物に触れて学ぶ 

環境情報を発信する際、客観的・公平・包括的な視点か

ら文献やオリジナル情報源を示し、一般の人々にも読みや

すい冊子やインターネット等を利用した情報を発信するこ

とが必要であると考えています。 

特に、小学生や中学生への情報提供は、客観的、公平で

あることがとても重要であると考えており、そんな折、環

境学習リーダー会にいる先輩から、この会を紹介いただき

ました。皆様の活動が、子どもたちへ「本物に触れて理解

する」体験学習を行っている様子をお聞きし、微力ながら

お手伝いさせていただきたいと思い入会しました。 

初めてのことばかりで皆様に何かとご迷惑をおかけする

かと思いますが、ご指導をよろしくお願いいたします。 

Welcome 新会員紹介      New face  
 

⦿環境情報の偏り 

私は以前、環境情報の調査業務に携わっておりまし

た。自分で有識者への聞き取りや文献等を調査してレ

ポートにまとめる仕事です。その中で、海洋開発が地

球規模で環境へ及ぼす影響の懸念について調べている

とき、「環境に関する情報」が一般の人々へ偏って伝達

されているのではないかと感じました。環境（生物等）

への影響が懸念されるマスメディア情報には、「危機」

や「絶滅」のキーワードを好む傾向があり、破壊や崩

壊の原因となる仮説のみが紹介され、反対の仮説につ

いてはほとんど紹介されないようです。 

これらは、多くの情報が飛び交う情報化社会の中で、

センセーショナルな事象の表現が視聴率や販売数を増

やすためであり、ＮＨＫ情報、大学や研究者等が関連

するメディア情報に多用されているように感じられま

す。研究者等は、基本的に自分の研究分野が最重要と

の思い込みか強く、なかなか中立的な発言ができない

のが常であるように思われます。 

 

●PROFILE 

・出身地：愛知県豊橋市  

・現住所：神奈川県横浜市 

・生年月：1956 年 7 月 

・現役時：エネルギー・環境関係分野 

・趣味：釣り、旅行 

・入会部会：・自然環境部会 

・エネルギー部会 

 

客観的・公平な環境情報とは？ 

石原靖文 

平成 29年度 はまぎん こども宇宙科学館 

洋光台サイエンスクラブ環境体験教室 報告 実行委員 小林信雄、田口繁雄 

洋光台サイエンスクラブの環境体験教室は、7 月～9 月の間に 8 教

室を実施しました。①「めざせ植物ジュニアレンジャー講座」は 4 教

室を実施、生徒 6 名にレンジャー認定証とバッジを授与しました。 

②「八重のかざぐるまを作ろう」、③「いろいろな発電を体験しよ

う」では燃料電池自動車を含む 6 種の新エネ発電を実施、④「水飲み

鳥を作ろう」、⑤「人工の雲を作ろう」を実施しました。 

    

  

②八重のかざぐるま完成       ③燃料電池自動車の実験    ④水飲み鳥が 2羽の実験      ⑤人工雲を作る実験 

① ①植物の図鑑作り      ①レンジャーバッジ 

「夏
休
み
特
別
企
画
自
由
研
究
」
の
報
告
は
５
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 



 

■教室・イベント情報 開催月日（曜） 開催時間 開催場所 開催担当部会 

■ケナフで「和紙の年賀はがき」を作ろ

う（洋光台サイエンスクラブ） 
11 月 4 日（土） 10:00～12:00 

はまぎんこども 

宇宙科学館 
会員 

■地球温暖化防止、省エネ実験 

（かながわ環境教室） 

11 月 6 日（月） 

11 月 7 日（火） 
8:45～12:15 

川崎市立百合丘 

小学校 
エネルギー部会 

■いつでもどこでも顕微鏡 

（なるほど！体験出前教室） 
11 月 7 日（火） 14:30～15:30 

横浜市立綱島 

東小学校 
廃棄物・自然環境部会 

■ケナフ紙すきでハガキ作り 

（Think Eco ひらつか） 
11 月 11 日（土） 10:00～14:30 

横浜ゴム（株） 

平塚製造所 
会員 

■地球温暖化防止、省エネ実験 

（かながわ環境教室）  

11 月 14 日（火） 

11 月 17 日（金） 

8;45～12:15 

8:45～14:55 

海老名市立海老名

小学校 
エネルギー部会 

■ルーペ式顕微鏡を作って「気孔」を見

てみよう（洋光台サイエンスクラブ） 
11 月 18 日（土） 10:00～12:00 

はまぎんこども 

宇宙科学館 
廃棄物・自然環境部会 

■どんぐりを育てよう「親子教室」 

 （洋光台サイエンスクラブ） 
11 月 26 日（日） 10:00～12:00 

はまぎんこども 

宇宙科学館 
グリーン部会 

■人工の雲を作ろう 

 （かながわ環境教室） 
11 月 30 日（木） 

10:45～12:15 

13:50～15:20 

平塚市立みずほ 

小学校 
グリーン部会 

■環境にやさしい入浴剤を作ろう 

 （洋光台サイエンスクラブ） 
12 月 2 日（土） 10:00～12:00 

はまぎんこども 

宇宙科学館 
会員 

■種グライダーを作って飛ばそう 

 （洋光台サイエンスクラブ） 
12 月 9 日（土） 10:00～12:00 

はまぎんこども 

宇宙科学館 
廃棄物・自然環境部会 

■発電・電池体験教室 

（子どもサイエンスフェスティバル） 
12 月 16 日（土） 10:00～15:00 

逗子市体験学習施

設スマイル 
エネルギー部会 

■呼気で自分を持ち上げる 

（子どもサイエンスフェスティバル） 
1 月 13 日（土） 10:00～15:00 

相模原市立青少年

学習センター 
会員 

■いつでもどこでも顕微鏡 

（なるほど！体験出前教室） 

1 月 15 日（月） 

1 月 16 日（火） 

10:45～12:20 

10:45～15:00 

藤沢市立御所見 

小学校 
廃棄物・自然環境部会 

■環境ってな～に？自然の不思議大発見 

（かながわ環境教室）  
1 月 18 日（木） 10:00～11:45 

横須賀市立養護 

学校 
廃棄物・自然環境部会 

■見えない空気を調べよう 

 （洋光台サイエンスクラブ） 
1 月 20 日（土） 10:00～12:00 

はまぎんこども 

宇宙科学館 
会員  

■植物のタネの不思議を調べよう 

 （洋光台サイエンスクラブ） 
1 月 27 日（土） 10:00～12:00 

はまぎんこども 

宇宙科学館 
自然環境部会 

●定例部会情報 開催月日（曜） 開催時間 開催場所 部会長 

●エネルギー部会 

11 月 2 日（木） 

12 月７日（木） 

1 月 4 日（木） 

（勉強会 15:00～） 

16:30～17:30 
県民センター 

705 会議室 
鈴木勝男（桑原 清） 

●自然環境部会 

11 月 15 日（水）  

12 月 20 日（水） 

1 月 17 日（水） 

18:00～20:00 
県民センター 

10 階 FS 
吉田和史 

●廃棄物部会 

11 月 15 日（水）  

12 月 20 日（水） 

1 月 17 日（水）  

16:00～17:30 
県民センター 

10 階 FS 
石井 榮 

●大気環境部会  
11 月下旬測定 

12 月上旬分析 
後報 

冬季 NO2測定 

環境科学センター 
猪股満智子 

●グリーン部会 

●水環境部会 
未定 ― ― 

柳川三郎 

吉村美男 

部会活動へのご連絡、お問合せ先               E-mail : npo.k.leader＠gmail.com 
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～ 部会活動に参加して 

Club Life を楽しもう ～ 
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本会報は、当会ホームページにフルカラーPDF版にて掲載しています。 郵送配送版や展示版はモノクロ印刷版です。 

■編集後記■ 会報 100 号発刊に当たって、25

年前の創刊号を閲覧しました。当会の創設は、県・

環境科学センターが開設した「環境学習指導者養 

成講座」の第 1 回講座を修了した方たちが集結して

1993 年（平成 5 年）設立しました。当時は、地

球サミットが開催されるなど国の内外で環境問題

への関心が高揚した時期でしたが、環境保全行動の

実践への意欲が乏しい傍観層が大勢であったこと

に苦慮し、実践活動を先導する地域のリーダー集団

として発足したのです。まさに環境活動のフロント

ランナーです。現在もその精神を継続しながら地域

での環境活動に取り組んでおります。 

 ちなみに、当会初代代表は本誌トップページ投稿

された古澤正文氏、現在の田口繁雄代表理事は第

12 代目の代表です。   編集担当 小林信雄  

当会では、子どもたちへの環境体験教室など、多彩

な環境啓蒙活動が年々増加しています。私たちと

一緒に活動していただける方を募集しております。                 

 

会
員
募
集 

 

事務局だより   桑原 清  

     

■理事会の開催予定 

・11 月 9 日（木）14 時～17 時 30 分 

「かながわ県民センター」705 会議室 

・12 月 14 日（木）9 時 30 分～12 時 30 分 

  県・環境科学センター 会議室 

・1 月 11 日（木）14 時～17 時 30 分 

「かながわ県民センター」710 会議室 

■県・環境科学センター 第 2 回スキルアップ講座 

・日時：12 月 14 日（木）13:30～15:30 

・場所：県・環境科学センター  会議室 

・講師：環境科学センター調査研究部長 池貝隆宏氏 

・演題：「マイクロプラスチック問題の現状と課題に

ついて！」 

・参加希望の方は県・環境科学センターホームペー

ジをご覧いただき直接お申し込みください。 

http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/learning

/event/event.html 

[ グリーン部会 ]  部会長 柳川三郎 

グリーン部会のコンセプトは、「グリーン・コンシュー

マー（＊で、ストップ温暖化へのグリーンな取り組み」。 

大きな視点に立つと我が国の食料自給率は、1985 年

には 53％であったのに、今 38％に減少！しかし、スー

パーに行けば食料品は満ちあふれています。輸入が多く、

海に囲まれた日本であるのに魚はほとんどが輸入、その輸

入過程で、それ相当のエネルギーを消費しているわけで

す。世間では地産地消のかけ声は高いが、声だけで終わっ

てしまっています。  

 私たちは「使い捨てではなく、長く使えるものを選ぶ」

活動に取り組み中です。家電用品の冷蔵庫、照明や温水便

座などは省エネが飛躍的に向上、買い替えることがエネル

ギーの消費を減し、温室効果ガス削減にもなることを提唱

しており、国が挙げる「クールチョイス」を推進中です。 

この活動を息長く継続しておりますが、部会員が少な 

く、この活動に興味がある方の参加を募っております。 

＊：「Green Consumer（緑の消費者）」、 この「緑」は「環境にや

さしい」を意味しており、 買い物をするときに、できるだけ環境

に配慮した製品を選ぶことによって、社会を変えていこうとする

消費者のこと。ⓒWikipedia    

Club Life 連載 部会紹介 

 
 

サトウキビで世界を知る授業   大豆もやし育成の授業 
授業 

http://npo-k-leader.net/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E5%93%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85

