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県立相模原公園 

●当会の会員数（2018年 1月 11 日現在） 正会員：83 名、賛助会員：6 名、合計：89名 

特定非営利活動法人 神奈川県環境学習リーダー会 「会報」      

ホームページ  http://npo-k-leader.net 
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第 24回 「市民環境活動報告会」 ご案内 
   

  

 

 

・特集：3面 「地域の環境活動の実践」 

・連載：6面 「化学物質の有害性を調べる」（１） 

・部会紹介：8面 「廃棄物部会」 

     

    7面 

 

実行委員長 田口繁雄 

平成 29 年度・第 24 回「市民環境活動報告会」を下記の要領にて開催しますのでご案内します。恒例のこの報告

会は、県内で環境保全活動を自主的に行なっている方々から活動成果や実践体験を発表していただくことにより、環

境活動の普及、促進することを目的として開催しております。今年度は、基調講演、環境活動発表、ポスターセッシ

ョンの３部構成です。環境活動に興味がある方、お誘い合せの上、ご参集をお願いします。 

■ 開催日時：平成 30 年 3 月 3 日（土）12:00～16:30  

■ 開催場所：「かながわ県民ホール」２階大ホール（JR 横浜駅西口徒歩 5 分） 

■ 申込不要：参加無料、直接会場へ  

 

 

 

■ 環境活動発表：13:25～16:30  

１ 植物ジュニアレンジャー養成講座について 

◆NPO 法人 神奈川県環境学習リーダー会 自然環境部会 吉岡嗣二郎 

２ 洋光台サイエンスクラブの活動について 

◆はまぎん こども宇宙科学館 吉武聡史 

３ 湘南 里浜みどりのプロジェクト 

◆認定 NPO 法人 ゆい 荒井三七雄  

■ ポスターセッション 14:40～15:10   

  ◆藤沢市市民環境活動：佐藤研太 ◆相模川定点的水質調査：多賀照子 

◆洋光台緑地トンボ池：吉武聡史 ◆植物ジュニアレンジャー：吉岡嗣二郎、etc. 

４ 昔話に出てくる、日本人の原点の里山作り 

 ◆名瀬谷戸の会 会長 田中真次 

５ 二つの自然観察ガイド育成講座を始めました 

 ◆四季の森公園パートナーズ（代表会社 横浜緑地株式会社）副所長 小野澤修 

 ◆NPO 法人 全国森林インストラクター神奈川会 理事 品川高儀 

６ 家庭から環境保全活動推進を！！ 

◆かながわのあすを築く生活運動協議会・食品ロス削減推進の会 代表 古谷正江 

【主催】第 24 回市民環境活動報告会実行委員会   

（・当会・NPO 法人 かながわ環境カウンセラー協議会・かながわ地球環境保全推進会議） 【後援】神奈川県 

 

■ 基調講演：12:05～13:15 

演題：なぜ外来生物は増えるのか？ その防除の成否の鍵はなにか？ 

◆国立環境研究所 生態リスク評価・対策研究室長 五箇公一氏 

神奈川県環境保全 
功労者表彰を受賞 

  理事 柳川三郎 

私は、平成 29 年度「環境保

全功労者」として神奈川県知

事から表彰を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

この受賞は「多年にわたり、

公害防止に関する活動、普及

啓発活動等行い、大気・水・土

壌環境保全に顕著な功績をあ

げたもの」として表彰されたもの

です。 

 

テーマ：「生物多様性の生態系を守ろう」～持続可能な社会を目指して・・・ 
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県・環境科学センター 第 2回 スキルアップ講座を受講  12月 14日（木） 

スキルアップ事業担当 柳川三郎 

 
野島海岸で採取したマイクロプラスチック 

（講座の配布資料より） 

「環境学習リーダー向けのスキルアップ講座」が、環境科学センター主催

により、同センターにて開催されました。◆演題：「マイクロプラスチック

問題の現状と課題」、◆講師：環境科学センター調査研究部 池貝隆宏部長。

論説は、マイクロプラスチックの世界的な研究の動向、今までわかってきた

こと、環境科学センターが取り組む研究の進め方など。マイクロプラスチッ

クは５ｍｍ以下のプラスチック片、海洋生物に捕食され、食用の海産物から

も見つかっており、東京湾のカタクチイワシからも検出率が高い旨の解説。

環境科学センターでは相模湾を中心に調査を開始しており、調査研究の進め

方の説明と試料採取ボランティアの協力依頼がありました。 

環境学習・施設見学会 
             水環境部会長 吉村美男 

10 月 19 日（木）環境科学センターにおいて、秦野

市立本町小学校5年生112名と先生5名の117名が、

環境学習と施設見学の校外教室を実施しました。 

授業は、児童たちが 3 グループに分かれて、「水生生

物の顕微鏡観察」、「施設見学」、「金目川の生き物調査」

を各々35 分間行われた。当会は、「金目川の生き物調

査」を担当、前半に映像による生き物の説明を行い、後

半は、前日金目川で採取した生き物を種類ごとに並べた

水槽で生き物観察とタッチングを行いました。 

採取したナマズ、ウナギ、モクズガニ、サワガニ、タ 

モロコ、アブラハヤ、ボウズハゼ、ドジョウ、テナガエ

ビ、ザリガニ、サナエトンボのヤゴなど多くの生き物を

展示しました。児童たちは、水槽から生き物を手に取っ

て、ナマズやウナギ、ドジョウのヌルヌル感やカニの甲

羅の感触を確かめ、「さわった、さわった」「ヌルヌルだ」

など生き物を体験的に学びました。 

県・環境科学センター 

 環境学習リーダー養成講座 
環境科学センター担当 濱辺謙吉 

環境科学センターでは、毎年、環境学習リーダー養

成講座を開催しています。今年は 11 月 18 日（土）、

当会は「汚れた水をきれいにしよう」講座を担当し、

27 名の方がこの講座を受講されました。 

 講座では、水の循環について学習した後、汚れた水

をきれいにする実験を行いました。「汚れた水」は、水

道水に石鹸、青インク、木くずと砂を加えて作り、こ

の「汚れた水」から、物理的、化学的手法を駆使して

汚れを一つひとつ順に取り除きました。 

 授業の振り返りでは、日常使用されている多くの

「網」を見直し、活性炭の吸着メカニズムや用途を学

習しました。この講座に出席された方々は皆さん若々

しく好奇心旺盛で、しばし化学者になって講義や実験

を楽しんで下さいました。  

 

  

目
を
ゴ
ー
グ
ル
で
保
護
し
て
化
学
実
験 

に
取
り
組
む
受
講
者 

 

 

 

生きもの水槽で観察

やタッチングを体験 

モ
ズ
ク
ガ
ニ
を
手
に
生
き
物
の
感
触
を
体
感 



3  スキルアップ推進 吉田榮一 

 

 

 

 環境リーダーNews Vol.101 2018年 1月 28日 (3/8) 

  

  

地域での環境活動の実践 

Leader’s TOPICS 

 エネルギー部会（神奈川県地球温暖化防止活動推進員） 香川興勝 

 

❖はじめに 

今年で環境保全・環境学習活動をはじめてから丁度 15 年

になる。ここで今までの活動をすこし振り返ってみたいと思

います。平成 15 年、小田原市役所環境部主催の“エコアッ

プリーダー養成講座”に参加した。この講座で、日本は 2008

年～12 年の間に、1990 年比で６％の温室効果ガスの排出

削減を義務づけられている（京都議定書）ことを知り、これ

をこれからの活動のテーマしようと決心した。講座後、修了

生 10 名と市職員１名で、“温暖化防止アクショングループ”

を結成した。グループは理論よりも実践活動を行うことを目

的としたが、当時地域では情報が少なく、具体的な活動内容

が見いだせないでいた。 

❖実践活動のための情報源 

そんな時、環境科学センターの“環境実践者養成講座”開

催を知り参加した。そこで、大気中の CO2 測定法、家庭の

消費電力削減法、アイドリングストップ、自然エネルギーの

利用促進など、実践すべき内容が明らかになり行動をはじめ

た。外に目を向けた活動の必要性を実感して次の“会”や講

座に入会・参加した。 

１（NPO）神奈川県環境学習リーダー会入会：エネルギー

部会、地域活動サポート部会 

２（NPO）アース・エコに入会：主として小学校での温暖

化防止、省エネ学習 

３（財）省エネルギーセンター・省エネ普及指導員養成講座

に参加 

４ 環境活動支援コーナー（エコ BOX）相談員 

これらの活動を通して、地球温暖化防止、省エネ・新エネ

ルギーや環境保全活動・環境学習活動の実践手法や、様々な

分野の人との交流ができ、活動の視野が大きく広がった。 

 

❖最近の環境保全活動、環境学習活動事例 

現在、地域貢献として 15 名の会員で次のような活動

を実施している。 

１ 神奈川県環境エネルギー学校派遣事業：地域の小学校 

対象 

２ 小田原市行政との協働：家庭への省エネナビの設置、 

市民団体での省エネ講座 COOL CHOICE、平成 29 

年度二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金事業 

３ 企業への省エネ・自然エネルギーの普及促進活動：鈴 

廣蒲鉾（株）、小田原ガス（株）他 

４ おだわらスマートシテイプロジェクト参加：低公害 

車、再生可能エネルギーの普及促進プロジェクト：市 

内の事業者と市民で推進【下写真】                        

５ 森の木工クラフトを楽しもう！：小学生への自然学習

の大切さ・面白さ学習 

６ セミの抜け殻を調べよう！ そして考えよう地球温暖 

化：小田原城址公園で実施 

❖今後の活動  

 国、県や市との協力のもと、市民や高校生・大学生と

協働して、持続可能な社会形成のため地球温暖化の抑制

や自然環境と共生する社会の実現に取り組んでいく予定

です。当会会員の皆様、ご指導を宜しくお願いします。 

きらめきの丘 おおいメガソーラー市民発電所 出力 ２，１００ｋＷ    

              「なるほど！体験出前教室」  廃棄物部会長 石井 榮 

 11 月 7 日（火）、横浜市立綱島東小学校において４～６年生の「科学クラブ」

児童 38 名を対象に、「いつでもどこでも顕微鏡」と題した顕微鏡工作と植物細胞

の観察授業を行いました。始めに準備工作として、厚紙の小孔にレンズを嵌め込

んでレンズホルダーを作り、染色したタマネギや、ムラサキゴテン、ユキノシタ

の細胞や気孔が確実に観察できることを確認しました。その後、レンズホルダー

を型枠に取り付け、蓋状のルーペと紙管ステージを取り付けて顕微鏡が完成。児

童たちは自分で作ったプレパラートでキャベツの細胞などを観察、顕微鏡を覗き

込みながら【左写真】その美しさや神秘さ、不思議さに歓声が聞かれました。 

 
 

神奈川県立産業技術総合研究所 

 furukawa-megasolar.com 
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はまぎん こども宇宙科学館・洋光台サイエンスクラブ 

平成 29年度 環境体験教室 報告   実行委員 小林信雄、田口繁雄 

 

   

   

①太陽光風車を手に工作手順を説明      ②公園で観察した草を描いた図鑑     ③電子回路を結線してオルゴール作り 

 

①  

 

④植物レンジャー最終講座で新聞作り      ⑤伝統工芸「紙すき」ではがき作り    ⑥手作り顕微鏡で「気孔・細胞」を覗く 

 

 

 

■  

 

⑦どんぐり（種）を小鉢に植える       ⑧入浴剤を作る薬剤を計量する         ⑨発泡素材で種グライダーを工作 

 

 

 

■  

 

   

写真番号  教  室  名  称 開催日（曜日） 開催部会 主講師 

① 太陽の光で風車を回そう 

② めざせ植物ジュニアレンジャー（８）    

「身近な草の図鑑を作ろう」 

③ ソーラーオルゴールを作ろう 

④ めざせ植物ジュニアレンジャー（9）    

「植物ジュニアレンジャー実技講座」 

⑤ ケナフで「和紙の年賀はがき」を作ろう 

⑥ ルーペ式顕微鏡を作って「気孔」を見てみよう 

⑦ どんぐりを育てよう（親子教室） 

⑧ 環境にやさしい入浴剤を作ろう 

⑨ 種グライダーを作って飛ばそう 

10 月 15 日（日） 

10 月 21 日（土） 

 

10 月 21 日（土） 

10 月 28 日（土） 

 

11 月 4 日（土） 

11 月 18 日（土） 

11 月 26 日（土） 

12 月 2 日（土） 

12 月 9 日（土） 

エネルギー部会 

自然環境部会 

 

エネルギー部会 

自然環境部会  

 

会員 

廃棄物・自然環境部会 

グリーン部会 

会員 

廃棄物・自然環境部会 

三田重雄 

吉岡嗣二郎 

 

鈴木勝男 

吉岡嗣二郎 

 

荒谷輝正 

石井 榮 

柳川三郎 

飯田富佐江 

石井 榮 

 

 10 月から 12 月の間に 9 教室を開催しました。これまで実施してきた教室に加え、新たな企画で太陽光風車、植物

レンジャー講座、どんぐりを育てる親子教室を実施しました。太陽光風車は、黒色の筒が太陽光で暖められて筒内の上

昇気流で風車を回すもの。植物レンジャー講座では、14 名のジュニアレンジャーが誕生し認定証と特製バッジが授与

されました。どんぐり教室では、森の大切さを学んだ後、小鉢にどんぐりを植えました。来春の発芽が期待されます。 
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逗子大会 12 月 16 日（土）  

子どもサイエンスフェスティバル逗子大会が 12 月 16 日(土) 、逗子市

体験学習施設スマイルで開催されました。当会からは「発電と電池の体験

デモンストレーション」と題して、「手回し発電機で電球を点ける」、「温

度差発電」、「備長炭電池とレモン電池」、「水素燃料電池」の 4 種を出展し

ました。特に備長炭電池が人気で、自分で作った電池でオルゴールを鳴ら

したり、LED を点灯したり、色々なことができたので子どもたちは電池と

電気について大いに楽しみました。当日の来場者は 500 名を超え、当会

のブースも 100 組以上の家族連れで賑わいました。 

 

「発電と電池の体験デモンストレーション」  エネルギー部会長 鈴木勝男 

 

備長炭電池を作る体験を楽しむ親子 

 

環境・エネルギー学校派遣事業 「かながわ環境教室」 

 
ビオトープ計画のワークショップ 

 
川崎市小学校の地球温暖化授業 

 
海老名市小学校の省エネ目標授業 

■横浜市立黒須田小学校               廃棄物部会長 石井 榮 

10 月 24 日（火）、「環境ってな～に？自然の不思議大発見」の教室を行いまし

た。この授業は、校舎の屋上庭園をビオトープに改装する構想について、6 学年の

児童が取り組んできた計画を実現するための支援が目的。授業の前半は、環境概念

の説明と身近な自然の知恵や不思議を映像で解説、植物のタネ模型を飛ばして自然

を体験してもらいました。後半は、庭園全体計画、水辺空間、樹木や果樹、農園芸、

生垣、パーゴラの 6 グループでワークショップを行い、その成果を発表しました。

児童や先生の熱意を強く感じた授業でした。 

■川崎市の小学校 ・ 海老名市の小学校      エネルギー部会 桑原 清 

11 月 6 日（月）、7 日（火）は川崎市麻生区内の小学校で、11 月 14 日（火）、

17 日（金）は海老名市内の小学校で、「大切なエネルギー！私たちにできるエコ」

教室を実施しました。児童は 5 年生、2 校合わせて 9 クラス、294 名。1 クラス

30～34 名ずつ授業を行い、1 回 90 分の授業を 2 校合わせて 9 回行いました。

講師は各授業 7～8 名、延べ 29 名。始めに映像で地球温暖化について学び、手回

し発電機やワットアワーメータなどを使った省エネ実験を体験し、ゲーム「暮らし

方の違いさがし」の後、各自の省エネ目標を決めました。児童は授業後約 30 日間、

家庭で自分の省エネ目標の実践に毎日取り組みました。 

■平塚市立みずほ小学校              グリーン部会長 柳川三郎 

11 月 30 日（木）、当会の講師陣７名にて６年生２クラスの児童 62 名を対象

に「人工の雲を作ろう」教室を行いました。始めに、水の大切さ、雲の発生、雲の

役割を画像で説明。「水をつかもう」の実験では、アルギン酸と乳酸カルシウムに

て水のボールを作り、水ボールを手に「ツルツルして気持ち良い」や「グニュグニ

ュして気持ちが悪い」など、水の化学変化の不思議さを体得しました。 

メインテーマ「人工の雲を作ろう」の実験では、児童が持参したペットボトルの

中に高気圧と低気圧を疑似的につくって、低気圧の時に雲ができることを体験的に

理解しました。最後に酸性雨の発生や被害を説明した後、塩素を含むラップフィル

ムを燃やして酸性雨の実験を観察してもらいました。児童たちは「水をつかむ」実

験に大きな興味を示しました。 

 
 

「水
を
つ
か
も
う
」実
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“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。          

 

 

 

当会独自のこの「紙漉きでハガキを作る」教室は、日本の伝統工芸（ユネスコ無形文化遺産）である「和紙」

作りの手法を体験的に学び、紙の歴史や伝統技術の理解を深めるものです。原料が、成長が早い一年草の「ケナ

フ」から和紙を作ることを特徴としており、森林伐採抑制、温暖化抑制に役立つことも併せて学ぶ教室です。 

 

紙漉きで和紙のハガキ作り    会員 荒谷輝正 

 

日本の伝統工芸 

ユネスコ文化遺産 
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化学物質の有害性を調べる（1）  安全管理担当  濱辺謙吉 

最近、私達は日常生活の中では馴染みが無い化学物

質名、例えば、ベンゼンとかシアン等に接することが

あります。このような化学物質の名前を聞くと、その

有害性を調べてみようと思う時があると思います。化

学物質の有害性情報はパソコンやスマートフォンで簡 

単に手に入ります。 

しかし、その内容は必

ずしも理解し易く、常に

正しいものばかりではあ

りませんので、化学物質

の有害性を正しく知るた

めに必要な情報の入手方

法やその読み方について

お話したいと思います。

今回はその（１）です。 

有害性について最初に理解して頂きたいこと。それ

は、有害性は「その物質の有害性の強さ×摂取する量

（暴露量）」で考えられていることです。一般に、化学

物質の有害性には、「摂取量がこの量以下であれば有害

性は認められない」と考えられる量、即ち閾値が存在

します。この量は「耐用一日摂取量」（TDI : Tolerable 

Daily Intake）と言われ、人が一生涯にわたり毎日摂

取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断さ

れる量を体重 １kg 当たりの摂取量で表されていま

す。TDI はラット等の動物実験によって無毒性が認め

られた量（NOAEL : No Observed Adverse Effect 

Level）を不確実性（人とラット等の種の違いによる

不確実性と感受性による不確実性の積）を示す係数積

（UFs : Uncertainty Factors）で割って求められて

います。  

10 月～12 月に 4 回の「紙すき」体験教室を開催しました。いずれの開催

も日本の伝統工芸を体験できたと好評を得ました。 

◆神奈川県聴覚障害者協会（10 月 4 日）では聴覚障害者 11 名、スタッフや

ボランティアの方々に和紙のハガキ 2 枚を漉いて【左上写真】もらいました。 

◆横浜ゴム（株）平塚製造所の恒例の「Eco みんなで学ぶ・遊ぶ・楽しめる！」

（11 月 11 日）では、220 名の方々に紙漉きを体験してもらいました。 

◆横浜市栄区本郷台小学校では、校内で栽培したケナフ刈り取り【左下写真】

からパルプ作り、紙漉きを 2 回にわたって指導を行い、11 月 25 日には校内

の活動発表会「かがやきステージ」で紙すき体験などの発表がありました。 

◆平塚市リサイクルプラザの恒例の「くるりんまつり」（12 月 2 日）では 70

名を超える方々に紙漉きを体験していただきました。 
 

 

情報例 

「水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム」 市民事業交流会 
                     水環境部会長  吉村美男 

 

12 月 16 日（土）、「おしえて・話して！かながわの森と水 in 相模原」と題した市民事 

業交流会が「ユニコムプラザさがみはら」にて開催され、もり・みず市民事業支援補助金 

の支援団体が活動報告のブース展示が行われた。当会からは、当会の環境活動の概要と、 

普及啓発・教育事業区分の支援事業で実施してきた厚木市小学生対象の夏休み「中津川生 

き物観察会」の内容をパネル展示で紹介しました。また、「水をつかむ」体験コーナーを出 

展し来場者に楽しんでもらいました。             親子で水をつかむ実験を楽しむ   

 



 

 

 

 

 

 

 

■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 

■つかめる水を楽しもう 

（子どもサイエンスフェスティバル） 
２月 3 日（土） 10:00～1５:00 

えびな市民活動

センター 
グリーン部会 

■ルーペ式顕微鏡を作って「細胞」を見

てみよう（洋光台サイエンスクラブ） 
2 月３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 

■サトウキビをかじり、世界の今を知ろ

う（洋光台サイエンスクラブ） 
2 月 17 日（土） 10:00～12:00 

はまぎんこども 

宇宙科学館 
グリーン部会 

■空力翼艇を作って飛ばそう 

（子どもサイエンスフェスティバル） 
２月 17 日（土） 10:00～1５:00 

秦野市立はだの

こども館 
廃棄物・自然環境部会 

■手作り石けんを楽しもう 

（洋光台サイエンスクラブ） 
3 月 17 日（土） 10:00～12:00 

はまぎんこども 

宇宙科学館 
会員  

■海藻おしばを作ろう 

（計画中） 
４月 7 日（土） 10:00～12:00 （計画中） 会員 

■めざせ植物ジュニアレンジャー（１）

（計画中） 
４月 14 日（土） 10:00～12:00 （計画中） 自然環境部会 

■太陽の光で風車を回そう 

（計画中） 
４月 21 日（土） 10:00～12:00 （計画中） エネルギー部会 

●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 

２月 1 日（木）  

３月 1 日（木） 

4 月 5 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 

２月 21 日（水）  

３月 21 日（水） 

4 月 18 日（水） 

18:00～19:00 
県民センター 

10 階 FS 
吉田和史 

●廃棄物部会 

２月 21 日（水）  

３月 21 日（水） 

4 月 18 日（水） 

16:00～17:30 
県民センター 

10 階 FS 
石井 榮 

●水環境部会 

●グリーン部会 

●大気環境部会  

未定 ― ―  

吉村美男 

柳川三郎 

猪股滿智子 

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 ～ 

横浜市青葉区委託事業「青葉エコ・スクール」  グリーン部会 大岩俊雄 

 

 

 

1１月 21 日（火）、横浜市立榎が丘小学校４～６年の科学クラブ 30 名（先生 2

名、青葉区 1 名、講師 7 名）が出席して「人工の雲を作ろう」授業を開催しました。

始めにクイズに挑戦し、雲の発生や雲の役割を学びました。次に「水をつかもう」

実験を体験。最後に今回のテーマである「人工の雲づくり」の実験を体験しました。

児童たちが持参したペットボトルの中に雲ができると歓声があがりました。実験材

料の入手方法の質問もあり、自宅で家族にも雲づくりを見せたいという児童がおり

授業に盛りあがりが見られました。         ペットボトルに雲ができたよ！▶ 

 



 

■ 理事会の開催予定 

開催場所はいずれも「かながわ県民センター」 

・2 月 8 日(木) 14 時～17 時 30 分、708 会議室 

・3 月 8 日(木) 14 時～17 時 30 分、705 会議室 

・4 月 12 日(木) 14 時～17 時 30 分、705 会議室 

 

 

事務局だより   桑原 清  
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■ 理事、運営委員募集中 

平成 30 年度の理事会運営に、理事または運営委員と

してご協力いただける方を募集しています。詳しくは

事務局へお問合せください。 

・問合せ先：npo.k.leader@gmail.com 

新規入会者：金丸勝彦様（11月）、斉藤潤様（１月） 

[ 廃棄物部会 ]   部会長 石井 榮 

私たち生き物は、生きて活動している限り、至る所で大

量の不要物を排出していますが、人間以外の生き物が出す

不要物、廃棄物は生存に必須の摂食と排泄に伴う生物的な

物のみであり、基本的には自然の摂理のもと劇的な環境悪

化を招来することなく、調和を保ちながら処理と循環が行

われています。 

一方、人間の生活や生産活動に伴って排出する廃棄物

は、単に有機的な物のみならず、自然界には全く、あるい

は極めて稀にしか存在しない有害で危険な無機的なもの

から、人類のみならず地球そのものを破滅に導く魔的なも

のまで多岐に亘っており、しかも我々の飽くなき欲求は止

まるところを知らず、年々加速度的に増大しています。 

当会の廃棄物部会は、これらの廃棄物について、その無

害化、再資源化処理と再活用を模索すべく活動を実施して

います。しかし、部会員が少ないうえ、部会員も他の活動

に忙殺され、廃棄物を利用した工作教室では自然環境部会

など他の部会員の支援を受けながらかろうじて実施出来

ているのが実情です。廃棄物問題は、避けて通ることので

きない現在地球が抱える喫緊の課題の一つです。環境問題

に意欲的な方の参加をお待ちしております。 

 

Club Life 連載 部会紹介 

  
汚れた水を浄化する実験      発泡スチロール板の工作 

平塚市「金目エコミュージアム」 

   自然環境部会長 吉田和史 

11 月 5 日（日）10 時～14 時、平塚市教育委員

会主催の恒例行事「金目エコミュージアム～収穫祭

～」に初めて参加しました。会場の平塚市北金目の塚

越古墳公園では、地域の演芸、地元の新米・野菜の販

売、模擬店などの催しが行われました。この収穫祭は、

柳川理事の地元であることから、当会から「八重のか

ざぐるま」コーナーで参加し、イベント開始早々から

多くの親子連れが訪れました。 

「八重のかざぐるま」工作では、好きな色紙を選び、

ハサミで工作する子ども達は真剣そのもの。完成し風

を受けてクルクル回ると大喜びでした。４時間で150

名ほどの親子連れが工作に参加し80個のかざぐるま

出来上がり、会場に可愛らしい彩を添えていました。 

 

親
子
で
か
ざ
ぐ
る
ま
作
り 

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。ホームページからご応募ください。                

 

会
員
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http://npo-k-leader.net/

