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・特集：生物多様性って何でしょう？ （3 面）
・連載：会員活動紹介 （8 面）

第 25 回 「市民環境活動報告会」 ご案内

実行委員長 田口繁雄

第 25 回「市民環境活動報告会」を下記の要領にて開催します。恒例のこの報告会は、県内で環境保全活動を意欲
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きます。今回は、基調講演、環境活動発表 7 件、ポ
スターセッションの構成です。環境活動への有意義な情報が期待されます。ご来場をお待ちしております。
■ 開催日時：平成 31 年 3 月 2 日（土）12:00～16:45
■ 開催場所：「かながわ県民センター」２階大ホール（JR 横浜駅西口徒歩 5 分）
■ 参加要領：参加無料、講演要旨集を進呈、詳細案内 http://kankyo-leader.org

■テーマ：
「環境活動 SDGS と共に」

～グローバルに考え、地元から行動しよう！～

■ 基調講演：12:05～13:15

演題：SDGS と気候変動問題（地球温暖化）について
◆NPO 法人 気候ネットワーク 東京事務所長

桃井貴子氏

■ 環境活動発表：13:15～16:45
基調講演 桃井貴子氏

１ 河川の生物試料解析および化学分析を通じた環境意識向上へ向けた取り組み
◆神奈川工科大学 教授 高村岳樹

神奈川県環境保全

２ グローバルな環境意識の共有の場；エコエングリッシュカフェ
功労者表彰を受賞
◆NPO 法人 横浜 LCA 環境教育研究会 理事長 平山世志衣

３ SDGS を題材にした中国語学習教材の開発と教育効果
理事 柳川三郎
◆関東学園大学 人間共生学部 教授 山田留里子、講師 佐野予理子 、ゼミ生 渡邊智子

■ ポスターセッション 14:30～15:00
◆相模原市自然環境観察員制度
◆はまぎん こども宇宙科学館

◆平岡学園 平岡幼稚園

私は、平成 29 年度「環境
保全功労 12 月者」として神

◆神奈川県環境学習リーダー会
奈川県知事から表彰を受け

◆かながわアジェンダ推進センター

◆かながわ環境カウンセラー協議会
ました。

４ 江ノ島における環境保全活動
境保全に顕著 な功績を
◆江の島・フィシャーマンズ・プロジェクト 副代表 山下由香里
５ 市民とともに楽しむ自然体験活動
◆畑っこ・新羽の会 会長 眞砂文夫

あげたもの」として表彰され
たものです。

６ 街中に雑木林を復元
◆港北ニュータウン緑の会 永田和宏
7 粗大ゴミの森を市民が憩える森に再生する事業
◆鴨居原市民の森愛護会 名誉会長 阿部昭雄
【主催】第 25 回市民環境活動報告会実行委員会 （・当会・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

●当会の会員数（2019 年 1 月現在）

正会員：74 名、賛助会員：5 名、合計：79 名
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第 2 回 スキルアップ講座を受講

12 月 13 日（木）
スキルアップ事業担当 柳川三郎

環境科学センター主催による「環境学習リーダー向けのスキルアップ講
座」が 12 月 13 日（木）同センターにて開催されました。◆演題は「気象
変動の影響と適応 ～どう伝える？実践編～、◆講師は（公財）地球環境戦
略研究機関の研究員 2 名。追口貞光氏（講演）、武田智子氏（実践編）
。
講演では、世界や日本の気象変動とその取り組み、神奈川県での適応策と
してハザードマップなどの解説がありました。実践編ではグループワークに
より津波来襲を想定した対応策作りが行われた。各グループの津波対応策に
対して全員で閲覧評価し、高い評価を得た対応策を選出するワークショップ
のテクニックを体験することができました。

グループワークで津波の対応策を評価

KERC

環境学習リーダー養成講座
グリーン部会

環境学習・施設見学会

上田恵一

廃棄物部会長

石井 栄

11 月 10 日（土）に開催された「環境学習リーダー

11 月 16 日（金）
、秦野市立本町小学校５年生の校

養成講座」に、当会から「環境地球儀工作」教室を実施

外学習として環境科学センターの施設見学が実施され

しました。受講者は 30 名。子どもたちに対する授業の

ました。当会からは「ごみは宝の山」の体験教室を行い

ポイントとして次の点を強調しました。①速さより丁寧

ました。身近なごみの様々な問題やリサイクルの方法な

に工作すること、②組立てながら地球の形をイメージす

どを説明した後、手作り顕微鏡での細胞の観察、アルソ

ること、③地域が互いに繋がり影響し合っていること、

ミトラの種模型の滑空とカエデの種模型の落下実験な

④地球の傾きと海流の寒暖流が気象と環境に大きく影

どを体験しました。最後に資源の節約や利用法の例を解

響していること。受講者アンケートによると、この教室

説しました。授業が 30 分と短い時間の中で盛り沢山

の授業意図を十分理解していただきました。

の内容でしたが、子どもたちは質問に元気よくしかも的
確に答えるなど日ごろ学校での教育が行き届いている
ことを実感しました。受講した子どもたちが、未来に向
け豊かな創造力
で新しい資源節
約法や再利用法
を見つけ出して
欲しいと念じて
おります。

受講者は「環境地球儀」工作を体験し、地球儀を完成しました。

廃材を活用した手作り顕微鏡

水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム
水環境部会 大岩俊雄

「かながわの森と水を語ろう」と題した県民フォーラムが、12 月 1 日（土）厚木
市立あつぎ市民交流プラザ（アミューあつぎ）にて開催されました。当会からは、
昨年に引き続き子どもを対象としたイベントを出展、ペットボトルの中に作った
「噴水」や「つかめる水」の実験を実施しました。主に小学低学年の子どもたちと
「噴水」や「つかめる水」を体験

その保護者が来場し、水を理解する体験をしてもらいました。

NPO 法人 神奈川県環境学習リーダー会

http://kankyo-leader.org
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スキルアップ推進 吉田榮一

生物多様性（biodiversity）って何でしょう？
自然環境部会、エネルギー部会、理学博士

武澤研二

生物多様性とは？ざっくり言えば、「どんな生き物も

生物による環境攪乱は珍しくありませんが、ヒトの攪

他の生き物なしでは暮らせない。人の暮らしもたくさん

乱は量的、時間的（短期間）、空間的（全地球）にスケ

の生き物に支えられている。多様な環境があり、それぞ

ールが違います。今や手つかずの自然は（極地や海を除

れにたくさんの種類の生き物が棲み、食べたり、食べら

き）ほとんどなく、里山もピーターラビットの湖水地方

れたり、競争したり、助けたり、互いに支え合うことで

もアフリカのサバンナもヒトが作った二次的な自然で

つながっている。これが生物多様性」です。環境省ホー

す。

ムページでは「生物多様性とは生きものたちの豊かな個

都市化は今や地球規模、人口 100 万都市は近々世界

性とつながりのこと。生命は一つひとつに個性があり、

で 600 に達するとのこと。私たちのまわりには新たに

全て直接、間接に支えあって生きている（抜粋）」とし

興った多種多様な都会の生態系があり、ヒトによる急速

ています。

な環境攪乱に呼応し都会の動植物、微生物は高速進化を

生物多様性を支えているのは多様な生態系と構成す

遂げつつあります。コンクリートに咲くタンポポは綿毛

る動植物、微生物とこれらの間の生物間相互作用です。

を長く重くして親が棲む同じ空き地に種が落ちるよう

具体的には喰う／喰われるの食物網と生物同士の敵

に変異しました。最近のエボデボ（進化発生生物学）に

対・協力関係のネットワークです。

依ればたった 1 個の調節遺伝子が変異しても生物の形

ヒト出現以前も以後も地球の環境は常に変化し、生態
系と構成する生物もこれに呼応して変化し、また、環境
を変えてきました。落葉樹は超温暖化の白亜紀に極地で
進化し（南極に恐竜がいた頃）、繰り返される氷期／間
氷期に呼応して前進と後退を繰り返しその都度構成樹
種も入れ替わってきました。

態、生理、行動は短期間で劇的に変わります。
現在の環境変動の主犯は紛れもなく私たちですが、相
変わらず未来の地球環境は予測不能です。一方で多種多
様な野生と栽培・畜産・養殖動植物がなければ人の暮ら
しは成り立ちません。未来の環境でうまくやってゆく生
物がどれか分からない以上、多種多様な選択肢、保険と
して生物多様性を保全する必要があります。

環境変動に呼応して生物は①移動し、時に②行動を変

生物多様性条約では①生物多様性の保全②生物多様

え、更に③進化し続けています。一方、生物も環境を攪

性の構成要素の持続可能な利用③遺伝資源の利用から

乱し変化させてきました。酸素を大気に満たしたシアノ

生ずる利益の公正かつ衡平な配分、を目的としていま

バクテリア、宇宙から見えるサンゴ礁を構築するサンゴ

す。まずは身近な自然の動植物に目を向けてみません

虫、他の生物に多様な環境を提供するビーバーのダム、

か？

そしてヒトも大いに地球環境を変えてきました。

横浜市磯子区役所

「 いそご こどもエコフェスタ 2018 」

エネルギー部会長

鈴木勝男

12 月 9 日（日）のこどもエコフェスタに、当会からは「ソーラーオルゴール
工作教室と電気・省エネ」に関する 3 つの実験を出展しました。
ソーラーオルゴール工作教室は、午前 1 回、午後 1 回開催し、各 12 名ずつ計
24 名の小学生が参加しました。保護者同伴の小学生は保護者と一緒に工作に取
り組んでもらいました。ドライバーを使ってすべての部品を配線した後、音が出
始めると、子どもたちはスピーカーに耳を寄せて音を確認し喜んでいました。
電気・省エネ実験コーナーでは①手回し発電で電球つくかな、②電球の消費電
力くらべ、③ドラーヤーの消費電力しらべで省エネについて学んでもらいました。
特に①手回し発電が人気のようで大いに楽しんでもらいました。本フェスタには
ソーラーオルゴール組み立てに挑戦中

初めての出展でしたが、当会ブースも約 210 名の来場者で賑わいました。
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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３０年度 環境体験教室 報告

実行委員

小林信雄、田口繁雄

9 月下旬から 12 月に開催した 9 教室（下表）について写真にて報告します。ご閲覧ください。また、当会独自の「植
物ジュニアレンジャー養成講座」９教室が終了。今年度は植物ジュニアレンジャー認定者が 7 名誕生し、昨年度 14 名
を含め合計 21 名となりました。雨天中止の代替で 12 月に実施した特別教室の「門松」作りは好評を得ました。

①県立「四季の森公園」の川で水温調査

②電子回路を結線してオルゴール作り

③秋の公園で「落ち葉かき」を体験

④伝統工芸の「紙すき」でハガキ作り

⑤手作り顕微鏡で「気孔」を観察

⑥親子で「どんぐり」を鉢植え挑戦

⑦入浴剤作りで蛍光増白剤の実験

⑧種グライダーの飛ばし方を解説

⑨12 月に伝統植物で「ミニ門松」完成

No.

教

室

名

称

開催日（曜日）

開催部会

主講師

①

植物ジュニアレンジャー活動（3）温暖化が進むとどうなる
か？

9 月 29 日（土）

自然環境部会

吉岡嗣二郎

②

ソーラーオルゴールを作ろう

10 月 13 日（土）

エネルギー部会

鈴木勝男

③

植物ジュニアレンジャー活動（4）里山の植物と人とのつな
がり

10 月 20 日（土）

自然環境部会

吉岡嗣二郎

④

伝統工芸「紙すき」を体験してみよう

10 月 27 日（土）

会員

荒谷輝正

⑤

手作り顕微鏡でミクロの世界をのぞいてみよう（気孔編）

11 月 10 日（土）

廃棄物・自然環境部会

石井 栄

⑥

どんぐりを育てよう（親子教室）

11 月 17 日（土）

グリーン部会

柳川三郎

⑦

環境にやさしい入浴剤を作ろう

12 月 2 日（日）

会員

飯田富佐江

⑧

種グライダーで生き物の不思議を学ぼう

12 月 8 日（土）

廃棄物・自然環境部会

石井 栄

⑨

植物ジュニアレンジャー活動（特別講座）伝統の門松植物と
外来植物

12 月 23 日（日）

自然環境部会

吉岡嗣二郎
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●海老名大会 11 月 24 日（土）
●横須賀大会 12 月 15 日（土）
海老名大会

発電と電池の体験‼

横須賀大会

植物 ふしぎ発見‼

エネルギー部会長 鈴木勝男

自然環境部会 吉岡嗣二郎

当会からは 4 つのサイエンスを出展しました。①「手

当会のブース展開は、参加者が受付で記録用クリップ

回し発電機で電球つくかな」では、自分の力で電球を点灯

ボードを受け取り、展示された植物を観察して、不思議

させ、電気を起こすことの大変さを実感してもらいまし

なことを見つけて記録します。ルーペなども使って詳し

た。②「手のひらびっくり発電」では、ゼーベック素子に

く観察し 5 点以上の不思議を見つけます。見つけた不思

手のひらを乗せるだけでプロペラが回りだす様子を見て、

議を推理しながら講師から説明を受け、植物の不思議の

皆驚いていました。③「炭の電池とレモンの電池」を作る

理解を深めます。最後のコーナーでは紙切りで不思議で

体験では、特に備長炭電池でオルゴールを鳴らす、LED

きれいな模様を切り出します。

を点灯させるなどで手作り電池を楽しんでもらいました。

参加した子どもたちには、見つけた不思議を推理して

④「水素燃料電池」の実験セットを使って、水を電気分解

もらいました。始めのうちは不思議を探せない子どもが

してできた水素を燃料にしてモーターでプロペラを回す

おりましたが、講師から説明を受けて植物に興味を示し

実演をしました。

てくれました。

当日は好天に恵まれ、

紙切りコーナーでは、

当会ブースも約 200

自分で考えたデザイ

名の子どもたちと保護

ンの模様をハサミで

者で賑わいました。
備長炭電池やレモン

切り出し、きれいな

▶

模様を楽しみました。
植物の不思議に好奇心▶

電池を体験する親子

環境・エネルギー学校派遣事業 「かながわ環境教室」
■寒川町の小学校 ・ 相模原市の小学校

グリーン部会長 柳川三郎

10 月 17 日（木）寒川町の小学校、10 月 23 日（火）相模原市の小学校の両校で「人
工の雲を作ろう」の授業を実施しました。この授業は、始めにクイズなどで自然界の水の循
環系について学び、水を大切に使うことの動機付けを行いました。実験では、空に雲ができ
る仕組みを説明した後、ペットボトルの中に温水と煙を入れ、圧力変化で人工の雲を作る実
寒川町小学校の水循環授業

験を行いました。この授業は児童たちに人気が高く、数多く実施しています。

■川崎市の小学校

自然環境部会 石井 榮

10 月 23 日（火）、
「環境ってな～に？自然の不思議大発見」の授業を実施しました。私
達が住む環境の生物多様性について説明しました。自然環境が人間の生活行動によって地球
温暖化や生物外来種の氾濫など危機に直面していることも実例を挙げて説明。人間より遥か
に長い歴史を持つ自然の動植物の知恵には、不思議な機能や作用があり、現代社会の技術に
応用されていることを解説しました。工作実験では、動植物が空中を滑空する模型を、古紙
生物多様性と環境の授業

で作って飛ばす体験を行いました。

■海老名市の小学校

エネルギー部会長 鈴木勝男

11 月 15 日（木）
、16 日（金）の両日「実験して考えよう！温暖化防止と省エネ」の授
業を実施しました。始めに、地球温暖化のしくみと省エネの大切さを学んだ後、①手回し発
電機で 40W 電球つくかな、②電球／照明消費電力くらべ、③ドライヤー消費電力・待機電
力しらべの 3 実験により、いろいろな省エネの方法を体験しました。最後に、
「暮らし方の
温暖化防止と省エネの授業

違いさがし」ゲームと省エネチェックシートへの記入を行い、自分でできる省エネ項目を見
つけました。
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県立産業技術総合研究所 「なるほど！体験出前教室」
岡上小学校

顕微鏡を作ろう

樽町中学校

人工の雲を作ろう
グリーン部会長 柳川三郎

廃棄物部会長 石井 榮

10 月 22 日（月）
、川崎市立岡上小学校の科学クラブ

10 月 26 日（金）
、横浜市立樽町中学校の科学部 14

の児童 14 名を対象に「いつでもどこでも顕微鏡」の授

名を対象に「人工の雲を作ろう」の授業を行いました。

業を行いました。授業の内容は、手作りした顕微鏡によ

地球の水の循環系や私たちが生きていくために水は不可

る植物の花粉、気孔や細胞の観察体験です。

欠なものであることを、クイズを交えて説明。空中に雲

始めに、顕微鏡の基本的な機能として凸レンズの像の

ができる仕組みを、水蒸気と空中のチリの関係などで解

結び方を画像にて説明。基礎実験としてルーペ、水を入

説した後、ペットボトルの中に人工の雲ができる実験を

れたペットボトル、ビー玉、水滴などが凸レンズ効果で

体験しました。更に、スモークマシンの実演も行い、空

画像拡大することを確認しました。次に、厚紙の小孔に

に浮かぶ雲について納得してもらいました。

球レンズを嵌めこんでレンズホルダーを作りました。顕

て
白
色
の
人
工
の
雲
を
作
り
ま
し
た
。

微鏡の観察では、フヨウの花粉、立葵と昼咲き月見草の
花粉のプパラートを作って観察。さらに、セダムやムラ
サキゴテンの気孔と細胞も観
察した。観察の後、授業レジ
メや県青少年センター発行の
細胞資料を用いて植物の気孔
や細胞などの働きについて解
説し納得してもらいました。
顕微鏡のレンズホルダー作り▶

日本の伝統工芸
ユネスコ文化遺産

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
中
に
温
水
と
煙
を
入
れ

紙漉きで和紙のハガキ作り

会員

荒谷輝正

この「紙漉きでハガキを作る」教室は、当会発足して間もない 2000 年（平成 12 年）に「ケナフ部会」を結成して
数多く開催してきた完成度が高い教室です。
「手漉きの和紙作り」は 2014 年にユネスコ無形文化遺産にも登録。この
教室は「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。

◀ 横浜ゴム（株）平塚製造所

◀ 柳川講師がパネラー出演

恒例の「Think Eco ひらつか 2018」体験型環境イベントが「みんなで学ぶ・
遊ぶ・楽しめる」を テーマに、11 月 10 日（土）横浜ゴム株式会社平塚製造所
で開催されました。当会からも例年通り、ケナフを使った紙漉き体験」を出展しま
した。入場者は全体で過去最高の 3,400 名が参加。当会のブースには未就 学児
童から高齢者まで 220 名の参加がありました。
柳川三郎グリーン部会長が「生物多様性パネルディスカッション」に出演しまし
た。席上、金目川の長い間の保全活動が水質を改善し、生き物が生息しやすくなっ
てきていることを強調。外来種の増加が懸念されていることも報告しました。

◀ 平塚市リサイクルプラザ

12 月 1 日（土）

平塚市では毎年、ごみの資源化、循環型社会の実現を目指して「くるりんまつり」
を開催。当会からは今年も「一年草ケナフを使った紙漉き」を出展しました。今年
は、平塚市がリトアニア共和国と姉妹都市の関係から共和国が大きく展示されまし
た。当会の出展ブースには 70 名を超える参加者があり盛況でした。また、今回は、
河野外務大臣も見学に来場され、声をかけていただきました。

“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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～ 部会活動に参加して
Club Life を楽しもう ～

■教室・イベント情報

開催月日（曜） 開催時間

開催場所

担当部会

■手作り顕微鏡でミクロの世界をのぞい
てみよう「細胞編」
（洋光台サイエンスクラブ）

2 月 2 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 9 日（土）

10:00～12:00

はまぎんこども
宇宙科学館

グリーン部会

■汚れた水をきれいにしよう
（環境科学センター・環境活動講座）

2 月 13 日（水）

13:30～15:00

関東学院大学

水環境部会

■ヨウ素デンプン反応で食べ物を調べて
みよう（洋光台サイエンスクラブ）

2 月 16 日（土）

10:00～12:00

はまぎんこども
宇宙科学館

会員

■手作り石けんを楽しもう
（洋光台サイエンスクラブ）

2 月 23 日（土）

10:00～12:00

はまぎんこども
宇宙科学館

会員

■つかめる水を作ろう
（子どもサイエンスフェスティバル）

２月 23 日（土）

10:00～1５:00

秦野市立はだの
こども館

水環境部会

■第 25 回市民環境活動報告会
（市民環境活動報告会・実行委員会）

3 月 2 日（土）

12:00～16:45

かながわ県民
センター2 階

実行委員会

■めざせ植物ジュニアレンジャー（１）
（計画中）

４月 13 日（土）

10:00～12:00

（計画中）

自然環境部会

■「動物かくれんぼ」保護色実験
（計画中）

４月 14 日（日）

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 20 日（土）

10:00～12:00

（計画中）

エネルギー部会

■「花だんご」で花を育てる（親子教室）
４月 21 日（日）
（計画中）

10:00～12:00

（計画中）

グリーン部会

■植物ジュニアレンジャー活動（１）
（計画中）

４月 27 日（土）

10:00～13:30

（計画中）

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

県民センター
会議室

鈴木勝男（桑原 清）

15:00～16:00

県民センター
10 階 FS

吉田和史

16:00～17:30

県民センター
10 階 FS

石井 榮

―

―

吉村美男
柳川三郎

●エネルギー部会

●自然環境部会

●廃棄物部会
●水環境部会
●グリーン部会

２月 18 日（月）
３月 1８日（月）
4 月 15 日（月）
２月 20 日（水）
３月 20 日（水）
4 月 17 日（水）
２月 20 日（水）
３月 20 日（水）
4 月 17 日（水）
未定

麻布大学の大学祭へ初出展

（勉強会 15:00～）

16:30～17:30

代表理事 田口繁雄

相模原市の麻布大学大学祭に対して、当会から初めて出展しました。

大学生や地域から大学祭への参加者に対し環
境学習活動への参加を呼びかけるのが狙い。
10 月 27～28 日（日）の両日解説員を派遣

この出展は大学祭に出展する日本野生動物医学会学生部会の麻布支部

して当会の環境活動の PR に努めました。来

からの呼びかけに応じたもので、同学生部会の出展ブースの中に当会

場者はそれほど多くはありませんでしたが来

からパネル、パンフレット、会報などを展示しました。出展の意図は、

訪した学生は関心を示してくれました。
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事務局だより

Club Life

[ 大豆もやし・環境地球儀 ]
会員

上田恵一

2003 年、3 年間滞在した中東ヨルダンの「JICA シニ
アボランティア」から帰国。理屈より実情を求めて「消費

武澤研二

■ 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 14 日(木) 14 時～17 時 30 分、705 会議室
・3 月 14 日(木) 14 時～17 時 30 分、705 会議室
・4 月 11 日(木) 14 時～17 時 30 分、705 会議室

生活推進員」に応募し、主婦の皆様たちと世間の仕組を学

■ 理事、運営委員募集中

びながら環境科学センターの「環境学習リーダー養成講

2019 年度の理事会運営に、理事または運営委員とし

座」を履修し、13 期会員となりました。当時「買い物か

てご協力いただける方を募集しています。詳しくは事

ら世の中を変えよう」と「グリーン購入（GPN）」運動で

務局へお問合せください。

杉山さん、齋藤さん、柳川さんたちと“紙芝居”片手に歩

・問合せ先：npo.k.leader@gmail.com

き回りましたのを懐かしく思い出します。地元では、清水
幸夫元会長や矢尾さんたちとの「環境を考える会」も現在

■ 新規入会者：武藤千温 様（横浜市磯子区）

では後継者が少なく、危機に直面しています。一方で、毎
夏には、梅、砂糖ヤシ、マナオ（すだち）の苗木を、タイ

会員募集

北部山地焼き畑農村の自活用に贈る活動に参加していま
した。
不思議なもので、中東の塩害説明の方法が「大豆もやし」
教室の着想に繋がり、現地と東京の気象の時差が「12 面

私たちと一緒に“エコ学習”しませんか？

体環境地球儀」教室の着想に繋がりました。

エコ学習を見学できます

今回、図らずも「環境学習リーダー養成講座」（本誌 2
面掲載記事）の講師を務めて、この講座の重要性をひしひ
しと実感しました。この講座こそが新規会員加入のエンジ

詳しくは、ホームページをご覧ください

ンであり、更に、環境科学センターの「スキルアップ講座」

http://kankyo-leader.org/recruit/html

は基本的な最新の考え方を与えて頂き、他では得られない
貴重な会員活動の活力源です。
最後に、忘れ得ぬ写真は、東日本大震災の半年後に被災
地応援 GPN 活動で参加した際の現状認識写真です。今も
心が痛みます。

■編集後記

当会のホームページは、昨年 11

月から全面的に刷新して配信しています。ページ構
成は「活動方針」
、
「組織情報」、
「主要事業」
、
「部会
活動」、
「スケジュール」
、
「活動報告」、
「資料集」な
ど内容の充実化を図りました。当会が目指す環境保
全活動の方針、活動体制、活動計画や成果・実績な
どを閲覧しやすく編集してあります。

小林信雄

http://kankyo-leader.org
被災した南三陸町防災対策庁舎 と 廃棄された機関車
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