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特集：地球環境に思うこと…３面

丹沢ブナ林

写真：「水ロケット発射実験」 はまぎんこども宇宙科学館

夏休み子ども環境体験教室
今年の「夏休み子ども環境体験教室」は、神奈川県環
境科学センターとの共催にて８月５日（月）から９日（金）
までの5日間、同センターで開催しました。今年も「かな
がわサイエンスサマー2019」への参加事業として実施
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」との共催で開催しました。夏休みの子どもたち
は、自然環境の実験や工作、科学実験などに取り組み、
体験することによりサイエンスに理解を深めました。
開催した教室は、①「人工の雲を作ろう」、②「つか
める水を作ろう」、③「身近な物で電池を作ろう」、④
「森の木工クラフトで森を考えよう」、⑤「汚れた水を
きれいにしよう」、⑥「手作り顕微鏡でミクロの世界を

環
境
科
学
セ
ン
タ
ー
と
共
催

のぞいてみよう」、⑦「見えない空気は何でできてい
る？」、⑧「発泡スチロールでオリジナル表札作り」、

①人工の雲ができた

⑥顕微鏡を覗いた

②水の玉を手のひらに

⑦空気の実験

●当会の会員数（2019 年 10 月 10 日現在）

⑨「環境地球儀を作ろう」、⑩「太陽の光で回るソー
ラー風車を作ろう」の10教室。
小学校高学年を対象に参加者を募集した結果、県内
16市町、東京都、千葉県から延べ482名の応募があり
ました。定員を超えた教室は厳正に抽選し、延べ188
名の子どもたちとその保護者など全296名が参加しま
した。応募が多かった「つかめる水を作ろう」や「太
陽の光で回るソーラー風車を作ろう」などは人気が高
く、定員の4倍を超える応募があり、アンケートでは「つ
かめる水を壊さないで作ることができて楽しかった」、
「光を浴びただけで風車が回って楽しかった」など好
評を得ました。
また今年も、子どもたちが実験などに取り組む様子
が「FM湘南ナパサ」から放送されました。

③レモン電池を作った

⑧自分の表札を作った

環境科学センター担当 濱辺謙吉

④木工クラフト作品

⑨環境地球儀が完成

正会員：69 名、賛助会員：5 名、合計：74 名

⑤汚れた水をきれいに

⑩ソーラー風車
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青少年のための科学の祭典

廃棄物部会長

石井 榮

2
恒例の「青少年のための科学の祭典」が 8 月 11 日（日）、

持ち上げることができます。子どもたちは、始めに自分

横浜市桜木町の青少年センターにて開催されました。当

でストローとごみ袋をガムテープで接着して袋体を作

会の出展は「挑戦！君は自分で自分を持ち上げることが

り、袋体の耐圧テストのため２リットルの水を満たした

できるか？」。このテーマは、「パスカルの原理」を応用

容器を持ち上げてテストを行いました。テスト OK を確

したもので、自動車のブレーキ・システムや重量物を持

認した後、袋体をマットの上に置き、その上に椅子を乗

ち上げるジャッキなどに用いられている原理です。小口

せて自分で座り、ストローから息を吹き込み、自分自身

径のストローを大面積のごみ袋に挿し込んで密封し、ス

を持ち上げることに挑戦しました。自分自身を持ち上げ

トローから息を吹き込んで袋体をマット状に膨らませ

ることに成功した後は、お父さんやお母さん、あるいは

て、袋体の上の重量物を持ち上げるものです。ストロー

友達や兄弟姉妹などを持ち上げることに挑戦しました。

の口径面積とごみ袋平面積の比率でパワーアップさせる
もので、応用セットは、呼気の力の 1 万５千倍の重量を

最後に、自分の体重、持ち上げた重量を記入した「認定
証」を受け取り、科学の達成感を楽しみました。

自分持ち上げセット袋体の耐圧テスト

神奈川工科大学共催

自分を持ち上げて感動

お母さん持ち上げに挑戦

中津川生きものしらべ教室

大気・水環境部会長

吉村美男

８月８日（木）、８月 16 日（金）の両日、神奈川工科

8 月 16 日は、台風の接近で中津川が増水のため生き

大学と当会が共催する「中津川生きものしらべ教室」が

物捕りを取りやめ、神奈川工科大学の実験室での座学講

開催されました。この教室は、厚木市内の小学生や保護

座を行いました。大学生が日向川で捕獲した小魚や水中

者に身近な河川環境に触れ、生き物採取などの体験を通

生物と、環境科学センターの研究員が持ち込んだ生き物、

して自然保護への理解を深めてもらうため恒例開催して

ザリガニ、テナガエビ、ナマズ、ドジョウ、カメなどを

います。今回は 162 名の申込があり保護者を含め 80

観察し、タッチングを体験しました。実験では、水のき

名が参加しました。

れいさを測る COD パックテストで水道水、川の水、コ

8 月 8 日は、強い日差しに暑さ対策をして中津川の浅

ーラ混入水の汚れ程度を観測しました。参加した子ども

瀬で生き物捕りに挑戦しました。子どもたちは網とバケ

たちは、大学の教師や環境科学センターの研究員などか

ツを手に保護者と一緒に川に入って、水しぶきを上げな

ら生き物の生態や河川の保全について貴重な話を聞き、

がら小魚と水生昆虫などの捕獲を楽しみました。

夏休みの自由研究を楽しく学びました。

中津川の浅瀬で生き物捕りに挑戦

神奈川工科大学で水の汚れ測定

NPO 法人 神奈川県環境学習リーダー会

COD パックテストを体験

ホームページ 「 環境リーダー会 」検索
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Leader’s TOPICS
地球環境の現状と将来について思うこと
副代表理事 廃棄物部会長

今年の夏は、前半が活発な梅雨前線などで湿った空気

石井 榮

―――――◆◆◆―――――

の影響を受け易かったため、降水量が多く、そのため夏

このように、地球上におけるすべての事象は、微妙な

の日照時間が少なくなり、農作物の不作と野菜の高騰が

バランスの上で成り立っていることは周知の通りであ

顕著でした。特に、通常は曲がらずに真すぐ育つ胡瓜の

り、地球温暖化の現象は海水温度さらに大気の温度上昇

形が U 字状に曲がっている例（奇形果）がかなり多く

をもたらし、地球上に人為的に区分されている様々な地

みられるなどの影響も報道され、現在の動植物と自然現

域は、決してそこに居住する民族や国が単独で孤立して

象との調和を象徴するものと再認識させられました。そ

いるわけではなく、一つの生命体のごとく相互に密接な

の一方で夏の中盤から後半になると大雨や異常な猛暑

連関と影響力を及ぼしあっていることをいみじくも物

と相次ぐ巨大台風の襲来により、インフラ全般に甚大な

語っているのではないでしょうか？

へきえき

被害を受けた地域も相当数あり、辟易した方も多いので
はないでしょうか？

―――――◆◆◆―――――
さらに、地球には 40 億年という長い年月をかけて生

―――――◆◆◆―――――

成し貯めこんだ膨大な資源がありますが、それらは決し

さらに、近年水産資源の枯渇も喫緊の課題として取り

て無尽蔵ではあり得ません。人間が、今のように能（ノ

ざたされています。それは、乱獲と同時に、世界の人口

ーno）天気に資源を濫費することは、資源の枯渇だけで

増加と水産資源への依存度の高まりのみならず、かって

はなく環境破壊にも直結することであり、最早座視でき

ないほどの乱獲とともに海水温の上昇による回遊ルー

ないことは自明であり、16 歳の少女グレタ・トウーン

トの変化等も大きな要因を占めています。

ベリさんが国連において、激しい口調で訴える通り、一

これらのことは、ＮＡＳＡのジェームズ・ハンセン博
士の報告書に記載の「地球の温暖化は、今後数年間、桁

刻の猶予もなく現在の地球市民が一丸となって行動を
起こさない限り、地球に未来はないでしょう。

外れの猛暑などの異常気象を頻繁に引き起こす」という

地球全体がタッシリ・ナジェール（アルジュリア砂漠

警告を始めとする多くの研究論文や警句が、単なる机上

にある石器時代の壁画洞窟）の二の舞にならないため

の空論ではないことを私たちに再認識させる結果とな

に、私たち一人ひとりの一層の奮起が求められる所以で

ったのではないでしょうか？

あると思います。

ゆえん

「第２６回 市民環境活動報告会」予告
令和元年度「第 26 回 市民環境活
動報告会」を右記の予定で開催しま
す。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、活動成果
の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います。

発表者とポスターセッションの募集を
開始しました。多数のご応募をお願いし
ます。

実行委員長

吉岡嗣二郎

●開催日時 : 令和 2 年 2 月 21 日（金）、 12 時～17 時（予定）
●開催題名 : 「SDGS 私たちが取り組む環境対策」
●基調講演 : NHK エンタープライズ 堅達京子氏（調整中）
●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 26 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）
「発表者等募集のお知らせ」及び「参考」（昨年度報告会の「講演
要旨集」や「写真集」）は当会ホームページからご覧ください。

主催：第 2６回市民環境活動報告会（NPO 法人 神奈川県環境学習リーダー会、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(予定)
Yotei
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２０１９年度 はまぎん こども宇宙科学館・夏休み特別企画

「自由研究ラボ」 環境自由研究 報告

実行委員

石原靖文

今年度の夏休み特別企画では、当会が 7 月 27 日～8 月 22 日の間に７教室を開催しました。これら
の教室には 600 名を超える応募があり、116 名が参加しました。講師は延べ 41 名にて支援。参加し
た子どもたちは夏休みの自由研究を様々な工作や実験を体験しながら環境について理解を深めました。
今年度は、下の表に示した 8 教室を予定し、①和泉川

華鏡」の教室では、「色とは何か」をペーパークロマト

の生き物観察会に 100 名近い応募がありましたが、降

グラフィによる水性ペンの色の分離実験と偏光板を用

雨による河川増水のため中止になり、7 教室を開催しま

いた万華鏡の工作を通して理解。子どもたちのアンケー

した。②リサイクル紙で椅子を作る教室では、ボンドで

トには家に帰ってからも続きをやりたいとにありまし

接着する作業に多少手こずったようですが、ものを作る

た。⑥「種グライダー」の教室では、子どもたちはグラ

という作業が楽しかったと言う声が多くきかれました。

イダーの錘りの位置を調整するなど試行錯誤、悪戦苦闘

③「水ロケット」教室では、小学校の理科室でペットボ

をしながらも、全員が無事飛ばすことができました。⑦

トルを加工して水ロケットを作り、校庭に出て発射実

「プラスチックのリサイクル」の教室では、プラスチッ

験。カウントダウンしてロケット発射、発射成功に大歓

クにはいろいろな種類があることを学んだあと、表札作

声、飛行距離 40～60ｍ、良く飛んだ、楽しかったと好

りをみんな熱心に取り組みました。⑧「環境地球儀」の

評でした。④「森のクラフト」教室は、保護者も子ども

教室では、子どもたちは環境地球儀を作ることで、世界

たちと一緒に作ってもらいました。完成した作品はどれ

の環境、地球温暖化、砂漠化、食料輸入などに感心をも

もユニークでみんな満足でした。⑤「色の実験と偏光万

ってくれた様子がアンケートからうかがえました。

① ②ダンボール紙で丈夫な椅子作り

⑤色の実験、ペーパークロマトグラフィ
No.

③水ロケット発射実験の成功に歓声

④森の素材でクラフト作品例

⑥種グライダーを飛ばしてみる

⑦自分の表札作りに挑戦中

教 室 名 称

開催日（曜）

講師名

１

和泉川・地蔵原の水辺で生き物観察会

川増水で中止

吉村美男

２

リサイクル紙で丈夫な椅子を作ろう

8 月 2 日（金）

荒谷輝正

３

ペットボトルで水ロケットを作って飛ばそう

8 月 12 日（月）

三田重雄

４

森の木工クラフト作りを楽しもう

8 月 16 日（金）

香川興勝

５

色の実験と偏光万華鏡を作ろう

8 月 17 日（土）

大岩俊雄

６

種グライダーを作って飛ばそう

8 月 18 日（日）

石井 榮

７

プラスチックのリサイクル実験と表札作り

8 月 20 日（火）

長村吉洋

８

環境地球儀を作ろう

8 月 22 日（木）

上田恵一

⑧12 面体の環境地球儀が完成
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２０１９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

石原靖文

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。植物
ジュニアレンジャー活動教室は、科学館隣接公園以外の「県立四季の森公園」にて開催しま
した。参加者は親子教室の保護者を含め 93 名、講師は延べ 41 名で支援しました。
①「見えない空気を調べる」教室では、子どもたちは実

園で行いました。ここでは、里山で「わらの輪かざりづ

験に興味を示し、酸性度をパックテストで調べる実験では

くり」、「花植え」を体験しました。⑤「八重のかざぐる

休息も取らずに夢中で取り組みました。②「大豆を育てる」

ま」の教室は、自然素材のタケとドングリを使って「４

教室では、大豆について学んだと、大豆の育てる鉢植えを

弁のかざぐるま」と「八重のかざぐるま」を作りました。

体験しました。親子一緒に大豆の種まきなどをする様子

⑥「水飲み鳥」では、身近にある割り箸や洗濯ばさみな

は、とても楽しそうでした。③「めざせ植物ジュニアレン

どを使って水飲み鳥を作り、水が毛細管現象で移動して

ジャー（4）」のテーマは「生き物の競争を調べよう」、科

水飲む動作を繰り返しました。 ⑦「めざせ植物ジュニア

学館隣接の公園にて植物は多くの光を集めようと工夫し

レンジャー（5）
」は、科学館隣接公園にて植物観察を行

て成長する、それはまるで競争をしているように見える様

い、気に入った植物を版画にし、新聞を作って発表しま

子を観察しました。④「植物ジュニアレンジャー活動（4）
」

した。⑧「人工の雲」の教室では、ペットボトルの中に

は、
「里山の植物と人のつながり」をテーマに四季の森公

雲を作る実験を子どもたちは楽しみました。

①見えない空気の実験

②鉢植えポットに親子で大豆の種蒔き体験

④里山の田んぼの植物を観察
No.

⑥水飲み鳥が繰り返し水飲む動作

教 室 名 称

開催日（曜）

講師名

１

見えない空気を調べる化学実験

７月６日（土）

長村吉洋

２

大豆はスゴイ！大豆を育てよう（親子教室）

７月７（日）

柳川三郎

３

植物ジュニアレンジャー（４）生き物競争

７月１３日（土）

吉岡嗣二郎

４

植物ジュニアレンジャー活動（４）里山の植物

９月７日（土）

吉岡嗣二郎

５

「八重のかざぐるま」を作ろう

９月８日（日）

品川高儀

６

水飲み鳥を作ろう

９月１４日（土）

石井 榮

７

植物ジュニアレンジャー（５）実技講座

９月２１日（土）

吉岡嗣二郎

８

人工の雲を作ろう

９月２８日（土）

柳川三郎

③美しいハーバリウムが完成

⑦植物版画で新聞を作って発表

⑧ペットボトルの中に「雲」ができた
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海老名市立今泉小学校

廃棄物部会長

石井 榮

9 月 10 日（火）
、海老名市立今泉小学校の科学クラブ 31 名に
対して「いつでもどこでも顕微鏡」の授業を行いました。授業の
開始前に来た児童たちは、ダイクロイック（立方体プリズム）を
手に取って様々な光の屈折角度と色のマジックを楽しみました。
授業は、顕微鏡の基本を理解するために光の屈折、凸レンズの像
の結び方を画像にて説明、特に今回使用するレンズは直径 1.5 ㎜
程の球レンズの顕微鏡であることから、試料の位置、焦点距離と
像の結び方の特徴を学びました。
工作では、レンズホルダーの決められた位置に球レンズを嵌め
込んで顕微鏡を作りました。観察は、事前に染色したタマネギの
表皮細胞（細胞とそれを取り囲む細胞膜や細胞壁、さらに遺伝情
報を担う細胞核など）を観察しました。児童たちは初めて見るミ
クロの世界に驚きながら顕微鏡を覗きました。時間に余裕がある
児童は、タチアオイの花粉、ムラサキツユクサのおしべの毛も観
察しました。今回作った顕微鏡はコンパクトで、折りたたむこと
ができるので、持ち歩いて様々な植物の細胞や気孔、花粉などの
観察を楽しむことができます。

厚木市役所

球レンズの顕微鏡を作って花粉などのミクロの世
界を観察した（写真提供：今泉小学校）

ジュニアエコリーダー環境学習講座

厚木市のジュニアエコリーダーは、環境学習講座を受講するこ
とにより率先して環境にやさしい行動を実践し、学校内や家庭、
地域に広めていく任務を果たすことを目的としています。
今年度の講座は 4 期生の教室。当会は一昨年、昨年に引き続い
て 3 回目の環境学習講座を行いました。今回は 7 月 21 日（日）、
小学 4 年生 12 名、5 年生 12 名の計 24 名が受講しました。始
めに、
「エコな買い物」について参加型紙芝居を上演【写真上】し
ました。その後、受講生を 3 班（カレー班、サラダ唐揚げ班、デ
ザート班）に分け、買い物ゲームを行いました。
買い物ゲームでは、参加型紙芝居で学んだことを参考に、環境
のこと、地産地消と地球温暖化のつながりやごみを少なくするこ
と、脱プラスチックのこと、旬の物などを考えて買う物を選び、
模造紙に買う物を書き上げ【写真中】ました。班毎に買うものを
まとめ、買う物、買う理由を発表【写真下】。子どもたちはエコな
買い物につい疑似体験したことで環境意識を高めました。
今回のテーマ「エコな買い物」は、初めての授業でしたがジュ
ニアエコリーダーたちは、班のまとまりも良く、熱心に取り組み
ました。ジュニアエコリーダーの皆さんには、本講座で学んだこ
とを学校内や家族、周りの子どもたちに広く伝えてくれることを
期待しています。

グリーン部会長

柳川三郎
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どんぐり学童クラブ

グリーン部会

吉村美男

どんぐり学童クラブは、近隣小学校 3 校の学童たちが放課後の時
間を楽しく過ごすための学童クラブ。８月 19 日（月）
、夏休みの子
どもたちは午前中に 31 名集まって「つかめる水を作ろう」を体験
しました。
始めに、地球の水循環について、自然の水の多くは海水、海水が
蒸発して雲になり雲が雨となって川や地下水になり、湖、ダムから
人間生活に使える水になり、生活水はわずかであることを説明し、
水の大切さを考えてもらいました。次に「つかめる水」に使う材料
や作り方を説明。アルギン酸ナトリウムは海藻のネバネバからでき
ており、アイスクリーム、ソース、人工イクラに使われている、乳
酸カルシウムは、人間の歯や骨になるカルシウムで食べても安全。
子どもたちは講師の指導で不思議な「つかめる水」作りを楽しみま
した。
最後に、近年注目されている海に流れ込む廃プラスチックやビニ
ールごみをウミガメやクジラなどが飲み込んで死んでしまったこ
と、死んだ腹の中から大量のプラスチックやビニールが出てきたこ
２つの溶液を静かに混ぜ、透明な水玉をすくい
上げ、つかめる水を手のひらに取りました

となどを説明して、プラスチックやビニールの使い方や捨て方につ
いてみんなで話し合いました。

ひらつか環境フェア 2019

“自然の豊かさを学び守ろう”
グリーン部会長

柳川三郎

「ひらつか環境フェア」は、今年度のテーマを「自然の豊

120 名ほど来場があり、子どもたちは好みのモミジ

かさを学び守ろう」とし、7 月 14 日（日）
、1 5 日（月・祝）

やキャラクターなど選んで、ハガキの中に漉き込んで

の 2 日間、3 会場を舞台に 27 団体が参加して開催されまし

オリジナルな和紙のハガキ作品を漉き上げました。ハ

た。来場者は 1,900 名を超え環境へ関心の高さが見られま

ガキと写真立てと一緒に持ち帰りました。オルゴール

した。

教室には、35 名が参加して 3 回行いました。電子部

当会からは①「一年草植物ケナフを利用してオリジナルハ

品セットのネジをドライバーで締めるなどして組み

ガキを漉こう」、②「ソーラーオルゴール工作教室」、③「本

立て、オルゴールのメロディーを確認できました。オ

気でエコ～省エネで新ライフを～」
、④「挑戦！君は自分で自

ルゴール表面に省エネ目標を貼りつけて持ち帰りま

分を持ち上げることができるか？」、⑤「八重のかざぐるま工

した。省エネ実験コーナーでは、手回し発電機で電球

作教室」の５教室を出展。子どもたちは保護者と一緒に夏休

を点灯させる体験やヘアードライヤーの消費電力実

みの工作や実験の体験を楽しみました。ケナフの紙漉きには、 験で家電製品の消費電力の特徴を理解しました。

①紙漉きで和紙のハガキと写真立て

②講師の指導でソーラーオルゴール作り

⑤八重のかざぐるま工作コーナー
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新会員紹介

「私たちの未来を奪わないで」
の声を心に刻みながら

New face

「
デ
ル
フ
ト
の
教
会
」
オ
ラ
ン
ダ
に
て
矢
島
孝
彦
作

矢島孝彦

６月から環境学習リーダー会に入会致しました矢島です。昨年から
NPO 法人アースエコの会員として活動しており、このご縁で当会のエネ
ルギー部会に参加する機会を得ました。
さて、スエーデンの少女（現在高校生）が昨年８月から毎週金曜日に
地球温暖化の危機を訴える「学校ストライキ」をたった一人で始めまし
た。この抗議行動が SNS で拡散し各国の若者の間に共感の輪が広がっ
ています。少女グレタ・トゥーンベリさんは、昨年 12 月の国連の気候
変動枠組み条約締約国会議（COP24）および今年９月の国連気候行動
サミットの各国代表の前で強い口調で「地球環境保護のための具体的な
行動」を促す演説を行いました。グレタさんの勇気と行動力、そして簡
潔なスピーチが持つ発信力に少なからず衝撃を受けました。

矢島孝彦さん PROFILE

地球温暖化が急速に進んでいるとの予測があり、温暖化と頻発する異

・出身地/現住所：横浜市

常気象の関連が取りざたされています。最近の報道によると 20％の O2

・生年月：1947 年 9 月

供給能力を持つアマゾンの広範囲の森林火災やシベリアタイガでの大規

・現役時：石油会社勤務（65 歳退職）

模な森林火災による永久凍土の湖沼化は CO2 の吸収能力の喪失あるい

・退職後：横浜市小学校で理科実験

はメタンの発生を誘発していると言われています。地球の生態系はバラ

支援員として数年勤務

ンスを失いもはや回復力喪失の状況にあるのでしょうか。係る現実を俯

・趣味：水彩画、囲碁

瞰しながら一個人として NPO 活動を通して地球環境保全活動に取り組

・所属部会：エネルギー部会

んでいきたいと思います。

寄附金の御礼
代表理事 田口繁雄

会員の皆様
平素より当会の環境活動にてご活躍、ご協力いた

茅ヶ崎市・鶴嶺東コミュニティセンター
大気・水環境部会長

吉村美男

7 月 20 日（土）、
「みんなで遊ぼう Happy Day」が
開催。このイベントは、地域の子どもたちと大人たちが
遊びを通じて交流し、地域の絆の輪を広げる活動として

だき有難うございます。この度、当会からの「寄附金の

開催されました。当会はこのイベントに初めて参加し、

お願い」に対して、早速当会へ直接ご寄附や「よこは

子どもたちに水の大切さと水の不思議を知ってもらう

ま夢ファンド」経由でのご支援いただきましたことに厚く

「つかめる水」を体験するコーナーを実施しました。多

お礼申し上げます。会員皆様のご厚意は、当会の環

くの親子が来場、行列が途切れることなく続き 100 名
程が参加して「つかめる水」を楽しみました【写真】。

境活動の更なる発展に活用させていただきます。
寄附金や「よこはま夢ファンド」でのご支援は通年受
け付けておりますので、どうか末永くお力添えいただき
ますようお願いし申し上げます。
尚、年度末になりましたら今年度の寄附金総額など
を改めてご報告いたします。

“新会員募集中”

今回は赤、青、白
の 3 色を用意しま
した。子どもたちの
反応は透明な水の
実験に人気があり
ました。

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

開催担当部会

■手作り顕微鏡でミクロの世界を覗いてみ
11 月 2 日（土）
よう「気孔編」
（洋光台サイエンスクラブ）

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

■ケナフの紙すきでハガキ作り
（Think Eco ひらつか）

11 月 9 日（土）

10:00～14:30

横浜ゴム（株）
平塚製造所

会員

■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）

11 月 16 日（土） 10:00～12:00

はまぎんこども
宇宙科学館

会員

■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 17 日（日） 10:00～12:00

はまぎんこども
宇宙科学館

グリーン部会

■大切なエネルギー！私たちにできるエコ
（かながわ環境教室）

11 月 29 日（金） 8:45～15:10

横浜市立小学校

エネルギー部会

■種グライダーで生き物の不思議を学ぶ
（洋光台サイエンスクラブ）

11 月 30 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

■ソーラーオルゴール工作教室、省エネ実
験（いそご こどもエコフェスタ）

12 月 7 日（土）

10:00～13:00

磯子区役所

エネルギー部会

■大切なエネルギー！私たちにできるエコ
（かながわ環境教室）

12 月 10・11 日

10:05～14:25

平塚市立中学校

エネルギー部会

■ふしぎな、不思議な種の世界
（洋光台サイエンスクラブ）

12 月 14 日（土） 10:00～12:00

はまぎんこども
宇宙科学館

自然環境部会

■植物ジュニアレンジャー特別講座、門松
作り（洋光台サイエンスクラブ）

12 月 21 日（土） 10:00～12:00

はまぎんこども
宇宙科学館

自然環境部会

■大切なエネルギー！私たちにできるエコ
（かながわ環境教室）

12 月 23 日（月） 8:45～12:15

平塚市立小学校

エネルギー部会

■実験して考えよう！温暖化防止と省エネ
（かながわ環境教室）

1 月 17 日（金）

8;50～15:00

平塚市立小学校

エネルギー部会

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

1 月 18 日（土）

10:00～12:00

はまぎんこども
宇宙科学館

廃棄物部会

■呼気で自分を持ち上げよう
（子どもサイエンスフェスティバル）

1 月 18 日（土）

10:00～15:00

相模原市立青少年
学習センター

会員

■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）

1 月 25 日（土）

10:00～12:00

はまぎんこども
宇宙科学館

グリーン部会

■ケナフの紙すきでハガキ作り
（厚木市ジュニアエコリーダー講座）

1 月 26 日（日）

10:00～12:00

厚木市役所

会員

■かざぐるま作り（計画中）
（平塚市公民館まつり）

1 月 25・26 日

（計画中）

平塚市中央公民館

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

県民センター
会議室

鈴木勝男（桑原 清）

県民センター
10 階 FS

吉田和史
石井 榮

―

柳川三郎
吉村美男

●エネルギー部会
●自然環境部会
●廃棄物部会
●グリーン部会
●大気・水環境部会

部会活動へのご連絡、お問合せ先

11 月６日（水）
（勉強会 15:00～）
12 月 4 日（水）
16:30～17:30
1 月 8 日（水）
11 月 20 日（水）
15:00～16:00
12 月 18 日（水）
16:00～17:00
1 月 15 日（水）
未定

―

E-mail : npo.k.leader＠gmail.com
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事務局だより

▶ ▶ ▶ 情報 Collection ▶ ▶ ▶

■理事会の開催予定

[ 自然環境保全センター ]
広報部長

武澤研二

・11 月 14 日（木）14 時～17 時 30 分
「かながわ県民センター」705 会議室

小林信雄

・12 月 12 日（木）9 時 30 分～12 時

当会の会員の方々は、自然環境の知識が豊富で、環境保

県・環境科学センター

全活動に活躍されている方が多くおります。こうした方々

会議室

・1 月 9 日（木）14 時～17 時 30 分

と自然環境保全の情報共有の一環として、神奈川県の自然

「かながわ県民センター」705 会議室

環境保全活動の拠点である「神奈川県環境保全センター」

■環境科学センター 第 2 回スキルアップ講座

の概要をご紹介します。

・日時：12 月 12 日（木）13:00～15:00
・場所：環境科学センター 会議室

神奈川県自然環境保全センターは、「丹沢や箱根などか
ながわの豊かな自然を次世代に引き継ぐため自然環境の
保全再生に取り組んでいます。」
（同センターのホームペー
ジより）とされ、丹沢・大山のふもと自然環境に恵まれた

● 会員募集 ●

七沢に、本館、研究棟、鳥獣保護棟、自然観察園、樹木観

私たちと“エコ学習”しませんか？

察園で構成された施設です。本館には、丹沢の自然再生活
動を解説する展示室があり、丹沢再生絵巻、丹沢の自然を

エコ学習を見学できます

再現したジオラマやゲームなどで丹沢の自然を詳しく理
解することができます。
環境学習部門では研修やイベントを実施しています。研
修では、自然観察指導技術研修会、自然保護講座、フィー
ルドスタッフ養成実習など。イベントは、ミニ観察会、自
然発見クラブ、夏休み親子自然探検隊、救護動物公開など

■編集後記■

が行われています。また、研究部門では、丹沢・大山の自

本会報編集中の 10 月 12 日、

大型台風 19 号が進路を神奈川県に向かって来襲。

然環境の研究情報やデータが整備され、自然再生計画の推

海水温度が高く記録的な大型台風 960hPa、最大

進やの普及啓発などが実施されています。野外施設の自然

風速 60m/s 規模で上陸しました。今後も温暖化が

観察園と樹木観察園では、自然の谷戸をそのまま維持さ

進むとこのような大型台風が多発、来襲するのでし

れ、四季折々の里山観察ができます。雑木林、湿地、池、

ょうか。7 都県に大雨特別警報が発令され、首都圏

草原や多様な生き物たちなどを観察ができ、樹林で様々な

では交通機関などが計画運休を実施、イベント中

樹木を観察することができます。

止、大雨・強風対策、避難勧告がスマホに繰り返し

神奈川県の大自然を探求し、丹沢・大山の自然環境につ

受信しました。正午からは土砂降り、夕刻からは猛

いて研究するスポットとして必須の施設です。

烈な強風で雨戸が壊れそうでした。

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4y/top.html

夜９時ごろに突然、自宅の気圧計が 970hPa に
低下、猛風雨が止み、無風、台風の目が自宅上空を
通過しました。翌朝は千曲川や阿武隈川など多くの
河川が氾濫、住宅へ濁流、崖崩れなど、被災現場の
痛ましい映像が連日報道されました。台風国日本、
台風に強い国土を目指して、河川堤防などライフラ
イン施設の整備強化が切望されます。
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