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■ 特集（４面）：温暖化とメタンの現状

「神奈川県環境学習リーダー会」 ・ 「神奈川県環境科学センター」共催

夏休み子ども環境体験教室

の環境活動方針
➀

➁
➀

環境科学センター担当 濱辺謙吉

➂

➃

➁

➂

「夏休み子ども環境体験教室」を ８月１日～５日

ました。➍「紫キャベツで色が変わる水

（金）、環境科学センターにおいて３年ぶりに５教室開催

マジック」では、水質汚染など水環境に

しました。➊「手作りせっけんを楽しもう」では石けんに

ついて広く学習しました。紫キャベツの

ついて学習し、粉石けんを利用して「こねこね石けん」を

色の変化とｐH の関係を観察しました。

作りました。➋「太陽光で回るソーラー風車を作ろう」で

➎「人工の雲とつかめる水を作ろう」で

は、太陽エネルギーについて学習し、工作したソーラー

は、気象、地球温暖化などを学び、ペット

風車は手のぬくもりでも回り、子どもたちは感動しまし

ボトルの中に人工の雲作り、手でつかめる水玉を作りました。

た。➌「空気のパワー実験」では、空気の性質について
学習し、空気の圧力が力になることを空気砲で体験し
ました。また、「パスカルの原理」をエアバッグで実感し

子
ど
も
科
学
探
検
隊
空気の体積変化の実験

➀

➁
➀

➄
➂

【注記】 一部の講座の中で苛性ソーダを使用した廃油石鹸作りが紹介されまし
たが、苛性ソーダは毒物劇物取締法の「劇物」ですので、絶対に実施しないで下
さい。

8 月 17 日（水）、「令和４年度子ども科学探検隊」の一環として「水
と空気と二酸化炭素の探検」の講座を環境科学センターで行いまし
た。 この講座で行った実験は、①食塩水を加熱して発生した水蒸気
の中には塩分が含まれないことを確かめた。②ペットボトルを圧縮

した時の上昇温度を測定し、開放して温度が下がった時に雲ができ
ることを確認した。③空気の温度が上がると軽くなることを熱気球
のモデルで体感した。④二酸化炭素が空気より重い気体であること
を確かめた。その他二酸化炭素の各種定性反応、海水の酸性化など
の実験も行いました。 （濱辺謙吉）

●当会の会員数（2022 年 10 月１3 日現在） 正会員：5６名、賛助会員：2 名、学生会員 1 名、合計：5９名
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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

７月～９月 環境体験教室

横浜こども科学館担当

石原靖文

環境体験教室の年間レギュラー４０教室のうち７月と９月に実施した１０教室と、８月の夏休み７教室につい
てその概要を報告します。新型コロナ感染症の第７波まん延中、感染防止に配慮して順調に教室を開催でき
ました。また、７月猛暑での屋外教室では熱中症防止に配慮して教室を開催しました。 （詳しい報告はこちら→）

7 月・９月 環境体験教室 一覧表
開催日（曜）
７月２日（土）
７月３日（日）
７月９日（土）

教 室 名 称
大豆はスゴイ、大豆を育てよう
（親子教室）
トンボのヤジロベーと小鳥だるまを作
ってバランス実験
めざせ植物ジュニアレンジャー(4)競
争する植物

７月１０日（日）

化学の不思議「つかめる水」を作ろう

９月３日（土）

植物ジュニアレンジャー活動(4)たのし
い里山体験
磁石の不思議実験とリニアモーター
を作ってみよう

９月４日（日）
９月１０日（土）

人工の雲を作ろう

９月１７日（土）

ミネラルウォーターのちがいを実験で
調べてみよう
めざせ植物ジュニアレンジャー(5)伝
えよう！植物の不思議とたのしさ
ペットボトルの中にトルネードを作って
みよう

９月２４日（土）
９月２５日（日）

夏休み環境体験教室 一覧表

講師名前

開催日（曜）

大岩俊雄

７月２４日（日）

和泉川・地蔵原の水辺で生き物観察会

石原靖文

武澤研二

８月１０日（水）

森のクラフト作りを楽しもう

香川興勝

８月１０日（水）

光のマジックを体験しよう！

石井 榮

８月１２日（金）

ペットボトルで水ロケットを作って飛ばそう

三田重雄

８月１３日（土）

ホバークラフトを作って走らせよう

長村吉洋

８月２０日（土）

植物ジュニアレンジャー夏休み体験教室

吉岡嗣二郎

８月２７日（土）

CO2 を実験でつかまえてみよう

長村吉洋

吉岡嗣二郎
大岩俊雄

教 室 名 称

講師名前

吉岡嗣二郎
長村吉洋
大岩俊雄
長村吉洋

吉岡嗣二郎
長村吉洋

➃
➂

➎
④

夏休み体験教室は 7 教室を開催しました。毎年開催してき
た 6 教室に加え、今回は「光のマジック体験教室」を加えて開
催しました。➍「和泉川での生き物観察会」と「水ロケット教
室」は動画撮影を行い、YouTube 配信により子どもたちの
ワクワク感が視聴されました。➎「植物ジュニアレンジャー教

➁
②

室」では、今回初の試みとして、これまでの講座で体得したこ
との実践活動として「子どもたちが講師役」（植物レンジャー
実践活動）をつとめ、来館した子どもたちへ、植物とのふれ
あいを伝えるなどミニすだれ作りを支援しました。これまで
実施してきた植物ジュニアレンジャー講座の成果をステップ

➊

➂
➁

アップして開催できたこと大変有意義でした。

７月と９月に実施した１０教室の概要をご紹介します。

↗レンジャー１名が認定されました。「つかめる水」や「人工の

➊「大豆を育てる」教室では親子で一緒にプランターに大

雲」を作る教室では、自然界の水の循環や生き物にとって水

豆の種まきを体験し、自宅で大豆を育てました。「トンボの

は大切なものであることを学んだ後、水玉作りや人工の雲

ヤジロベー」教室では、重さのバランスを実験しました。起

作りを行いました。➌「磁石の不思議」教室では、リニア中央

き上がり小法師やトンボのヤジロベーを作ってバランスを

新幹線の原理であるリニアモーターを磁石を並べて作りまし

体験しました。➋「植物ジュニアレンジャー」の３講座では、

た。「ミネラルウォーター」教室では石けん水を用いて各種ミ

各講座のテーマにより植物観察を行い、シェアリングネー

ネラルウォーターの硬さを確かめました。「トルネード作り」

チャーではハーバリウム作り、ミニトーテムポール作りや植

教室では、二つのペットボトルを繋ぎ合せ、水を流すことに

物版画での植物新聞を作りました。また、植物ジュニア↗

よって渦巻流を作り、竜巻のような渦流を体験しました。
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新会員紹介

Welcome New face

地球が泣いている！ 今できることは何？
こんな思いを、子どもたちに届けたくて。そして一緒に考え、「今できること
からはじめよう！」。あたりまえのことを理解し、あたりまえのことを実行すれ
ば、あたりまえの結果が得られる。みんなの住む地球を守る。私たちは地球防
衛隊だ。

７月からリーダー会に飛び込んできました岡田です。昨年、県の地球温暖化
防止推進員に応募しましたが、活動する機会もなく、年末の環境教育インスト
ラクター応募資格取得セミナー、６月からの県環境活動講座を経て、リーダー

岡田幸二さん PROFILE

会で私の居場所を見つけることができました。
小学生と一緒に地球の将来を考え、地道なエコ活動に結びつけることが私

・出身地名：東京・浅草

のできることです。今、諸先輩の講義を見習い修行の身ですが、近い将来の

・現住所：足柄上郡大井町

自分を想像しています。県西部での活動を展開していけたらと考えています。

・生年月：19５７年９月

できることからはじめる。他人に強制はしない。自分で触れた・感じた・考え
たこと、正しいと思ったことを実行する。地球の将来は子供たちがつくる。私

・現役時：電機機械器具製造業
・現在：社会保険労務士事務所経営、

はその手助けをすることしかできない。一日も早く平和な日々を取り戻し、豊

大井町議会議員

かな地球・緑の地球を守り続けたい。諸先輩の後ろ姿を見ながら成長してい

・趣味：少年野球、ゴルフ他多趣味

きたいと思っています。よろしくお願い致します。

・所属部会：エネルギー部会

◉４月以降入会された方

・佐藤暢之さん ・岡田幸二さん ・前田航太郎さん ・安藤淳哉さん ・高村智子さん

ひらつか環境フェア２０２２

ジュニアエコリーダー環境学習講座

大気・水環境部会 大岩俊雄

エネルギー部会長 鈴木勝男

今年度 は、市政 施行９ ０周 年「 ひら つ か環境フェ ア

厚木市役所第二庁舎にて７月１０日（日）、「大切なエネル

2022」と題して、平塚リサイクルプラザにて７月１７日

ギー」と題した講座を実施しました。出席者は１２名。この

（日）に開催されました。このイベントには当会から毎年

講座では、プレゼンテーションによる講義で地球温暖化と

出展しており、今年は「つかめる水をつくってみよう」を

省エネの大切さを学んだ後、６種類の実験を通して、いろ

テーマのブースを出展。感染症対策のため入場者を制限

いろな省エネの方法や二酸化炭素を出さない新しいエネ

して行われましたが子どもたち約７０名が参加してくれ

ルギーの長所・短所を学びました。更に、ゲーム「暮らし方

ました。つかめる水作りでは、アルギン酸ナトリウム水溶

の違いさがし」、「省エネチェックシート」で省エネ項目を見

液と乳酸カルシウム水溶液を混ぜ合わせ、透明な水玉を

つけて、今後実践するための「省エネカレンダー」に記入し

作って手のひらに乗せ、つかめる水を楽しんでもらいま

ました。全 2 時間を通して内容がぎっしり詰まった講座で

した。一部の参加者には、あらかじめ着色したアルギン

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

酸ナトリウム水溶液を

ことを周囲

用いて「人工イクラ」

の子どもた

の実験も体験しても

ちに幅広く

らいました。新しい試

伝えてくれ

みとして、自宅でも楽

ることを期

しめるよう水玉を持

待していま

ち帰る容器を準備し
ました。

す。
手のひらに乗せた「水玉」

白熱電球と LED 電球の比較、省エネ実験
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地球温暖化に大きく影響するメタンの現状
エネルギー部会長 鈴木勝男

■ まえがき

■ 温暖化対策としての排出削減は？

地球温暖化の原因となる温室効果ガスには二酸化炭

メタンの人的排出源は農業分野（40％、畜産と稲作）鉱

素（CO2）に次いで強力なメタンも含まれています。メタ

業分野（35％、化石燃料の採掘等）が支配的である。農業分

ンの大気中濃度は CO2 の約２００の１と微量ですが温室

野においては、特に世界で１０億頭もいる牛のげっぷが最も

効果は約 84 倍（２０年単位）もあり、地球温暖化の３割は

多い発生源であるため、その削減のため餌の改良や牛用マ

メタンが原因と言われています。しかし、CO2 に関しては

スクの開発などが行われているが、実用にはまだ時間を要

テレビ、新聞などのメディアで頻繁に取り上げられてい

する。鉱業分野においては、具体的な削減方法の進展はみ

ますが、メタンについてはほとんど報じられていません。

られないが、CO2 削減のために化石燃料の発電から再生可

地球温暖化に大きく影響するメタンの現状について、最

能エネルギーへのシフトが進めば、結果としてメタンが削減

新情報も含めて調査し、要点を整理したので以下に紹介

されると考えられる。

します。

■ メタンはなぜ増えるのか？
排出されるメタンの約４0％は自然環境（湿地や白アリ
等）から、約 60％は人間の活動（水田、牛、羊等の家畜、

化石燃料採掘・燃焼等）からと言われている。大気中のメ
タン濃度は年々増加傾向にあり、現在では産業革命以前
に比べて 2.5 倍にもなっている。１９８８年以降約２０年
間は増加が鈍化、停滞する傾向が見られたが、２００７年

2021 年 9 月、世界のメタンの排出量を 2030 年までに
2020 年比で 30％削減することを目指す「グローバル・メ
タン・プレッジ」が合意された。この合意には日本を含む１０
０か国以上が参加を表明している。但し、メタンの排出量が

特に多いロシア、中国およびインドは、この合意に参加して
いないとのことで、先行きは不透明である。

■ 考察
これまでメタンについて広くは報道されなかった理由とし

頃から再び増加傾向となっている。その主要因は、中国

て次の点が考えられる。

での石炭採掘や、開発途上・後進国での畜産業の成長な

１.メタンの人的排出源は農業、鉱業分野が支配的であり、

どの人間活動よるものとみられている。

CO2 と違い私たちができることはほとんどない。

更に、2020 年頃から増加のペースが上がってきて、

2.温暖化対策としてのメタンの排出削減目標は、昨年よう

２０２１年の年増加量が観測開始以降で最大になったと

やく世界規模で合意されたばかりである。また、近年の濃

のことである（図１）。これは、米国海洋大気庁からも同様

度上昇の原因は未解明であり、具体的な対策はまだ先。

に発表されている。これら近年のメタン濃度上昇の原因
はまだ明らかになっていないとのことで、パリ協定の長
期目標（世界の気温上昇を 1.5℃以下に抑制）実現には
大きな懸念材料になるかも知れない。

パリ協定の「1.5℃目標」実現の分水嶺は 3 年後に迫って
いるとの指摘もある中で、前述したメタンの現状は大変懸
念されるものであり、今後私たちも注視していく必要があ
ると考えている。
写真：らくのう
マザーズより

図 1 「いぶき」によるメタンの全大気平均濃度（月別値、黒）と
年平均値（赤） （環境省ホームページより、文字鮮明化）
赤色は季節変動を除去した濃度。気象庁ホームページより）

【参考記事】
・環境省、地球環境「メタンの全大気平均濃度の 2021 年の年増加
量が 2011 年以降で最大になりました」、2022 年 3 月 10 日
・BBC NEWS/Japan、「【COP26】メタン排出を 2030 年までに 30％
削減、100 カ国超が賛同」、2021 年 11 月 3 日
・エネルギーフロントライン Vol.39「牛のゲップを減らせ！地球温
暖化防止のカギ」、2022 年 6 月 21 日
・国立環境研他、「過去３０年間のメタンの大気中濃度と放出量の
変化」、2021 年 1 月 29 日
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■教室イベント情報

月日（曜）

開催時間

開催場所

開催担当

■めざせ植物ジュニアレンジャー（６）ふしぎな、不思
議な種の世界

１１月５日（土）

10:00-12:00

はまぎん こども
宇宙科学館

自然環境部会

11 月 8 日（水）

1０:３５～12:10

三浦市南下浦

自然環境部会

11 月１２日（土）

10:00～1２:０0

はまぎん こども
宇宙科学館

グリーン部会

11 月 17 日（木）

8:40～１２：００

相模原市星が丘

自然環境部会

■「人工の雲」水と生物、水の循環

11 月 18 日（金）

14:30～15:20

横浜市黒須田

大気・水環境
部会

■手作り石けんを楽しもう

11 月 26 日（土）

1０:０0～12:０0

はまぎん こども
宇宙科学館

大気・水環境
部会

■ＬＥＤを使って光の三原色を学ぼう

12 月 3 日（土）

10:００～1２:０0

はまぎん こども
宇宙科学館

大気・水環境
部会

■めざせ植物ジュニアレンジャー特別講座 伝統植物
と門松を作ろう

12 月 18 日（土）

10:００～1２:０0

はまぎん こども
宇宙科学館

自然環境部会

１月 28 日(土)

10:00～12:０0

はまぎん こども

大気・水環境

宇宙科学館

部会

■サトウキビをかじり、世界の今を知ろう

１月 29 日(日）

10:00～12:00

はまぎん こども
宇宙科学館

グリーン部会

●定例部会情報

開催時間

■「動物かくれんぼ」保護色実験と食べた生き物調べ
（食物連鎖）
■どんぐりを育てよう（親子教室）
■「動物かくれんぼ」保護色実験と食べた生き物調べ
（食物連鎖）

■アルソミトラの種をまねたグライダーを作って飛ば
そう

●自然環境部会

●エネルギー部会

●グリーン部会
●大気・水環境部会

開催月日（曜）
11 月 16 日（水）
12 月２１日（水）
1 月１8 日（水）
１１月 2３日（水）
１２月 21 日（水）
1 月 25 日（水）
未定

開催場所

15:00～16:00

当面 開催見合わせ
(県民センター10 階)

部会長
吉田和史

勉強会 1５:０0～

会議室 or オンライン会議

鈴木勝男

定例会 1６:０0～1７:０0

(県民センター会議室)

（桑原 清）

―

―

大岩俊雄
伊藤富男

部会運営検討へご協力お願い
副代表理事 吉岡嗣二郎

これらの課題解決を図るため理事会において、「部会運
営検討会」を設置し、これまでの６部会制から３部会制に改

当会の部会活動は、当会の設立直後から部会制により

編することを設定しました。３部会の運用に当たって 10 月に

活動してきたことが当会の発展に大きく貢献してきました。

は「部会活動確認シート」による部会名称の検討や部会員

しかし、部会構成当時から今日までの社会環境の変化や

の所属確認などを会員の皆様にお願いしました。これらの

部会体制の形骸化により、部会運営の一部に休部や部会

調査を踏まえ、年内にも新部会体制にて運用を開始する予

長の不在など部会内の連絡網に不都合が生じていること

定です。円滑な部会運営に向けて、今後とも会員の皆様の

は既にお知らせしました。

ご協力をお願い申し上げます。

「環境体験教室へのスタッフ参加」や「部会への参加」希望のお問合せ先 E-mail : npo.k.leader＠gmail.com
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中井町井ノ口

こども科学教室
エネルギー部会

三田重雄

8 月 6 日（土）、中井町立井ノ口公民館にて「体温でも回

■ 理事会の開催予定

るソーラー風車の工作や実験に挑戦してみよう」と題した

１１月 1０日（木）、１２月８日（木）、１月１２日（木）

教室を実施しました。出席者は小学３年～6 年生 12 名。

場所：いずれも「かながわ県民センター」７０５会議室

今回は、子どもたちに科学に触れる機会を増やしたい

時間：１４：００～１６：００

との主催者の趣意に沿ったプログラム構成とし、通常実施

■ 「改定定款」をホームページに掲載

しているソーラー風車の工作と実験や発電体験に加え、

本年度の総会で定款改定が承認され、その後改定定款は

夏休み自由研究のヒントとしてＣＤ分光器の工作と、水性

認証され発効しましたので、ホームページ「資料集」ページ

カラーインクの色を分ける実験の説明とキットの配布を行

に改定定款を掲載しています。

いました。工作したソーラー風車は黒色部分に、太陽光の
代わりに電球光を当
てた試運転【写真】を
行って見事に風車が
回りました。色による
温まり方の違いの事
例説明も含めて光と
色にも関心を深めて

■編集後記■

もらえたと思います。

当会の環境活動の講師陣営では、こ

の数年間に人気教室を長年続けてきたベテラン講師が
数名引退されました。そこで、円滑な環境活動を進める

STAFF 募集

ため新規会員の募集を行っています。会員募集の活動

エコ活動しませんか？ 体験参加歓迎

では、募集チラシを作って会員や役員が手分けして関
係各所へ配架を実施しました。この会報での会員募集
やホームページのトップページでも会員募集を実施して
います。8 月には神奈川県環境科学センターやはまぎん
こども宇宙科学館にご協力をいただき、入会候補者の
環境体験教室への見学などを実施しました。その成果
として今年度に５名の方が新規入会されました。会員募
集にご協力いただいた方々へ厚くお礼申し上げます。
今回入会された方々から会員募集チラシを見た、ホ
ームページを見た、教室見学の後に即入会された方な

募集案内

ど、募集活動のインテンションが成果となったこと大変
嬉しく思います。新規入会された方々は部会活動や環
境体験教室に参加され、今後のご活躍に期待していま
す。また、この潮流に乗って更に工夫を重ね会員募集活
動を続けていきたいと考えます。

■
■
■
■
◆
★

小林信雄

特定非営利活動法人 神奈川県環境学習リーダー会 「会報第120号」 2022年10月28日（金）発行
発行者：代表理事 田口繁雄
編集：広報部長 小林信雄
所在地：〒226-0005 横浜市緑区竹山三丁目2番地４ 竹山3201－134
Web : https://kankyo-leader.org/ ・ご連絡、お問合せ E-Mail：npo.k.leader＠gmail.com
寄付・会費等納入口座：ゆうちょ銀行00230-4-30769 神奈川県環境学習リーダー会
©不許複製：神奈川県環境学習リーダー会
「 環境リーダー会 」検索

●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。

