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特集：3面 「気象災害と気候変動」 

●当会の会員数（2016年 10 月 13日現在） 正会員：88 名、賛助会員：10名、合計：98 名 
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「水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム」へ出演 
◆ おしえて・話して！かながわの森と水 in相模大野 ◆  代表理事  柳川三郎 

  

 
パネルディスカッションでは、ボランティア活動は人

との繋がりこそが、活動を継続できる要であること。 

川原のごみ掃除では、周辺住民から川原がきれいになり

つつあるとの声に励まされて継続活動しており、仲間同

士が手を組んで活動していることが継続の大きな要因

になっていること。また、外来種のオオブタクサ、アレ

チウリの退治は在来種を守るために実施しているが、努

力しても自然の大きな力に負けて、今年も自生が見られ

ることなどについて討論することができました。 

第 31 回「水源環境保全・再生かながわ県民フォー

ラム」が、8 月 28 日（日）小田急ホテルセンチュリ

ー相模大野において開催されました。このフォーラム

は、平成 19 年度から水源保全の理解を深めるため同

県民会議の主催で定例的に実施されており、今回は

「おしえて・話して！かながわの森と水 in 相模大野」

と題して開催されました。このフォーラムで私は、「水

環境ワクワク感での伝え」と題したミニ講演と、パネ

ルディスカッションに出演しました。 

ミニ講演での論旨は、水辺の生き物観察会の実践

で、自らがワクワクする高揚感で子どもたちに接する

ことによって、そのテレパシーが直線的に伝達され、

子どもたちが自然の持つ魅力と不思議さに目が輝く、

この感動と達成感が互いに共有できること。また、こ

れら自然環境での体験が、子どもたちが難問へ機敏に

立ち向うモチベーションとなりうること。更に、水環

境の循環、森の公益的価値と生き物の生態について論

説し、木を植えることの大切さを強調しました。 

「市民環境活動報告会」予告  実行委員長  田口繁雄 

るものです。市民環境活動報告会にご参集ください。 

●開催日時 : 平成 29年 3月 4日(土) 12時～17時(予定) 

●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 23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 28年度「第 23回 市民環境活動報告

会」を右記の日程で開催します。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す 
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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  自然環境部会 田口繁雄 

 

 

「パスカルの原理」で自分持ち上げ 

８月７日（日）、横浜市桜木町の神奈川県立青少年センターで開催さ

れた「青少年のための科学の祭典・神奈川大会」に、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？」を出展しまし

た。これは「パスカルの原理」を応用した圧力と力のバランスを体験す

るもので、呼気を密閉したポリ袋に吹き込んで重い物を持ち上げるも

の。参加者した子どもたちは自分の呼気で自分の体重を持ち上げ、その

パワーに驚き、無意識に呼吸している空気の力に関心を持ってもらいま

した。当会のブースには 88 組の子どもと保護者が参加しました。 

 

神奈川科学技術アカデミー 体験出前教室 

「平塚市立なでしこ小学校」   代表理事 柳川三郎 

神奈川科学技術アカデミー・学校派遣事業の体験出前授業として、 

「平塚市立なでしこ小学校」にて「人工の雲を作ろう」教室を 9 月 20 

日（火）に実施しました。授業は 5 年生 2 クラスの生徒 71 名、午前・ 

午後の 2 回を 7 名の講師で務めました。この「人工の雲を作ろう」授

業は、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、空に雲が発生する仕組みを理解し、実験にてペットボトルの中

に雲を作り、酸性雨の発生実験で水の酸性度を体得しました。講師陣

は、授業の質を高める工夫を重ね、授業では講師チームが丁寧な指導

に務めました。この教室は人気が高く、9 月に 7 回開催しました。 

 

 

ペットボトルの中に雲を作る実験   

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  見上 博 

恒例となりました小学生の「中津川生きものしらべ教室」は、当会と神奈川工科大学が共催し、厚木市教育委員

会の後援により８月 17 日（水）と 24 日（水）に実施しました。この教室は、神奈川県水源環境保全・再生市民

事業支援補助金及び日本河川協会「きれいな川と暮らそう基金（ライオン株式会社寄付）」によるものです。 

17 日は、台風 9 号来襲のため大学内の講義だけでした。24 日は事前調査時と比べて台風の影響が残り少し川

に濁りが見られ、水量も多かったのですが「川には様々な状態があることを理解するのも勉強」ということで中津

川へ出発、10 時から川に入って生きもの捕りに挑戦しました。 

生徒たちは保護者と一緒に浅瀬に入り、網を水中に突き込みながら

夢中で獲物を探りました。多く捕獲できたのは海老、アブラハヤ、ド

ジョウ、ヤゴなど。捕獲した生き物を大学に持ち帰って講義がスター

トです。教授から「生きものの特徴や外来種など」についての解説が

あり、続いて生徒による「簡易分析（比色法）により COD」を測定し、

中津川の水は水道水源程度にきれいなことを全員で確認しました。夏

休みの生徒や父兄が大学構内で教授から話を聞く機会が提供できたこ

と、きれいな川について勉強できたこと、水辺の生態系を体験的に学

ぶ有意義な授業ができたことなど関係者の皆様に感謝申し上げます。 

 

 

中津川の浅瀬で生きもの捕りに挑戦 



スキルアップ推進 吉田榮一 
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気象災害と気候変動 

Leader’s TOPICS 

気象予報士 副代表理事 エネルギー部会長 桑原 清 

■■▶ スキルアップ講座 

「局地的大雨から身を守るには」 

 10 月 13 日（木）、当会主催の今年度第 2 回スキルア

ップ講座で、「局地的大雨から身を守るには」と題してお

話しました。今夏は平年より多くの台風上陸で各地に大

雨による災害をもたらしましたが、台風や集中豪雨だけ

でなく、局地的な大雨による災害も増加の印象があるた

め皆様の関心も高く、17 名の方が参加されました。気象

については気象庁や自治体から予報、警報や避難に関す

る情報が提供されますが、それだけでは対処が難しい局

地的な気象の急変に対しては自分自身の判断と行動が重

要です。自分の命を守るのは自分です。屋外でのイベン

トなどで、参加者の安全を確保する立場にある人は大き

な責任を負っています。 

講演では、気象の急変にいち早く気づき、自分の居る

場所のリスクを知り、早め早めに避難するという、防災

の基本となる 3 要素について具体的に説明しました。 

またテレビ、パソコン、スマートフォン、携帯電話

などを用い、手軽に気象情報を得る方法もご紹介しま

した。会場からは、温暖化と異常気象の関係について

の質問がありました。地球規模で 100 年のスケールで

進行する温暖化と、ピンポイントで短時間に起きる気

象災害とを並列に比較するのは困難ですが、温暖化が

気象災害の背景として影響している可能性はありま

す。また「近年、住居には適さない土地を開発して宅

地としていることが自然災害に対する脆弱性を増して

いる。」とのご指摘がありました、全く同意見です。 

■■▶ 県政モニターOB 会 

「気候変動・異常気象・自然災害」 

7 月 20 日（水）、神奈川県政モニターOB 会の皆さ

ん 30 名程に「気候変動・異常気象・自然災害」と題

していくつかの話題をお話しました。 

最初に IPCC 第 5 次評価報告書を中心に気候変動の

お話をし、人類がこのまま温室効果ガスの排出を続け

た場合の2100年までの気温上昇のシミュレーション

の映像もお見せしました。次に、温暖化に関連して、

気候変動、気候変化、異常気象、極端現象などの話題

をお話し、天気予報に用いられている気象モデルと数

値予報についてご紹介しました。更に、温室効果ガス

以外に気候変化の原因となる大陸移動、火山活動、太

陽活動、ミランコビッチサイクルなどをご紹介しまし

た。最後に、世界が一致して取り組む課題として「持

続可能な開発目標」についてお話しました。 

開成町「地域リーダー育成研修会」にて講演   当会講師 香川興勝 

開成町では、自治会活動の活性化を原動力とする町民と 

行政協働のまちづくりを進めており、自治会の人材育成や 

地域活動の活性化を目的に「地域リーダー育成研修会」を 

実施しています。今回この研修会に「地域で環境問題に取 

り組む」をテーマとした講演要請がありましたので、8 月 

25 日に講演を行いました。出席者は町民の要人 37 名。 

講演の内容は、当会の環境活動への取り組みやその事例、 

体験談をまじえて論じました。質疑応答では、当会と県・環境科学センターとの関係、開成町での環境活動の可能性、

小中学生への環境教育など活発な発言があり、環境に対する関心の高さを感じました。 【写真】講演する香川講師 

 

 

 

スキルアップ講座で講演する桑原講師 
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平成 28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  

今年度も恒例の「夏休み子ども環境体験教室」を、当会と県・環境科学センターとの共催にて７月 29 日（金）

～８月５日（金）に開催しました。今回は、これまで人気の環境体験教室に新たな教室を加え９教室を県・環境科学

センターにて実施しました。小学校高学年（４年生～６年生）の子どもを対象に参加者を募集した結果、県内の 19

市町から延べ 325 名の応募があり、定員を超えた教室は抽選し、参加者は延べ 191 名と盛況でした。子どもたちは、

地球温暖化、自然環境、創意工作、省エネなどの実験を体験しながら、夏休みの自由研究に取り組みました。 

 

開催した教室は、①「人工の雲を作ろう」２回実施、

②「身近なもので電池を作ろう」、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「手作り顕微鏡で生き物を観察しよう」、⑥「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」、

⑧「いろいろな方法で発電してみよう」、⑨教室風景、

にてバラエティー豊かな内容で実施しました。 

特に、今年は森の木や木の実を素材にして架空の動物

などを創作する教室、プラスチックの性質とリサイクル

を学ぶ実験、水の浄化実験などを通じて環境について考

える新しい教室も開催され、子どもたちや保護者にも好 

評を得ることができました。これらの教室は、かなが

わサイエンスサマー協賛事業への参加にて実施しまし

た。また、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」との共催にて開催しました。 

教室開催に当たっては、一般財団法人「セブン・イ

レブン記念財団」及び「東京ガス環境おうえん基金」

パワーアップおうえん部門の助成を受けて実施しまし

た。厚くお礼申し上げます。 

今回の教室では、湘南平塚コミュニティ放送「FM

湘南ナパサ」からの取材があり、教室の模様が平塚市

を中心とした地域に放送されました。 

 

   

   

   

① ② ➂ 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ ➇ ⑨ 
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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・夏休み教室 

平成 2８年度 環境体験教室 報告    実行委員 小林信雄、田口繁雄 

         

当会は「はまぎん こども宇宙科学館」で年間 30 教室

を展開しています。このうち、今回は 7 月から 9 月に開

催した洋光台サイエンスクラブ会員向け 6 教室と夏休み

イベント 4 教室の授業成果をスナップ写真でご紹介しま

す。予定した人気の「和泉川の水辺で生き物観察」は雨

天のため残念にも中止になりました。 

これら教室には、応募生徒数の増加傾向が見られ、科

学館による生徒募集のユニークな呼びかけが、子どもた

ちの好奇心に共鳴していると考えられます。また、当会

が独自に設定した“植物観察士”が人気を呼んでおり、 

 

科学館の隣接公園での植物観察などの授業が好評でし

た。この宇宙科学館にふさわしい体験教室の一つ「ロ

ケットを作って飛ばす」授業を、昨年に続いて実施し

ました。このロケットは、ペットボトルの中に水と圧

縮空気を注入して、圧縮空気の膨張による水の噴射推

力で飛ばすもの。授業は、洋光台第二小学校の理科室

でロケットを作り、校庭に出てロケットの性能を確か

める発射実験を行いました。カウントダウン直後、発

射の瞬間、生徒たちは大きな歓声！を上げ、飛行距離

を追いながら達成感を体得しました。  

   

   

   

教室の写真、①「八重の（かざぐるま）を作ろう」、②「目指せ！植物観察士（夏１＆２）」2 回実施、③「ソーラ

ーオルゴールを作ろう」、④「リサイクル紙で丈夫な椅子を作ろう」（夏）、⑤「種グライダーを作って飛ばそう」（夏）、

⑥「ペットボトルで水ロケットを作ろう」（夏）、⑦「環境地球儀を作ろう」（夏）、⑧「身近なもので電池を作ろう」、

⑨「人工の雲を作ろう」                         注）（夏）：夏休みイベント教室 

 

①  ② ③ 

④ ⑤ ➅ 

⑦ ⑧ ⑨ 
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■東芝未来科学館  

夏イベント「eco リンピック 2016」  東芝未来科学館担当 小林信雄 

 「東芝未来科学館」の今年の夏イベントは、テーマが「環境」、「オリンピ

ック年」にちなんで「eco リンピック 2016」と題して開催されました。当

会から、このイベントに初めて環境体験教室 4 教室が参加しました。当会は、

行政・教育・公共団体分野での教室が多いなか、今回は大手企業の環境体験

教室への参加となりました。子どもたちの参加は延べ 145 名、地球温暖化、

水の大切さを学ぶ実験、工作挑戦、創意工夫の作品作りなど、真剣に取り組

みました。夏休みの研究体験、宿題対応などに貢献することができました。 

 

①「人工の雲を作ろう」水を大切に使うことを動機付け

ることを目的に、水の性質や水が自然界で循環している

ことを学び、人工の雲作りの実験を体験しました。 

②「環境地球儀を作ろう」環境地球儀を作る楽しさを体

験しながら、地球の温暖化などについて学び、エコな生

活とは何かを考え、エコの理解を深めました。 

③「水の硬さをはかろう」生活に欠かせない水の性質に

ついて、軟水・硬水の実験を通して理解を深めました。 

④「植物版画を作ろう」植物は、成長時に二酸化炭素を

収集して、地球温暖化抑制に役立っていることを学び、

その植物素材とアクリル絵の具で版画作品を作りまし

た。自分でデザインした版画作品を持ち帰りました。 

   

横浜市泉区の泉区子供会連合会が主催する「親子で楽

しむ環境体験教室」が 8 月 27 日（土）、泉区役所で開

催されました。主催の趣旨に沿って、当会は、子どもサ

イエンス部会から「紙漉きとはがき作り」とエネルギー

部会から「手回し発電」、「省エネ」、「人力発電」（自転車

発電・風船）の体験コーナーを出展しました。この体験

教室には、子ども 15 名と保護者 10 名の 25 名が参加、 

今年は、例年より参加者が少なかったので、子どもたち

は保護者と一緒に、じっくりと時間をかけて、ケナフの

紙漉きではがきを作り、手回し発電で遊び、照明の省エ

ネ実験や自転車で風船を膨らますコーナーなどを回り

ながら、夏休みの終盤を楽しみました。終了式で行われ

たエコ・クイズには参加者全員が正解し、環境に対して

関心が高いことが見て取れました。 

横浜市泉区 「親子で楽しむ環境体験教室」  コーディネート 田口繁雄 

 

 

紙漉きではがきづくりを体験     手回し発電を体験         人力発電で風船づくりに挑戦 

① 

② ③ ④ 
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「ひらつか環境フェア

2016」が、平塚市庁舎本

館１階の多目的スペース

で、７月 23・24 日（日）

に開催されました。出展団

体は環境教室関係が 18 団

体、パネル出展が 20 団体

と多数の参加があり大賑わ

いでした。 

当会からは、５つの環境体験教室「本気でエコへ！省エネで新ライフを」、「一年草植物ケナフを利用してオリジナ

ルなハガキを漉こう」、「ソーラーオルゴール工作教室」、「八重の風車をつくろう」、「挑戦！君は呼気で自分を持ち上

げることができるか」を開催し、多くの参加がありフェアの中核的存在でした。来場者は 860 名、アンケートでは

楽しく体験学習ができたとの声が 80％を超える盛況ぶりでした。今年は、障害がある人たちにも手話などでやさし

く、障害者の手づくり物販などもありました。 【写真左】呼気で自分持ち上げ 【写真右】本気でエコ！紙芝居   

 

ひらつか環境フェア

2016  

川崎市地球温暖化防止活動推進センター 

夏休み自由研究講座 

ケナフで和紙のハガキづくり 
子どもサイエンス部会長 荒谷輝正 

8 月 6 日（土）、川崎市高津市民館で、一年草「ケナフ」

の繊維を使って紙を漉き、和紙風の手作りハガキを作る

講座を行いました。 

最初に画像にて、一年草のケナフは畑で毎年栽培する

ことができるので地球に優しい植物であることを解説。

紙の漉き方の手順、ケナフ素材の説明をした後、参加者

にハガキを漉く体験をしてもらいました。ハガキに漉き

込むキャラクターを持参された方も多く見られました。

紙のミクロ構造を観察するため、漉いたハガキを顕微鏡

で覗き、紙繊維が複雑に絡み合っている様子や、繊維の

空間などを学びました。今年も参加者が多く、大変喜ん

で頂きました。     【写真】紙漉きでハガキ作り 

 

 

“自然から学び、生活に活かそう”  
コーディネート 柳川三郎 

 

横浜市青葉区 青葉環境エコ事業 

青葉区クールアース講座  

省エネと八重のかざぐるまづくり 
コーディネート 田口繁雄 

7 月 26 日（火）、横浜市青葉区のたまプラーザ地

域ケアプラザで、お家の省エネと八重の「かざぐるま」

を作る講座を行いました。 

前半に、ストップ地球温暖化のための省エネ講義と

省エネ実験を子どもと保護者が一緒に体験してもらい

ました。後半は、自然の素材を用いて「八重のかざぐ

るま」を作る工作に挑戦しました。ハサミ、定規、目

打ち、ホチキスなどを使って羽の曲げ加工し、ドング

リを使って「かざぐるま」を完成させました。参加し

た子どもたちは授業を楽しんだ後、最後には「電気を

つけっぱなしにしない」など節電に頑張ることを宣言

しました。【写真】講師と一緒に（かざぐるま）作り 

 

 



 

“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。          

 

  
ひらつか環境市民講座 

「君のやさしさが地球を救う」 講演 
代表理事 柳川三郎 

私は、地元市民の環境意識の高揚に資するべく環境市

民講座を 9 月 17・18 日（日）の両日、ひらつか市民

活動センターにて開催しました。講座の内容は６教科、

「平塚海岸の漂着物から学ぼう」、「カップ麺から世界が

見える」、「金目川の野鳥」、「身近な生物多様性」、「電力

小売り自由化時代における家庭用太陽光発電システム

設置の効用と役割」、「君のやさしさが地球を救う」。 

総論として、次世代を輝く未来にするためには、他人

に接する際の心の広さ、やさしさが大切であること、も

う一つは「ストップ地球温暖化」への取り組みが重要で

あり、新たに温暖化防止のキーワードとして設定された

国民運動「クールチョイス」を実践する生き方が必要で

あることを強調しました。 
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時に五感を使って試行錯誤する体験はとても大切なこ

とだと思いました。 

⦿ 環境、今から学んでも遅くない 

自然界には不思議がいっぱい、環境の問題は多様化。

私は他の教室にもご一緒させていただきました。そこに

は私なりの驚きや、環境に対する課題の発見がありまし

た。会員の方々ひとり一人が、地球の環境を少しでも良

くしようと懸命なお姿を拝見し、私もできるところから

取り組んでみようと思いました。足手まどいにならぬよ

う、皆様に教えていただきながらついて行こうと思って

おります。ご指導の程どうぞよろしくお願い致します。 

Welcome 新会員紹介      New face  
 

⦿ 環境活動、私は何点？ 

子どもたちへ環境知識を啓蒙する環境体験教室があち

らこちらで開催されています。私は今年の 4 月、環境学

習リーダー会の「海藻おしばを作ろう」教室に「さざなみ

グループ」から参加して、授業の内容に興味を抱きました。

この時、講師の石井様から会員へのお誘いがありました。

私の環境活動としては身の周りの３R ぐらいです、これら

は、はたして何点ぐらい？ 私は環境についてもっと多く

を知りたいと思い入会しました。 

⦿ ふしぎ？ 体験とても大切 

6 月に参加した「ルーペ式顕微鏡を作って花粉を見てみ

よう」教室では、光の性質とレンズの仕組みを学ぶことか

ら始まり、身近にある素材を用いて顕微鏡づくりに挑戦。

子どもたちも私も試行錯誤しながら完成。覗いてみて、見

えた！見えた！ミクロの世界～花粉が！細胞が！と、子ど

もたちの驚きの声。こうした子どもたちの達成感・満足感

を見た時は、まさに冥利に尽きる思いでした。子どもの 

萩谷美恵子さん 

 

 

●PROFILE 

・現住所：厚木市 

・生年月：昭和 24 年 6 月 

・所属部会：廃棄物部会  

  子どもたちの達成感に感動  

相模原市立弥栄小学校・出前授業 

紙で丈夫な椅子づくり 
子どもサイエンス部会長 荒谷輝正 

相模原市立弥栄小学校では、恒例の夏休み「わくわ

く体験教室」を 7 月 25 日（月）に開講しました。 

当会からは、「リサイクル紙を使って丈夫な椅子を作

ろう」の授業を、材料調達の関係で 6 年生 10 名に限

定して実施しました。生徒たちはリサイクル紙の材料

と木工接着剤などで椅子工作に挑戦し、物づくりの難

しさや楽しさを体験しました。完成させた椅子の強さ 

に驚き、大変喜んで 

くれました。今年も         

              92 歳の古澤講師が 

生徒たちを熱心に指 

導しました。 

【写真右:古澤講師】 

 
 



 

■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 

■Think Eco ひらつか 

 ケナフ紙すきコーナー 
11 月 12 日（土） 10:00～14:30 

横浜ゴム（株） 

平塚製造所 
子どもサイエンス部会 

■かながわ環境教室 
11 月 17 日（木） 

11 月 18 日（金） 

8:45～14:55 

8;45～12:15 
海老名市内小学校 エネルギー部会 

■ケナフで「和紙の年賀はがき」を作

ろう 
11 月 19 日（土） 10:00～12:00 

はまぎんこども 

宇宙科学館 
子どもサイエンス部会 

■食べる植物のことを知ろう 11 月 26 日（土） 10:00～12:00 
はまぎんこども 

宇宙科学館 
自然環境部会 

■環境にやさしい入浴剤を作ろう 12 月 3 日（土） 10:00～12:00 
はまぎんこども 

宇宙科学館 
会員 

■水飲み鳥を作ろう 12 月 10 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 

■子どもサイエンスフェスティバル 12 月 17 日（土） 10:00～15:00 逗子大会 自然環境部会 

■手作り顕微鏡でミクロの世界を 

探訪しよう 

1 月 12 日（木) 

1 月 13 日（金） 

10:45～12:20 

10:45～・13:35～ 

藤沢市立御所見 

小学校 
廃棄物・自然環境部会 

■子どもサイエンスフェスティバル 1 月 14 日（土） 10:00～15:00 相模原大会 子どもサイエンス部会 

■植物のタネの不思議を調べよう 1 月 21 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 

■見えない空気を調べよう 1 月 28 日（土） 10:00～12:00 
はまぎんこども 

宇宙科学館 
会員  

●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９日（水） 

12 月７日（水） 

1 月 11 日（水） 

（勉強会 15:00～）

16:30～17:30 
県民センター 

705 会議室 
桑原 清 

●自然環境部会 

11 月 16 日（水）  

12 月 21 日（水） 

1 月 18 日（水） 

18:20～20:00 
県民センター 

10 階 FS 
吉田和史 

●廃棄物部会 

11 月 16 日（水）  

12 月 21 日（水） 

1 月 18 日（水）  
16:00～17:30 

県民センター 

10 階 FS 
石井 榮 

●子どもサイエンス部会 未定 ― ― 荒谷輝正 

●水環境部会 未定 ― ― 見上 博 

●グリーン部会 未定 ― ― 柳川三郎 

●大気環境部会  
12 月 1～2 日（金） 

12 月 10 日（土） 

夕刻～24 時間 

11:00～16:00 

冬期 NO2測定 

環境科学センター 
猪股満智子 

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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 スマホ・携帯からのご連絡、お問合せはこちらから → 
 

 

 

 

～ 部会活動に参加して 

Club Life を楽しもう ～ 

（開催名称、日時など変更になる場合があります） 



  

事務局だより   桑原 清  
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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。私共と

一緒に活動していただける方を募集しております。

当会の活動内容や入会の申し込みは、当会ホーム

ページをご覧ください。  副代表理事 田口繁雄 

 

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 

●今年も 8 月は、夏休みの子どもたちのための教室

が数多く開催されました。その成果を掲載するため、

通常 8ページの紙面を、この秋号会報は 10ページで

編集しています。 

●子どもたちは、夏休みの解放感と好奇心を満喫し

ようと体験教室やイベントなどへの参加を楽しみま

した。子どもたちにとって、才能開花のチャンスで

もあります。当会では、こうした子どもたちのチャ

ンスに対応するべく、ただ遊び楽しむだけの講座で

はなく環境学習の理念と使命感をもって夏休みを企

画展開しました。講師陣は、授業の内容に知力と工

夫を凝らして教室やイベント開催に取り組みまし

た。多くの子どもたちは工作や実験などの体験を通

して好奇心に達成感が得られたことと確信していま

す。夏休みの授業に講師として活躍された方々、お

疲れ様でした。       編集担当 小林信雄 

会
員
募
集 

 

 

 

 

「生物指標」とは、昆虫や植物などの存在やその動

きから、それ以外のこと（環境の変化など）の目安に

しようというものです。 

動植物の動きの変化から、農作業を始める目安にし

たり、四季の変化を知ることになります。すでに「生

物指標」は、たくさん知られており、指標生物が環境

条件を受けて敏感に反応し、様々な状況を見せるので、

その様子を観察することで、そこから環境の変化を推

察することができます。しかし、欠点も指摘されてお

り、その内容は異常事態により、結果にばらつきがあ

ることや要因の特定が難しいこともあります。 

自然環境部会では、身近な自然観察を行ううえで、

学術的な利用だけでなく、動植物の変化が何かの指標

になるという「生物指標」の考え方を楽しんでいただ

きたいと考えています。 

たとえば桜は、冬になる前に葉を落とし休眠に入り

ますが、台風などで早い時期に葉を落としてしまうこ

とがあります。秋の暖かい日を、冬が明けたと勘違い

して花を咲かせてしまうのです。季節外れに花見を楽

しむことができるということです。通常とは違う「生

物指標」ということができるのではないでしょうか。 

 

「生物指標」を身近な観察に 
 

■ 理事会の開催予定 

・11 月 10 日（木）14 時～17 時 30 分 

「かながわ県民センター」709 会議室 

・12 月８日（木）9 時 30 分～12 時 30 分 

  県・環境科学センター 会議室 

・1 月 5 日（木）14 時～17 時 30 分 

「かながわ県民センター」709 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 8 日（木）13:30～15:30 

・会場：県・環境科学センター  会議室 

・講師：国立研究開発法人 国立環境研究所 江守正多氏 

・演題：「地球温暖化の現状と将来を考える」 

自然環境部会 吉岡嗣二郎 
 

http://npo-k-leader.net/

