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特定非営利活動法人

子どもたちと地球の未来のために
アース・エコ会員の皆様と、日頃からアース・エコの活

アース・エコ事務局 発行

昨日は春の嵐が吹き荒れました。平成 24 年度が始

動にご理解、ご支援をいただいている会員外の皆様に

まり、メルマガも 3 年目に入りました。今年度も皆様にア

アース・エコの活動をお知らせするため、月 2 回、メール

ース・エコの活動をタイムリーにお伝えするように努力し

マガジンをお届けしています。

ますので、皆様からのご意見をお待ちしています。

平成 23 年度活動報告
平成23年度アース・エコの活動実績を報告します。

地域環境学習

中央区および茅ヶ崎市の公共施設 4 会場(-1)で 7 日

(括弧内は平成22年実績との比較です。)
神奈川県新エネ・省エネ学校派遣事業

横浜市緑区、神奈川区、相模原市

横浜市、厚

(-3)、環境学習を実施しました。対象者(小学生とその保

木市、小田原市、横須賀市の小学校5校(+3)で9日(+5)、

護者)は約 240 名(-50)、実施者は延べ 50 名でした。

延べ18回(+10)、4～6年生延べ552人(+276)を対象に

普及啓発

「かながわアジェンダの日 2011」、「さが

出前授業を実施しました。前年度比2倍の実績です。実

みはら環境まつり」、「エコプロダクツ 2010」など 5 イベン

施参加したアース・エコ会員(実施者)は延べ60人でした。

トに、延べ 8 日参

横浜市環境境域出前講座

横浜市内の小学校 6 校

加しました。この

(+1)で 12 日(+2)

うち子どもを対象

延べ 24 回(+2)、

としたイベントに

4、 5 年生延べ

は子ども約 400

922 人(+38 人)を 人とその保護者

学校出前授業

対象に出前授業

が来場しました。

を実施しました。

実施者は延べ

前年度より若干

34 名でした。

の増加です。実

その他の活動

施者は延べ 83

かながわアジェンダの日 2011
小田原市内の小学校の PTA からの

依頼で PTA 主催行事の実施に協力し、小学生 176 人を

人でした。

対象に、省エネ実験、新エネ・自然エネ実験、エコかる

横浜市出前講座フォローアップ

横浜市緑区内の

た取りなどを行いました。

小学校の環境委員会に毎月 1 日参加し、活動を支援し

◇ ◆ ◇

ました。これに関連して同校の「すぎの子まつり」に参加

平成 24 年度も同様の活動を予定していますので、引き

して親子工作教室を開催するなど、実施に協力しました。

続き、皆様のご支援、ご協力をお願いします。

東京ガス環境おうえん基金助成金で 5 教室を開催
昨年度初めて東京ガス環境おうえん基金の助成金を

ーをテーマとした

得て、「親子工作教室」を開催しました。開催したのは、

「おひさまランタ

神奈川地区センター、横浜市緑区内の小学校(すぎの

ン」、または「ソー

子まつり)、茅ヶ崎市青少年会館、長津田地区センター、

ラーオルゴール」

上溝公民館の 5 会場で、合計で小学生約 90 名と保護

の工作に親子で

者約 50 名が参加しました。

取り組みました。

教室では、①ビデオ映像などで地球温暖化について

授業の最後に、

学び、②省エネ実験などを体験した後、③省エネ・節電

神奈川地区センター(8 月 1 日)

の行動目標を立ててもらいました。そして、④エネルギ
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参加者に書いて
もらった感想文を
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見ると、小学生

長津田地区センター(2 月 18 日)
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5 教室とも公

は、地球温暖化

共施設などの協

がこのまま進む

力を得ての共同

と危険な状態に

実施でした。助

なることを感じ、

成金による事業

対策としての省

実施は初めての

エネの重要性を

経験でしたが、

理解したようでし

参加者にも共同

た。

実施者にも大変

保護者は、特に待機電力や LED ランプなど、節電に

事前に工作材料を準備する会員

喜んでいただき、成果を上げることができました。

つながる事柄に関心を寄せていました。

一方、大震災の影響などで施設の年間計画が決まら

この教室が、

ず、打合せが遅れたため、当初 9～10 月に予定してい

家庭での省エネ・

た教室の開催が 2～3 月に遅れました。

節電の実践に取

また実施にあたって、インターンシップ学生などの参

り組むきっかけに

加を期待しましたが、大学の都合によりインターンシップ

なり、少しでも家

の実施がなくなり、一般学生の参加もなかったため、学

庭からの二酸化

生と一緒の活動を創出することができませんでした。

炭素排出量の削
減につながること
を期待します。

参加者の募集は共同実施者にお願いしましたが、定
員に達しない会場もありました。反省としては、全体的

茅ヶ崎市青少年会館(1 月 28 日)

に事前の検討、準備が不足していたように思います。

エコポイント寄附金による活動
平成 22 年から 23 年 4 月までの間にグリーン家電お

今年度も昨年

よび住宅エコポイントでご寄附いただいた寄附金は、港

度同様の教室の

北エコアクションでの「親子工作教室」の開催に活用し

開催を予定して

たほか、横浜市緑区、相模原市で開催した 2 回の教室

おり、ご寄附いた

にも費用の一部として使わせていただきました。

だいた資金を有

3 回の教室には、小学生を中心とする子どもとその保

効に活用させて

護者、合わせて約 100 名が参加し、工作を体験するとと

いただきます。

もに、地球温暖化問題を学び、省エネ・節電への取り組
みに関心を寄せていただきました。

港北エコアクション(11 月 5 日)

これからの活動予定
◇ 4 月 15 日(日)、16 日(月)、会員対象の 1 泊研修旅

4 月の例会・勉強会 4 月 11 日(水) 13:30-16:30

か

行 厚木市内にある県立自然環境保全センター見学、

ながわ県民センター710 会議室で開催します。会員の

県立七沢自然公園散策など。

皆さんのご参加をお待ちしています。

◇ 5 月 23 日(水) 14:00-16:00 平成 24 年度通常総会

会員外の皆さんの見学も歓迎します。見学希望の方

かながわ県民センター710 会議室

は事前にメールで事務局までお問い合わせください。

アース・エコでは環境教育にボランティアとして参加いただける会員を募集中です。
お問い合わせ、メルマガ配信希望・配信中止のご連絡はこちらまで npo_earth_eco@yahoogroups.jp
メルマガのバックナンバーはこちらから http://eartheco.web.infoseek.co.jp/mail_magazine.html
ホームページ http://eartheco.web.infoseek.co.jp/
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