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NPO 法人 神奈川県環境学習リーダー会 総会報告
事務局

平成 20 年度総会は、平成 20 年 5 月 17 日（土）
13 時から神奈川県環境科学センターで開催され
た。当日は、会員 23 名の出席および神奈川県環
境科学センターの飯田所長に来賓として出席いた
だいた。
吉田代表による代表挨拶、飯田所長による来賓
挨拶、柳川議長のもと資格確認が行われ、出席者
23 名および委任状 71 名の計 94 名と、正会員数
124 名の過半数に達したため，議題に移った。
第１号議案 平成 19 年度事業報告
吉田代表理事より配布資料に基づき説明がな
された。新しい受託事業である「かながわコミュ
ニティカレッジ」が実施された。月例の運営委員
会後の情報交換会への出席者が少ないことへの意
見が寄せられた。
第２号議案 平成 19 年度決算報告
会計担当の山本理事より説明、児玉監事より会
計監査の報告がなされた。配布資料の合計金額が
合わないという指摘があり、山本理事が説明を行
った。
第 1 号議案と第 2 号議案（口頭で修正）を採決
し、両方の議案とも承認された。
第３号議案 平成 20 年度事業計画
吉田代表理事より説明がなされた。新たに「夏
休み子ども環境体験教室」を県より受託した。
第４号議案 平成 20 年度予算
山本理事より説明がなされた。
第 3 号議案と第 4 号議案は両議案とも承認された。

土屋

俊幸

第５号議案 平成 20 年度役員候補
吉田代表理事より説明がなされた。原案通り承
認された。
その後、議案とは別に吉田代表理事より新役員
（理事）の担当役割および課題検討の報告（①会
員の情報・親睦、②各部会の発展、③新規事業、
協働事業、委託事業の推進、④独自事業の推進に
ついて）の説明がなされた。
議長解任、平成 19 年度退任役員挨拶、平成 20
年度役員挨拶ののち、閉会となった。
本年度は、総会後に神奈川県環境科学センター
の方にセンター内の案内を実施していただいた。
なお、本年度の役員の役職及び担当は以下の通
りである。
理事（代表理事）
：吉田 榮一
理事（副代表理事、市民環境活動報告会などの既
存事業、広報事業担当、大気環境部会長）：猪
股 満智子
理事（副代表理事、新規事業主担当、廃棄物 GO3
部会長）
：内藤 克利
理事（副代表理事、渉外主担当、水環境部会長）
：
齋藤 昭一
理事（事務局担当、自然環境部会長）
：土屋 俊幸
理事（事務局担当）
：桑原 清
理事（会計・経理主担当）
：山本 和代
理事（会計・経理担当、広報部長）
：岩下 次郎
理事（事務局担当、ケナフ部会長）
：荒谷 輝正
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理事（こども環境体験学習事業主担当、エネルギ
ー部会長）
：安藤 紘史
理事（グリーン部会長）
：杉山 陽絵
監 事：児玉 勇
監 事：井上 勝義
運営委員（地域活動サポート部担当）
：熱海 宗信
運営委員（事務局担当）
：内田 重美
運営委員（グリーン部会長代行）
：齋藤 美代子

総会審議風景

来賓挨拶 飯田和義 神奈川県環境科学センター所長

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

・会報刷新について（量が多すぎる、外部向けと会
員向けにわけるべき、広報部への負担軽減など）
・「こども環境体験学習推進事業」「親子で楽しむ
環境展」について

運営委員会報告
事務局 土屋 俊幸
会員数（５月 30 日現在）
正会員 127 名、賛助会員 25 名、特別会員 5 名。
計 157 名。

● ６月運営委員会（６月５日）
審議項目
・会報刷新について
・会報 62 号について（少しずつ変えていく）
・「こども環境体験学習推進事業」「親子で楽しむ
環境展」について

● ４月理事会（４月 10 日）
審議項目
・細則「個人情報保護方針」について
・総会資料（事業報告、事業案、役員、決算、予算）
について
・会報について
発行方法（紙媒体である必要性について）・発
行間隔など
・総会の次第、役割について
● ５月運営委員会（５月 22 日）
審議項目
・新役員の役割分担について
・総会の総括
・情報交換会・懇談会の開催について

❖ すてきなイラストは小田原の米山有美さん
と、平塚の齋藤美代子さんにお願いしました。
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

地球の生きものの未来のために、環境学習・保全活動をさらに進めよう
代表理事
平成 20 年 5 月 29 日の総会において選出された役
員は 1 ページに記載の通りです。会員の皆様のご支
援を得て、活動してまいりますので宜しくお願い申
し上げます。
昨年度の総会でのご承認に従って手続きをして、
公式には 9 月 5 日に神奈川県環境学習リーダー会か
ら特定非営利活動法人 神奈川県環境学習リーダー
会として再出発しました。特定非営利活動法人格取
得に関して会員の皆様からいろいろとご意見・ご指
摘を頂き、またその後に設置した「課題検討委員会」
でご検討下さいました事項を一つ一つ解決するため
に努力してまいりました。その結果、12 の細則の決
定、新規事業の提案、体制の見直しなどを進めてき
ました。まだまだ十分な状況ではありませんが今後
とも当会としての環境学習・環境保全活動の実践と
会員相互の親睦・情報交換・研鑽の 2 本柱で運営を
進めてまいります。
今年は 1997 年（平成 9 年）の気候変動枠組み条
約第 3 回締約国会議で採択された二酸化炭素などの
温室効果ガス排出量の削減計画、すなわち京都議定
書の第一約束期間（2008 年から 2012 年の 5 年間）
がスタートしました。そのためか、地球環境問題が
テレビや新聞などで連日多くの番組・記事が報道さ
れております。昨年の G８ハイリゲンダムサミット
に続いて、本年度の洞爺湖サミットでも地球温暖化
防止対策が主要なテーマとして取り上げられ、神奈
川県でも本年 1 月 7 日には
「クールネッサンス宣言」

吉田

榮一

を発表しております。京都議定書では先進国で 1990
年基準の平均 5.2％の温室効果ガスの削減目標を 11
年～15 年後に達成することが提案されたのですが、
現在の議論では地球規模で 40 年程度のスパンでは
ありますが、温室効果ガスの 50％～80％の削減が議
論されています。このような大きな削減計画が議論
されていることは気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）の第 4 次報告書に記載されているように
それだけ地球規模の危機に直面しているという認識
に基づいているものですし、これらに関連してさら
に鉱物・水産資源・食糧・水の問題もでてきていま
す。ただ、このような状況ではありますが、一般の
方々の認識は必ずしもそれほど高いとはいえないよ
うに思います。
このような情勢を踏まえて低炭素社会・自然共生
社会づくりに向けて我が K・リーダー会は何に重点
を置いて活動すべきなのでしょうか？ この具体的
な答は皆様と共に議論して方向付けし、次々と実践
することだと思います。ただ、まずは各自が徹底的
に実践しているエコライフを身近な地域の方々に広
めることと、K・リーダー会が議論して進めること
を決めたプロジェクトに積極的に参画し、より大き
な力となるように行動すること、さらに根本的な解
決には革新的技術の進歩が重要ですから、このため
の K・リーダー会としての役割も視野に入れて実践
することだと思います。皆様の叡智と行動力に期待
しております。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第７回 親子で楽しむ環境展
実行委員長 吉田 榮一
第 7 回親子で楽しむ環境展を、
去る 6 月 14 日
（土）
に横浜新都市プラザ（横浜そごう時計台前）で開催
しました。神奈川県環境計画課、当会各部会をはじ
めフェリス女学院大学国際交流学部、首都大学東京
大学院地理環境科学専攻、多くの NPO 法人などの
団体・企業が参画して下さり、さらに K・リーダー
会会員各位のご協力により、成功裏に実施すること
ができました。誠にありがとうございました。
当初の環境展の目的は会員が日頃の活動を県民の
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方々にお知らせし、環境問題の大切さを訴えるもの
でした。それがここ何回かは「かながわアジェンダ
推進センター」事業として、温暖化防止の推進に力
を注いできました。また、昨年からはより多くの県
民の方に展示内容を体験し・見ていただくように、
開催会場を変え、さらに体験型展示物を多くするな
ど親子がさらに楽しめるように企画の改変も行なっ
ております。特に今年は京都議定書の第一約束期間
がスタートし、洞爺湖サミットの開催を間近にひか
え、神奈川県のクールネッサンス宣言など内外の環
境に対する関心の高まりの中での開催となり、運営
委員の皆さまも非常に力が入っていました。
その結果、本年度は 3,000 名を超える親子を中心
とした来場客を迎え、マイアジェンダ登録者も 998

名になる盛況ぶりでした。古紙を使った紙管による
筆立て作り、ケナフ繊維の紙すきで作るハガキは用
意した材料がなくなってしまい、太陽光発電と手回
し発電のミニ電車走行ゲーム、風呂敷の包み方とそ
の効用、ゴミの分別クイズも多くの方の関心を引き
ました。パネル展示には体験型よりは立ち寄られる
方が少なかったのですが、それでもフェリス女学院
大学のキリバス共和国での活動の説明に聞き入る方
が多かったように思います。
今回の環境展で特筆すべきことは松沢知事のご視
察・ご訪問です。白熱球から蛍光球へのコーナーに
始まり、すべての展示物の場所に来られて、実際に
エコライフを体験され、熱心にパネルの説明をお聞
きになり、またご自分の意見・感想を仰いました。
最後にクールネッサンス・白熱球から蛍光球への演
説をされ、その間約 45 分で汗びっしょりの知事も
非常に満足されたように思いました。
この環境展の開催後すぐに実施した反省会ではレ
イアウト、展示パネルの内容、参加団体などについ
ていくつもの意見が述べられ、改善すべき点もあり
ました。
そして、
来年の開催に向けて今から検討し、
さらに効果的な親子で楽しむ環境展にしていくこと
を確認しました。
最後になりましたが、企画・運営にかかわってく
ださいました皆様に重ねて厚くお礼申し上げます。

キリバス共和国国旗

エコライフチェックを行う松沢知事

松沢知事 蛍光灯型電球について演説中

にぎわう親子で楽しむ環境展
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

子ども環境体験教室開催
本事業担当理事 安藤 紘史
６月初めのメールで報告の通り、県環境科学セン
ターより、提案型協働事業「子ども環境体験学習推
進事業」の委託先として我がリーダー会が選定され
ました。
（これは先般実施した、コミュニティカレッ
ジの環境ボランティア養成講座に続く大口案件にな
ります。
）
この事業は、県と協働で（今年度は）県内３地区

６箇所で夏休み中に「子ども環境体験教室」を開催
し、地域での啓発事業を進めると共に、今後の継続
開催へ向けての体制作りをも目指すものであります。
次の概要に示された内容で実施すべく、地区責任
者の方々を中心に、準備に当たっています。
今回の事業は、従来多かった講師派遣型ではなく、
主催者として、企画、折衝、募集、
・・開催に向けて
4
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多大な労力と地域力を要するものであります。更に、
本事業の趣旨や来年度に予定されている他地区への
展開を考える時、何としても成功させなければなり
ません。特に開催地区でのネットワークと行動力が
重要となっております。
もし、地区責任者から準備や募集等の協力依頼が
ありました場合には絶大なご支援をお願いいたしま
す。取り急ぎ、報告方々お願い申し上げます。

平成 20 年度 子ども環境体験教室概要
地区（責任者）

会場・住所

開催日時

「温暖化」って何だろう・・
横浜・川崎地区－１
ソーラーオルゴールを作って考
（児玉勇）
えよう

エコライフかながわ
横浜市神奈川区平川町 3-6

7 月 22 日（火）
13 時 15 分～16 時

「温暖化」って何だろう・・
横浜・川崎地区－２
ソーラーオルゴールを作って考
（吉田榮一）
えよう

野庭地区センター中会議室
横浜市港南区野庭 612

8 月 7 日（木）
9 時 30 分～12 時

古紙紙管を利用して写真立てを
作ろう

相模原市環境情報センター
相模原市富士見 1-3-41

7 月 27 日（日）
10 時～15 時

ケナフ（草の名前）を使って自分
だけのハガキを作ろう

青少年学習センター
相模原市矢部新町 3-15

8 月 28 日（木）
10 時～15 時

ソーラーオルゴールを作ろう

西湘地域県政総合センター
小田原市荻窪 350-１

8 月 5 日（火）
9 時～12 時

セミのぬけがらを調べよう

郷土文化館会議室
小田原市城内 7-8

8 月 23 日（土）
9 時～14 時 30 分

県北地区
（荒谷輝正）

西湘地区
（香川興勝）

教室名

（定員はいずれも 30 名）

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

部会活動
ケナフ部会
ケナフ部会長 荒谷 輝正
ケナフ部会員が携さわった 2008 年 5～7 月までの
活動及び 8～9 月迄予定について報告します。
１．ケナフ部会定例会
・4 月 20 日 ケナフ種蒔き及び「親子で楽しむ環境
展」について打合せ
・5 月 18 日 ケナフ圃場の整理ケナフの種蒔き(ハ
ナオクラ、タイ産ケナフ)、6 月 14 日開催の「親
子で楽しむ環境展」担当等を決める
・6 月 22 日 ケナフ圃場の整理、芽が出ていないと
ころの補植。平成 20 年度から環境科学センター
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から NPO に発注予定の「子ども環境体験教室」
についての概要及び取り組みについて。相模原で
開催することについて受注するために協力するこ
とを確認
２．対外活動
・5 月 19 日 相模原市中央小学校 3 年 88 名にケナ
フの種蒔き指導。植物が芽を出す条件、植物の生
長に必要な肥料とは。畑での耕作実演
・6 月 14 日 『親子で楽しむ環境展』横浜そごうデ
パート前。ケナフでの紙すき体験者 70 名、途中
で用意した材料が無くなるほどの盛況であった。
松沢神奈川県知事も紙すき体験をされた。
この環境展で古紙紙管を利用した「ペン立て作り」
も同時開催し 70 名の方が体験された。

化、３Ｒについての出前講座を実施。実習につい
て大変興味をもってもらい喜んでもらった。この
小学校は旧城山町にある 6 年生 7 名の小規模学校
であり、私達としても新相模原での初めての経験
で大変有益であった。
３．今後の予定
7 月 20 日 ケナフ部会例会。子ども環境体験教室
の打合せ
7 月 27 日 「子ども環境体験教室」相模原市立環
境情報センター
「古紙紙管を利用して写真立てを作ろう」
7 月 28 日 「横浜丸山台小学校」での工作教室
「古紙紙管を利用してペン立てを作ろう」
8 月 18～19 日、28 日 横浜京急百貨店（上大岡）
夏休みエコパーク ～木と紙に触れ合う 2 日間～
「ケナフを使って自分だけのハガキを作ろう」

松沢神奈川県知事も紙すき体験

４．その他
多くの開催依頼がありますが、残念ながら人員
不足、開催希望場所付近に会員がいないこと等で
お断りしています。

子どもにペン立て指導をする古澤さん

・6 月 23 日 相模原市湘南小学校 6 年生 7 名で牛
乳パックを利用した「紙すき体験」及び地球温暖
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
・冷蔵庫の消費電力実測結果報告
冷蔵庫の買い替えにより大幅な電力量削減に繋が
った測定例の紹介（児玉）
逆に、20 年前の冷蔵庫と 8 年前の冷蔵庫の消費電
力が予想ほどの差がない実測値報告（安藤）
６月度定例部会：
6 月 11 日（水）16：00～18：00
場所：県民サポートセンター 601 号室
参加者：７名
①入部会員 四井さん紹介
②親子で楽しむ環境展の出展内容打ち合わせ
③情報交換
・日本のエネルギー消費諸データー紹介（桑原）
・日本の発電における石炭消費の急増状況（安藤）
親子で楽しむ環境展参加（6 月 14 日）
待機電力測定と、大人用、子ども用「あなたの省
エネチェック」のパネル展示。
併せて、子ども向けに「シールを貼るチェックシ
ート」作成。ある程度の参加者と好反応を得る。

エネルギー部会
部会長 安藤 紘史

活動予定（
‘08 年 7 月～9 月）
定例部会（於：県民サポートセンター）
７月 ９日（水） 16：00～18：00 601 号室
８月１３日（水） 16：00～18：00 701 号室
９月１０日（水） 16：00～18：00 701 号室
活動報告（
‘08 年 5 月～6 月）
５月度定例部会：
5 月 14 日（水）16：00～18：00
場所：県民サポートセンター 601 号室
参加者：７名
①親子で楽しむ環境展の出展内容打ち合わせ
②情報交換
・アースポリシー研究所の発表から（岩澤）
世界のCO2の排出量増加率は年 3.1%でIPCC予測
の最悪値よりはるかに高い値で推移。
世界のCO2の排出量は、その上位５ヵ国（米、中
国、露、印、日本）で１/２を占める。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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業打ち合わせ
7 月 5 日（土）13～16 時 はまぎんこども宇宙科学
館事業 洋光台サイエンスクラブ“環境自然教室”
講師派遣；安藤紘史、猪股満智子、伊藤富男、森
脇清、吉田榮一

大気環境部会
部会長 猪股 満智子
活動予定 （’08 年 7 月～9 月）
7 月 20 日（日）9：30～12 の MANDARA 講習を会
報発行作業と重なり延期。8，9 月中実施に向け再
調整。
9 月 27 日（土）13：30～16：00 NPO センター大
船
定例部会（６月度NO2測定評価、国立環境研シンポ
等情報交換・連絡事項等）

参加ご協力お願いします！
気候変動を見守ろう
身近な生き物を指標に初確認日をご報告下さい。
キーワードは｢いつ、どこで、初見、初聞き｣
対象例：カントウタンポポ、ツバメ等鳥類、セミ
チョウ類（特に南方系）
、トンボ
遠出をする必要はありません。自宅周辺、外出
の際などに、ほんのちょっと注意をはらうと、
毎年の様子、季節変化が手に取るよう。マップ
データ化します。
送り先 tel&fax 0467-32-6858 猪股 滿智子
E メール km_inmt＠ybb.ne.jp

活動報告（’08 年 5 月～6 月）
5 月 24 日（土）13：30～16：30 NPO センター大
船
出席；安藤、伊藤、井上、長村、鎌田、草野、立
石、村上、森脇、安丸、猪股
・新年度活動方針確認
・６月度NO2測定用ろ紙充填
6 月 5 日（木）夕～6 日（金）夕の 24 時間測定実施
測定協力会員の方々、ありがとうございました。
6 月 14 日（土）９～17 時 横浜駅新都市プラザ
「親子で楽しむ環境展」に出展
6 月 15 日（日）13：３0～16：15 KERC 実習室
・６月度NO2測定分析
・はまぎんこども宇宙科学館「環境自然教室」事

夏はセミ。鳴き声で種類がわかりますね。８月末、
KERC 事業「子ども環境体験教室」では、小田原城
址公園を会場に、セミの抜けがらによる同定が行わ
れます。子どもに負けぬよう私たちもしっかり聞き
分けができますよう。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ついて河口より約 1500m を目安にして途切れるこ
とがほぼ判明した。後半はそれの明快な証明のため
の調査を始めたい。9 月から予定していた相模川の
調査が延期になったので、この体制のまま続けて酒
匂川の調査を行います。集合場所は JR 松田駅（山
側）9 時集合です。部会活動の出欠について「いつ
も連絡をする人」いつも無断欠席の人、ご一考あれ
ば幸いと思います。

水環境部会
部会長 齋藤 昭一
7 月 27 日（日）JR 松田駅（山側）９時集合
9 月 14 日（日）JR 松田駅（山側）９時集合
8 月は個人活動の月です。部会はお休みします。
4 月 20 日、5 月 18 日、6 月 22 日、3 回の調査が終
了した。エビ、カニを中心とした「川の連続性」に

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
未定）

自然環境部会
部会長 土屋 俊幸

４～６月活動報告
５月 23 日に部会合を行い、今年度の活動につい
て、
環境展の展示についての話し合いを行いました。
６月 14 日の親子で楽しむ環境展で、海岸侵食に
ついてのパネル展示を行いました。

７～９月活動予定
会報発行時には終了していますが、自然観察会を
７月６日に実施する予定です。場所は横浜市青葉区
「寺家ふるさと村」です。里山の観察になります。
また、本年度テーマにしている海岸侵食について
の現地観察会も実施したいと考えています。（時期

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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討項目です。
人手不足で収集に手間取っていますが、7 月中に
は収集完了としたいところです。
尚、過去９年分の市町村別分別カレンダーのファ
イルが環境科学センターに保管されております。貸
し出しはしておりませんが、センターに行けば見る
ことができます。

廃棄物ＧＯ３部会
部会長 内藤 克利
今年も各市町村のごみ分別カレンダーを収集しま
す。集まってから内容を解析し、不明点があれば該
当市町村に確認するなど地味な活動です。可燃ごみ
の減量による焼却炉の性能維持に寄与すると共に、
可燃ごみの資源化も検討したい所です。
生ゴミ、天ぷら廃油、庭の剪定枝などが今回の検

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
参加者：上田、下条、柳川、齋藤
議題 1. 今年度の予定と担当を決める
2. 7 月 27 日（日）平塚環境フェアーにつ
いて
出展内容は米山さん作成：新作紙芝居
「宇宙人ミノリン」初上演
②打ち合わせ会と紙芝居練習会
7 月 5 日（土）14：00～16：30
場所：ひらつか市民活動センター、研修室
参加者：柳川、米山、齋藤
議題 1. 平塚環境フェアーについて
紙芝居内容確認と上演練習、
紙芝居サイ
ズ変更について
2. 環境学習指導コース（10 月 4 日）につ
いて
昨年の内容ふりかえりと、今回の検討、
ワークショップ取り入れる
次回の打ち合わせ会に各自のプログラ
ム案を、勘案した内容とする
3. コミュニティーカレッジ（11 月 15 日）
について
今年度の内容について

グリーン部会
部会員 齋藤 美代子
＜今後の活動予定＞
①平塚環境フェアー
日時：7 月 27 日（日）10：00～16：00
場所：平塚市総合体育館（総合公園内）
新作
「宇宙人ミノリン」
紙芝居公演 午前 1 回、
午後 1 回
②８月予定、打ち合わせ会（内容検討と役割につい
て）
・環境学習指導コース（10 月）について
・コミュニティーカレッジ（11 月）について
③9 月予定、打ち合わせ会（10 月、11 月講座、当日
までの準備と確認について）
■7 月 27 日開催 “ひらつか環境フェアー” お近
くの皆様の参加待っています。また、私たちと一
緒にグリーン部会で活動をされる方お待ちしてい
ます。
＜活動報告＞
①打ち合わせ会
６月１日（日）10：00～12：00
場所：ひらつか市民活動センター

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会員の広場

をしていただいた。実演のコーナーでは興味深く、
特にケナフのコーナーでは自ら「紙の漉き取り」に
小川氏の説明を聞きながら挑戦された。
特別出演でフェリス女子大の「キリバス共和国」
についてのレポートの発表、若さを超えた迫力があ
った。人口 92000 人の国、海抜 3ｍ、温暖化が進む
と海の中に没してしまう。知事も熱心に耳を傾けて
おられたのが印象的であった。
各コーナーの案内をしたのが吉田栄一代表である。
その光景を追いながら、代表の後姿に頼もしさを見
た。1993 年に発足して 17 年余り、昨年 NPO 法人

NPO 法人化１年、さらなる飛躍を
渉外担当理事 齋藤 昭一
6 月 14 日横浜駅東口、そごう前の広場で「親子で
親しむ環境展」が開かれた。神奈川県でも「クール
ネサッンス展」と銘打ち、松沢現知事までが出席さ
れた。しかもマイクを持って「蛍光電球」の素晴ら
しさをアピールされていた。さらにはそれぞれの展
示物をしっかりと観察して下さり、その全てに質問
8
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として新たなる出発をして１年がすぎた。多様化し
てきたＫ・リーダー会の舵取りをしっかりと力強く
辛抱強く、推進してきた代表である。今後のＫ・リ
ーダー会のさらなる発展のために頑張っていただか
なければならない大事な人である。そのためにも
Ｋ・リーダー会は全員一致団結協力して更なる努力
をしていくべきであると思った。
NPO 法人化ということは私達が一人前になった
という証でもあるのである。今後は行政からだけで
はなく企業からの仕事の、またそれに連なる部分の
作業依頼もあるであろうと想定される。私達はそれ
を受けることがあれば全員の力を結集して対処して
行きたいものである。
現在良いお話が種々寄せられるようになった。そ
の１つに「○○遊水地公園事業計画」というような
ものがある。これは１つに「地域防災機能の充実」
、

神奈川県環境学習リーダー会
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２つに「自然とのふれあい創出」、３つに「コミュニ
ティーの醸成」の目的を持ったものである。私達に
２番目の項目について協同していただけないかとの
お話である。先日その企業の本社まで行き、関係者
の方々と種々お話ししてきた。これから入札、
落札、
発注、契約等々いろいろな作業が続くが、
「決定」と
いう発表までにはかなりの紆余屈折があるであろう。
決まった時には皆様方の絶大なる協力をお願いいた
したい。
皆様が活躍する場のテーマとして、次の項目が示
されている。
①「川の生き物調査」②「地層観察」③「植物観察」
④「ビオトープとは」⑤「バードウオッチング」⑥
「今、地球環境は・・・」⑦「自然環境再生」⑧「ゴ
ミ減量社会にむけて」、等々あり、是非挑戦したいも
のである。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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キャンドルナイトの日
齋藤 美代子（平塚市）
2002 年に始まった“キャンドルナイト”が今年
で 6 年目を迎えました。
「夏至と冬至の日の夜 8 時から 10 時までの 2 時
間、電気を消して、ろうそくの灯りでおしゃべりを
したり、絵本を読んだりして過ごしましょう！」と
いう呼びかけで始まり、参加者の輪が年々広がって
います。
この、
「100 万人のキャンドルナイト」が始まるヒ
ントは、カナダで原子力発電に反対する人たちの自
主停電の意思表示でした。
これを元に、日本でも地球温暖化の原因となる二
酸化炭素の削減をみんなで考えようと言う目的で始
まりました。
家族でのキャンドルナイトまた、イベントでのキ
ャンドルナイトの取り組みは、場所は違いますが、
子供から大人まで、地球温暖化防止への関心を広げ
ていく一つのきっかけとなります。
私たちも以前、保育園の子供たちと一緒に、給食
に使ったてんぷら油の廃油でろうそくを作りました。
赤、青、オレンジの色を付けたろうそくを、子供が
大事に家に持ち帰りました。そこに「ろうそくを囲
んで、素敵な家族の時間を過ごしてください」とメ
ッセージをつけました。
かつての日本では、「灯りは、ろうそくや行灯だ

けが、暗闇を照らす手段だった」と言っていた我が
家のおじいちゃん。昼間は田畑で働き、暗くなる頃
みんなそれぞれの家路につきます。そして、家族が
灯りの周りに集まりました。灯りが家族をつないで
いました。おじいちゃんは「子供の頃のある日、家
に電気が来た。その時の明るさの驚きは今でもはっ
きりと憶えているよ！」と言っていました。夜は、
かつてずーっと暗闇だった日本も時代と共に、いつ
の間にか国内の何処に行っても電気の明かりがつく
様になりました。現在は皆さんご存知の「夜の地球」
の写真に見る様に日本列島の夜は電気の明かりでひ
かり輝いています。
毎夜、ひかり輝いている国に住む私たち“キャン
ドルナイト”で少しの暗闇を取り戻し、地球環境に
ついて、考え、また家族が向き合う時間にすると良
いでしょう。
灯りで家族がつながっていた頃のように、私たち
のこれからは、公平な灯り（エネルギー）で地球の
みんながつながる事を願っています。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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ホタル飛翔と発生地保全のお話
内藤克利（座間市）
ゲンジホタルの明かりで心がなごみ、且つ読書も
していたとの昔話を知っていても、ホタルを見たこ
ともなく、自然に対する興味を持ったことからのお
話です。ホタルに興味を持ったのは座間のホタルを
守る会の会員と付き合い始めてからです。この会は
平成１５年に発足し、現在会長として 3 年経過しま
した。
湧水の流れる場所にわさび田があり、わさびは流
水の中で育っています。その流水のなかにはカワニ
ナが育っています。ホタル幼虫の成長に合わせた大
きさのカワニナが成長して餌となります。６月には
ホタルの光が見えることになります。
座間は地下水が豊富で各地の斜面緑地で湧水が
見られますが、多くのマンション群が川沿い等に林
立し地下水の流れも変わっています。場所によって
は全くなくなる場合もあります。ホタル発生が最も
多い「いっぺい窪」は幸いに今年も多く飛翔しまし
たが、その他の地区は殆ど見られなくなりました。
そのためホタルの復活作戦を３年計画で進行中です。
いっぺい窪のホタル幼虫を３箇所に配給し、次年度
の飛翔を期待し、その状況により、再度補充したり
して次年度の飛翔を待つ年単位での作業です。
その間、エサの確保、水質維持、土壌の様子など
確認して行きます。

いっぺい窪はこの３点の項目を維持出来ており
ますが、目久尻川沿いの緑地であり不動産屋に目を
付けられてからその保全活動に努力せざるを得ない
ことになりました。先のリレー記事で紹介したので
すが、やっと４月から 0.5ha と小面積ですが市の借
地となり 10 年間の保全が確実になりました。運動
を始めて 3 年目です。後はこの地の運用方法を市と
協議して行くことになります。わずかですが緑地保
全できたのです。
非解放式にするつもりですから、市民の観察用に
近くの芹沢公園の一角にホタル飛翔地をつくるため
努力中で、昨年１匹、今年 3 匹と飛翔しましたので
来年はもっと増えるだろうと楽しみにしています。
幸いに市教育委員会も協力してくれ、昨年から小学
校の先生方が 10 名余り参加され生きた教育に努力
されており、我々も真剣に努力しなければと頑張っ
ております。

写真中央部がいっぺい窪で谷間にあります。
この奥でホタルが発生しています。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

リレー 登場
一寸

年）はＫ・リーダー会が出展しましたが、その時は
私が中心になり関係者の協力を得て参加しました。
一方 2005 年 4 月より神奈川県地球温暖化防止活動
推進員になり、地元横浜市の南区と港南区の仲間で
会を作り地球温暖化対策の講座を開催しています。
またK・リーダー会では大気環境部会に所属してい
ます。部会での活動はNO2の測定を年 2 回実施して
います。私は 3 年前より測定に参加しています。当
初は狭い範囲を数か所測定していましたが、少しづ
つ測定点と範囲を拡大し、現在は 10 個所測定して
います。私の測定個所は鎌倉街道ですが、北は坂東
橋を起点に南下し 500m~800m毎にサンプル瓶を取
り付けして途中弘明寺駅前、上大岡駅前を通り南の
端は港南中学校前（港南区役所前）です。距離は約
5.5kmあり徒歩で取り付けしているので１時間半か
かり家を出てから戻るまで約２時間半要します。先
日は測定予定箇所の前に警察官が立っているので測

一言

私の活動紹介
井上 勝義（横浜市）
K・リーダー会の皆様こんにちは、12 期（2004
年）の井上と申します。私のボランティア活動をご
紹介します。まずはじめにお話ししたいのは児玉勇
様のことです。私がボランテア活動を始めるきっか
け作りと、その後も何かとお世話になっていますの
で感謝しています。最初に参加したのは横浜カーフ
リーデーです。第 1 回目（2004 年）は実行委員会
に何回か出席しました。当日は児玉様がリーダーの
ウォーキングのスタッフとして参加しました。翌年
（第 2 回目）も同じことをしました。第 3 回目（2006
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定の理由を説明してから取り付けしました。いつも
心配しているのは誰かにいたずらされてサンプル瓶
を持ち去られないか気にかけています。回収時にサ
ンプル瓶を見つけるとほっとします。私は持病の腰
痛があるので、２時間半の歩行はきつくなってきま
した。
横浜市には区民会議のボランティア組織があり
ます。防災、防犯、街づくり等の活動をしています。
行政の足りないところを要望することもあります。
私は昨年南区の区民会議に応募し企画委員と運営委
員になりました。直に区役所の担当者から環境分科
会を立ち上げて活動してはとの話があり、企画委員
と運営委員から募集して数名で分科会を立ち上げ代
表になりました。身近なことで「１枚のレジ袋より
環境問題を考える」をテーマにして活動に取り組み
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ました。区役所の G30 部署に協力して「お買いもの
キャンペーン」でレジ袋削減とマイバッグ運動を推
進しています。また昨年秋に南区の「顧問・区長・
委員との交流会」で司会を務めましたが、討論の資
料に何個かのクイズを作りました。その時にレジ袋
に使用する原油の量を求めるのに悩んだことがあり
ます。インターネットを利用すると数値を知ること
ができますが、その数値をそのまま使用して良いか
基礎的な知識が足りない私は、仲間から教えてもら
いましたが資料作りの大変さを感じました。ボラン
ティア活動は未熟な私ですが、仲間や行政も応援し
てくれるので、有り難く思い地元で続けたいと思っ
ています。
次回は下條泰生さんにお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
リレー登場
一寸

一言

子供と親の環境教室
「地球っ子ひろば」７年目を迎えて
齋藤 美代子（平塚市）
子供達と共に環境改善の取り組みをする事が重
要に思いました。
心を同じくした養成講座７期生とともに始めた
子供への環境教室。2002 年より現在までに、毎月の
教室を開催し、その他の依頼された教室開催、また
イベント参加も数えると 100 回を超える程になりま
した。
最近では、教室に参加してくれる小学生が中学生
となり、ヤングスタッフとして私達と一緒に指導し
てくれる、ほほえましい場面も生まれてきました。
養成講座卒業生が中心だったスタッフも地域の
方がひとり、またひとりと増えてスタッフも 10 代
の学生や 20 代の社会人から主婦、定年後の方まで
の幅広い地域を巻き込んだスタッフ層となりました。
一昨年は活動を始めて 5 周年記念にと、
念願の
「エ
コかるた」を製作しました。平塚市内の小学校 28
校にポスターを配り、校長先生や教頭先生に説明と
お願いをした結果、多くの学校から絵札と読み札、
800 点の応募をいただきました。どれも素晴らしい
作品でしたがその中から、より優れた 51 首の読み
札と 53 枚の絵札を選び、かるたにしました。
昨年と共に今年も、夏休みには、中高生のボラン
ティアと一緒にかるたつくりをします。今後は小学
校に配ったり、貸し出したりして、多くの子供達に
かるた遊びを通して、たのしく環境を学んで欲しい
11

と願っています。
昨年、このような私達の活動を、ふとしたきっか
けで、
地域の自治会の方に知っていただく事になり、
助成金をいただきました。助成をするにあたって、
自治会内で議論されたそうです。「地元限定の活動
ではないが地球環境という今、大変大事な事に取り
組んでいる。地元の人が頑張っているのだから、地
元が応援しなければ…」と応援メッセージとともに
活動資金をいただきました。
大変ありがたく、そして嬉しい気持ちになりまし
た。市民活動を持続していく事は大変難しく常に、
さまざまな問題を越えていかなければなりません。
そんな私達に頑張れよっと、背中を押していただき
ました。
その「ありがとう」の思いを地域の公民館まつり
や、渋田川のさくらまつりに環境教室の出展という
形で私たちは思いに応えました。
地域での環境活動は、今まで平塚市、県などのイ
ベントに参加させていただいた手ごたえとは違う反
応があり、おどろきました。
どこが違っていたのかと考えてみますと、日ごろ
の地域でのお付き合いの関係からお互いに顔が見え
る間柄で、親近感からか私たちの活動に大変興味と
関心をもたれます。
環境についての疑問を、みんなが遠慮なく質問を
されます。環境にあまり関心の無かった人が立ち寄
って関心を示してくれます。多くのまだあまり関心
を持っていない人への啓発には大変効果的な事を感
じました。
是非みなさまもいつも活動している事を、自分の
生活地域で、いつも顔を合わせているご近所の方々
の前での活動にチャレンジしてみませんか。何か新

しい反応があり、地域の連帯感と共に何か新しいこ
とが始まるのかもしれません！
シンク・グローバリー

次のリレー先は、柳川三郎様です。

アクト・ローカリー！！

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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かんきょう新語・流行語

▼▲▼

編集後記

【富士山学】
山梨県都留市市立都留文科大学が今年４月に開
講富士山全般に関する講座。富士山の動植物、地実
などの自然や温暖化などの環境変化問題だけでな
く、富士山信仰などの歴史文化、ゴミ拾い体験ツア
ー、森づくりなど環境再生手法を実践者から聞くな
どが含まれ、富士山の環境問題に２３年間と携わっ
てきた NPO 法人富士山エコネットの渡辺豊博事務
局長が専任教授に就任。

当会における広報紙発行を振り返ってみると、
１，２期生を核に 98 年連絡会ニュース第１号を
発刊し、2000 年頃６期７期生の方々を中心に改
訂され、広報紙として編集方針も固定化された紙
面づくりが行われました。26 号からは表題も「会
報」と改題され、この度は 62 号をお届けしてい
ます。法人格取得後一年を迎えるなかにあって、
会員相互の“友交親睦、相互啓発”にとどまらず、
環境団体としての社会責任を自覚し、会員一丸と
なって、まさに "show the flag" 組織の旗を高々
と掲げ、市民の半歩前を歩んでいる自覚が必要な
時期でもあると私は考えます。しかし「刈り入れ
は多いが、働く人が少ない」現実があります。広
報機能としての最重要課題は、作業が過度に集中
し役割と責任分担が均一になっていません。▽会
報企画発行と運営、▽ホームページ管理、▽メー
ル管理などです。現在、会員配布に加え、県下自
治体と若干の友好団体に会の PR をしています
が、これからは中学校以上の生徒、学生諸君にも
会報リピーター読者層を拡げ、ひとり一人が、環
境問題を考え、身近な地域の奉仕活動に参加す
る、動機付けができる紙面づくりが出来ないか、
思案投首の態でいます。ご意見方々、更なるお力
添えと積極的な参加をお待ちいたします。
いわした じろう

【ささ和紙帽子】
天然の防腐剤として活用されてきた熊笹を原料
に、熊笹の繊維をすき込んだ和紙でつくった帽子。
高い抗菌防臭力、99％の紫外線カット力や、笹和紙
は綿に倍する吸収力があり、一度洗ってから出荷し
ているので型くずれがない、などの特徴がある。
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