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イベント名 アイーナ夜学

日時 毎月第３木曜日19時より開催

協力者 会員・市民・学生

内容

イベント名 レジ袋削減を広める県民会議

日時 ①10月28日②11月13日③12月8日④平成23年1月12日

協力者 会員・市民・盛岡商工会議所・いわて生協・環境省・岩手県

内容

イベント名 エコドライブ普及活動

日時 11月14日～12月12日

協力者
会員・一般市民・刈谷建設株式会社・盛岡日産モーター株式会社・安比高原・株式会社ERI・いわて
生協・その他協賛各社

内容

イベント名 あったかリフォームセミナー

日時 平成22年12月4日

協力者 一般市民・COOP松園・会員・松園新聞

内容

イベント名 政策提言セミナー

日時 第1回平成23年1月27日　第2回平成23年2月3日

協力者 会員・EPO東北・

内容

イベント名 ニューズレター発行

日時 年２回発行　（16号8月5日発行　17号3月31日発行）

協力者 会員

内容
16号→新任代表挨拶・環境省補助事業紹介・新役員紹介・会員便り・わたしの一言。17号→代表挨拶・総会案内・団体訪問・体
験ルポ・会員活動紹介・政策提言セミナー・会員便り・わたしの一言

平成18年4月にアイーナが開館した当初より、月1回開催し、持続可能な地域社会を実現する新しい産業・都市・住居の階層モデ
ルの提案を行う。

地域の問題や望ましい未来像、課題の全体像をイメージする「つながりマップ」を整理し、効果的な政策提言の手法を身につけ
る。

松園生協にて、あったかリフォームセミナーを開催した。

◆情報提供◆情報提供◆情報提供◆情報提供

●特定非営利活動法人　環境パートナーシップいわて自主事業●特定非営利活動法人　環境パートナーシップいわて自主事業●特定非営利活動法人　環境パートナーシップいわて自主事業●特定非営利活動法人　環境パートナーシップいわて自主事業

会員はもとより、一般市民が気軽に参加できる事業を展開しております。

①レジ袋使用削減についての懇親会開催（消費者、企業、行政）②環境王国展いわて環境フォーラム2010ポスターセッションプ
レゼン③３R研修・意見交換会（環境省）④レジ袋削減事業者懇談会開催（企業、行政）

エコドライブコンテストを開催し、エコドライブ教室の開催、自家用車へエコドライブモニター機器を搭載し燃費改善度の競争。エ
コカーの乗り比べ及び、家計節約セミナーの開催。

◆市民提案プロジェクト◆市民提案プロジェクト◆市民提案プロジェクト◆市民提案プロジェクト
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No,15

2010年7月号2010年7月号2010年7月号2010年7月号
・センター展示 … フェアトレード、3R
・エコカーゴが行く ～第6回～
・MIACS事業団（盛岡市）
・久慈ワーキングサポートセンター（久慈市）
・県内イベント情報
・「皆で取り組んでいます。CO2ダイエット日記」その7

・菅智美さんのマレーシア通信Vol.1

No.16

2010年11月号2010年11月号2010年11月号2010年11月号
・センター展示 … 森の工作館、おすすめ図書
・夏休み企画レポ
・エコカーゴが行く ～第7回～
・NPO法人 しずくいし・いきいき暮らしネットワーク（雫石町）
・NPO法人 いわてマリンフィールド（宮古市）
・県内イベント情報
・「皆で取り組んでいます。CO2ダイエット日記」番外編

・菅智美さんのマレーシア通信Vol.2

No.17

2011年3月号2011年3月号2011年3月号2011年3月号
・センター展示 … キャンドルナイト（冬至）、ねんりん年表
・ゆりかご広場、訪問学習
・インクカートリッジ里帰りプロジェクト
・NPO法人 もりおか中津川の会（盛岡市）
・NPO法人 エコ・スタディいさわ（奥州市）
・県内イベント情報
・「皆で取り組んでいます。CO2ダイエット日記」その8

・菅智美さんのマレーシア通信Vol.3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

環境学習交流センターでは、センターの情報や岩手県内のイベント情報を掲載している環境情報誌「てとて」を年3回発行しております。

●環境情報誌　てとて●環境情報誌　てとて●環境情報誌　てとて●環境情報誌　てとて

●環境メールマガジン●環境メールマガジン●環境メールマガジン●環境メールマガジン

●特集：南アフリカのエコ事情・その②～騒音からアクセサリーへ～●環境学習交流センター2月のご案内●「地球温暖化防止エコ川
柳」を募集しています●「いわて三陸エコフェスタ2010」を開催！

●特集：土日の午後は、環境学習交流センターへ●環境学習交流センター3月のご案内

※常時掲載：県境産廃いわてだより、環境保健研究センター新着情報（5月号より）、おすすめメールマガジン、県内のイベント情報、ブックレ
ビュー

毎月末発行。岩手県や県内自治体の環境情報、関連イベント情報などを中心にお伝えするメルマガです。環境という広範囲な話題を皆さんにとっ
て身近に感じられるように、その時々のタイムリーな情報と切り口でお届けします。

●特集：読書の秋は目の前●環境学習交流センター9月のご案内●守ろうオゾン層　防ごう地球温暖化！！（9月はオゾン層保護対策
推進月間です）●9月24日から10月1日は《環境衛生週間》です！●秋のネイチャーゲーム●ネイチャーゲームのつぼ

●特集：COP10開幕！●環境学習交流センター10月のご案内●岩手県庁からのお知らせ●環境セミナー「エコライフとリサイクルの勧
め～キーワードは　『もったいない』～」を開催します！●新しい岩手県廃棄物処理計画（案）に係るパブリック・コメントの実施について
●10月に「環境にやさしい買い物キャンペーン」を実施します！●第3回東北環境フォーラムＩＮいわて「みちのくの自然の魅力を子ども
たちに伝えよう」●秋のネイチャーゲーム●ネイチャーゲームのつぼ

●特集：出張環境学習会～エコカーゴ～●環境学習交流センター11月のご案内●「いわて環境王国展2010」ひとりでエコから、みんな
でエコへ。～つなげよう！エコの輪！～●第3回東北環境フォーラムINいわて 「みちのくの自然の魅力を子どもたちに伝えよう」●ネイ
チャーゲームのつぼ

●特集：藻のチカラ●環境学習交流センター12月のご案内●12月は大気汚染防止推進月間です●平成23年度岩手県産業・地域ゼロ
エミッション推進事業の公募について●「環境王国いわてごみゼロ・3Ｒ推進ポスターコンクール」の作品を募集しています！●ネイ
チャーゲームのつぼ～最終回～

●特集：今年の漢字は…地球温暖化！？●環境学習交流センター1月のご案内●いわての森林づくりフォーラム2010開催のお知らせ
●「水と緑の交流フォーラム」開催！

●特集：夢いっぱいの春がくるよ！●環境学習交流センター4月のご案内●平成22年度環境月間・4道県共同行動のお知らせ●環境王
国いわて“ごみゼロ＆3R推進”ポスターコンクール入賞作品決定！●ネイチャーゲームのつぼ

●特集：新緑の季節！自転車で出かけよう●環境学習交流センター5月のご案内●平成22年度「岩手県産業・地域ゼロエミッション推
進事業」の追加公募について●「世界フェアトレード・デイinいわて」開催！●新緑の中で楽しむネイチャーゲーム●ネイチャーゲームの
つぼ

●特集：W杯開幕！南アフリカのエコ事情●環境学習交流センター6月のご案内●岩手県庁からのお知らせ●岩手県再生資源利用認
定製品の認定申請受付について●「ごみ減量・リサイクル推進週間」と「全国ごみ不法投棄ウィーク」について●ネイチャーゲームのつ
ぼ

●特集：環境学習はアイーナへ●環境学習交流センター7月のご案内●公調委 公害相談ダイヤルのご案内●平成22年度「みどり香る
まちづくり」企画コンテスト募集について●ネイチャーゲームのつぼ

●特集：岩手の夏を楽しもう●環境学習交流センター8月のご案内●優良な産業廃棄物処理業者の格付認定について●ネイチャー
ゲームリーダー養成講座～あなたも「自然案内人」に～●ネイチャーゲームのつぼ
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No 1 イベント名 「エコ・ハウスコンテストいわてパネル展」 No 9 イベント名 「夏休みオススメ図書ピックアップコーナー」

展示期間 4月 展示期間 7月～8月　

内容

毎年開催されている、「エコハウスコンテス
ト」の受賞作品を展示。実際の断熱材の模
型や断熱ドアの模型なども一緒に展示し
た。（協力：「エコ・ハウスコンテストいわて」）

内容

夏休みにあわせ、工作や自由研究のヒント
になるような図書の展示を行った。合わせ
て「アカハライモリ」も展示し、飼育に関する
図書もオススメした。イモリは親子連れに大
人気だった。

No 2 イベント名 「梅野克雄氏　世界環境写真展」 No 10 イベント名 アマチュア写真家「井上巧写真展」

展示期間 4月～5月 展示期間 8月～3月

内容

岩手県地球温暖化防止活動推進員である
梅野克雄氏が、世界各国を自分の足で旅
し、自分の目で見た環境問題をテーマにし
た写真作品の数々を展示。

内容

岩手山の見える風景や小岩井農場の一本
桜、高松の池、山野草、そして日の出や夕
日など、岩手の身近な自然を日々撮影し続
けた写真の数々を展示。非常に人気が高
かった。

No 3 イベント名
「平成21年度・いわてゴミゼロ＆
3R推進ポスターコンクール作品展」

No 11 イベント名 「関東自動車工業株式会社」

展示期間 4月 展示期間 9月　

内容
岩手県資源循環推進課より、小学生～中学
生までの入賞作品をお借りして展示。

内容

企業の省エネや節電に対する取組みや、
独自のヤギによる除草などの取組み等を
パネルで紹介。工場機械のミニチュア模型
も展示。（協力：関東自動車工業株式会社・
岩手工場）

No 4 イベント名
「オープンガーデンいわて・フォトオープン
ガーデン」

No 12 イベント名 「ECOポスター展」

展示期間 4月～5月　 展示期間 12月　

内容

英国で発祥したオープンガーデン。岩手県
内各地の、オープンガーデンの様子を紹介
する写真展。（協力：オープンガーデンいわ
て）

内容

「岩手デザイナー協会」主催の「ECOポス
ター展」の作品の中から、吉田康夫氏と馬
渕ひろみ氏より、合わせて５点のポスターを
お借りして展示した。（協力：岩手デザイ
ナー協会）

No 5 イベント名 「盛岡地方気象台パネル展」 No 13 イベント名 「家電メーカーによるLED展示」

展示期間 5月　 展示期間 12月　

内容

地球温暖化と気象の関係を中心とした内容
のパネル展。気温の上昇の変化の様子な
ど、グラフや写真を用いた、わかりやすい展
示。（協力：盛岡地方気象台）

内容

いかにＬＥＤが省エネであるか、暖色系の
LED電球の進化など、パネルと実物のLED
電球を使った比較展示。（協力：東芝とパナ
ソニック電工ライテック㈱）

No 6 イベント名 「キャンドルナイト・ピックアップ展示」 No 14 イベント名 「株式会社DonDonUp」

展示期間 6月　 展示期間 1月　

内容

環境学習交流センターでも「100万人のキャ
ンドルナイト」のイベントを毎年開催している
が、岩手県内各地でも盛んに「キャンドルナ
イト」が開催されている。その詳細情報を展
示した。

内容

リサイクル古着販売専門店の、古着生地の
布を材料にした作品や、シュシュ、ヘアピン
など、女性に人気の展示だった。土日環境
学習講座との連携企画。（協力：株式会社
DonDonUp）

No 7 イベント名 「森川海月間・特別展示」 No 15 イベント名 「花王」

展示期間 6月末～7月　 展示期間 2月　

内容

「森川海月間」に合わせて、北上川に関わ
る展示をおこなった。中でも水生生物の標
本の試験管を多数展示したものは、実物な
ので、子供をはじめ来館者に非常に好評
だった。

内容

洗剤の研究開発努力により、洗剤を使う量
も減らし、なおかつ容器も改良を重ね、省資
源で再利用ができるように進化した様子を
透明容器などを使い展示。（協力：花王㈱）

No 8 イベント名 「木津川正芳写真展」 No 16 イベント名 「積水ハウス」

展示期間 6月～7月　 展示期間 3月（震災の影響により3月11日まで）　

内容

環境学習交流センターで6月に開催した
「100万人のキャンドルナイト」に合わせて、
同時開催する形で展示した。プロの写真家
のとらえた、自然の光や月の光を美しく焼き
付けた作品の数々。

内容

大手ハウジングメーカーの「積水ハウス」の
環境へ取組みを紹介するパネルと、巣箱な
どの展示。土日環境学習講座との連携企
画。（協力：積水ハウス㈱岩手支店）
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●環境学習交流センター内での展示
アイーナ5Fの展示スペースを利用し、県内企業の取組や生活に役立つエコな情報等、環境・地球温暖化に関する情報発信を行っています。
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イベント名 環境月間『Light down Day』(100万人のキャンドルナイトinいわて2010－夏至編－)

日時 2010年6月20日(日)13:30～19:00

場所 環境学習交流センター

参加者数 約100名

内容

イベント名 100万人のキャンドルナイトinいわて2010－冬至編－「Candle night Xmas」

日時 20100年12月23日(木・祝) 17:00～19:00

場所 岩手県環境保健研究センター

参加者数 約100名

内容

イベント名 夏休み特別企画「環境学習交流センターの夏休み！」～水のオリンピック～

日時 2010年７月25日(日)～31日（土）10:00～16:00

場所 環境学習交流センター

参加者数 41名

内容

イベント名 夏休み特別企画「環境学習交流センターの夏休み！」～紙すき体験～

日時 2010年8月2日(月)～7日（土）10:00～16:00

場所 環境学習交流センター

参加者数 127名

内容

イベント名 夏休み特別企画「環境学習交流センターの夏休み！」～みつろうキャンドル作り体験～

日時 2010年8月9日(月)～22日（日）10:00～16:00

場所 環境学習交流センター

参加者数 203名

内容 自然のロウ、蜜蝋シートを巻いて作るろうそく作り。作成を通じて温暖化の事を考えるきっかけを作る。

100万人のキャンドルナイトinいわて100万人のキャンドルナイトinいわて100万人のキャンドルナイトinいわて100万人のキャンドルナイトinいわて … 毎年夏至と冬至の2回程度開催している普及啓発イベントです。

環境学習交流センターの夏休み企画環境学習交流センターの夏休み企画環境学習交流センターの夏休み企画環境学習交流センターの夏休み企画 … 子供たちを対象に、体験しながら楽しく学べるイベントを開催しています。

●環境学習講座●環境学習講座●環境学習講座●環境学習講座
イベントや講座を通じて、さまざまな世代に対して環境について学ぶきっかけ作りをしています。

●13:30～15:00　土日環境学習講座「ライトダウンキャンペーン」
対談　鈴木茂伸氏 (イオンリテール㈱東北カンパニー環境貢献マネージャー)
　　　　吉田偉峰氏 (一戸町観光天文台台長、MIACS事業団代表)
　　　　高橋　浩氏 (岩手県環境生活部環境生活企画室温暖化・エネルギー対策担当　主査)
●13:30～17:30 リサイクルキャンドル作り体験コーナー(参加随時受付)
●17:50～18:05 光のお話「静かな光・たゆたう時間」 お話:木津川正芳さん(写真家)
●18:20～18:50 キャンドルナイト・コンサー｢たゆたう音」 出演：ネネム(木津川正芳さん/Gt・熊谷絵美さん/Vo)
●その他、星空体験コーナー、キャンドル点灯など
※イベント中は会場展示スペースの照明を全て消灯
その他:キャンドルナイト企画展示 木津川正芳 写真展展示期間 6月18日(金)～7月7日(水)

ステージプログラム　17:00～
●17:10～17:15 特製オリジナルハーブティー＆クッキーおふるまい
●17:15～17:35 地球温暖化のお話「おんだんかといっしょに蚊がやってくる！？」
　                      岩手環境保健研究センター　佐藤卓氏 (上席専門研究員)
●17:35～17:45 団体紹介タイム ①シニアものづくり隊 ②岩手大学リユース ③いわて星団連合
●17:45～18:15 夢灯りの母 小赤澤直子先生の夢灯りのお話 ～ 夢灯り点灯式
●18:15～18:55 キャンドルナイトミニコンサート ①光 (ひかる) ②NaturaRhythm (ナチュラリズム)
※その他(館内展示・体験16:30～)空気で走るミニSLコーナー、夢灯り工作教室、蚊を顕微鏡でみてみよう！コーナー、
星灯りの小部屋、エコカーゴ(星灯りの小部屋での発電体験展示)

水に関する簡単な協議を行いながら、水の性質・特性を学ぶ。1.平均台 2.高飛び込み 3.背泳ぎ 4.綱渡り

牛乳パックを原料としたリサイクルはがき作り体験。体験を通し3Rについて学ぶ。
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環境学習講座の中でも定期的に開催されている、通称『土日講座』。参加者が気軽にふらっと立ち寄れる
講座として、本格的なお話から体験型のイベント、工作等さまざまな内容やテーマで開催しています。

 

番号 1 講演タイトル ユーラシア大陸横断紀行

日時 2010年4月3日 (土) 13:30～15:00

講師 梅野 克雄 氏（岩手県温暖化防止活動推進員）

参加者数 12名

内容

番号 2 講演タイトル もりおか星空トークⅠ・Ⅱ

日時 2010年4月4日 (日)/2010年4月18日 (日) 13:30～15:00

講師 吉田 偉峰 氏（盛岡星まつり実行委員会）

参加者数 20名

内容

番号 3 講演タイトル 盛岡市・ビクトリア市姉妹都市締結25周年記念事業「ミューラルプロジェクト」について

日時 2010年4月25日 (日) 13:30～15:00

講師 吉見利子氏（25周年記念実行委員会 ミューラルプロジェクト担当、ポップ・ステップ国際交流の会代表）

参加者数 8名

内容

番号 4 講演タイトル マリンキャンドルホルダーつくり

日時 2010年5月2日 (日) 13:30～15:00

講師 高橋春夫 氏（陸中海岸青少年の家のマリンランドやまびこキャラバン隊）

参加者数 51名

内容

番号 5 講演タイトル ミツバチからのメッセージ

日時 2010年5月9日 (日) 11:00～13:00

講師 藤原 由美子 氏（藤原養蜂場、日本在来種みつばちの会事務局）

参加者数 41名

内容

番号 6 講演タイトル ダーウィンとミミズの話からウシのゲップまで

日時 2010年5月15日 (土) 13:30～15:00

講師 小田 伸一 氏（岩手大学農学部動物栄養機能学｟いわてミミズ研究会｠）

参加者数 6名

内容

 

土日環境学習講座  …土日環境学習講座  …土日環境学習講座  …土日環境学習講座  …

●種の起源の著者、ダーウィンの最後の著作、ミミズと土壌の形成
●ミミズの位置・土壌の質の指標（アメリカ）・土の健康の生物指標（オーストラリア）●土壌生態系の技術者（熱帯農業）・日本では嫌われ
者？？？●ミミズに市民権を・ミミズには、様々な作用をもつ機能性物質がふくまれている可能性
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●ビクトリア市と盛岡市の締結25周年記念の贈り物、Textile mural（布地壁画）の制作や両都市の交流について。

●色とりどりのガラス、木の土台を使ったマリンキャンドルホルダー作り。

●ニホンミツバチとセイヨウミツバチ・ミツバチの恵み・ミツバチからの警鐘●東京銀座のビルの屋上養蜂プロジェクトについて

●世界的な視野で環境問題を考えよう。●今世紀は地球温暖化と水不足の世紀●CO2をあまり出さない国や地域の人々や動物・植物が
大きな影響を受ける●砂漠化と森林減少・海面上昇・異常気象の増加●貧困層の増加と食糧問題●生態系の変化と絶滅●実際のユーラ
シア大陸に限定した写真

●大きなテントをセンターの左手に張って夜空を体験しながら、お話を伺う。●光害について・そして、オリオンや春の大三角や天の川、ア
ンドロメダ星雲など、きれいな写真をみせていただき、夜空体験。



番号 7 講演タイトル 犬のフン公害の撲滅を岩手県・盛岡から発信しましよう

日時 2010年5月22日 (土) 13:30～15:00

講師 稲見 忠行 氏（岩手環境カウンセラー、｟株｠エコテックス代表取締役社長）

参加者数 2名

内容

番号 8 講演タイトル 北国のガーデニングの楽しみ方

日時 2010年6月5日 (日) 13:30～15:00

講師 吉川 三枝子 氏（オープンガーデンいわて代表）

参加者数 6名

内容

番号 9 講演タイトル CO2の見える化－カーボンフットプリントとは－

日時 2010年5月30日 (日) 13:30～15:00

講師 築城 幹典 氏（岩手大学）

参加者数 5名

内容

番号 10 講演タイトル よくわかるバイオディーゼル燃料

日時 2010年6月12日 (土) 13:30～15:00

講師 小豆嶋 和洋 氏、菊池 満 氏（株式会社セベック、いわてバイオディーゼル燃料ネットワーク）

参加者数 13名

内容

番号 11 講演タイトル ライトダウンキャンペーン

日時 2010年6月20日 (土) 11:00～13:00

講師
吉田 偉峰 氏（一戸町観光天文台台長、MIACS事業団代表）、鈴木 茂伸 氏（｟株｠イオンリテール 東北カンパ
ニー環境社会貢献マネージャー）、高橋 浩氏（岩手県環境生活部環境企画室 温暖化・エネルギー対策担当）

参加者数 98名

内容

番号 12 講演タイトル 「気候変動の現状と将来予測や影響」～展示パネルの説明及び統合レポートからの報告

日時 2010年6月26日 (土) 11:00～12:30

講師 浜崎 寿一 氏（盛岡地方気象台 防災業務課 調査官）

参加者数 8名

内容

●バイオディーゼルの概要、精製について●軽油と性状比較、特徴等●バイオディーゼル事業のポイント等、事業者向けのお話・CO2削
減

●ライトダウンキャンペーンをおこなっている岩手県の、行政サイド、企業としてライトダウンキャンペーンを推進しているイオンさん、星がき
れいにみえる街にしたいという、願いを持っている、一戸町観光天文台台長さんのお話。
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●気象記念日、5月は地震、津波が多い月など、気象の事について

●犬のフン公害と環境道徳●環境美化●盛岡市の環境関連条例●環境美化運動を展開しましょう●動物を飼う時のマナー●動物（ペッ
ト、犬、猫）を飼う時のマナー・フン取り器は、盛岡で生まれた.。

●オープンガーデンいわて設立●オープンガーデンの起源●入園料の寄付・My garden についての紹介●バスツアー●花と緑のまちづく
り

●カーボン：炭素（C）－温室効果ガス（CO2）、フットプリント：足跡・カーボンフットプリント：炭素の足跡●カーボンフットプリントの目的●カー
ボンフットプリントのメリット



番号 13 講演タイトル 南八幡平の自然の中で－少年少女たちの自然体験サポート－

日時 2010年7月10日 (土) 13:30～15:00

講師 櫻井 則彰 氏（岩手自然ガイド協会設立準備会 INGA 代表）

参加者数 6名

内容

番号 14 講演タイトル これであなたも分別の達人～循環型社会でくらすために～

日時

講師 山本 実 氏、菅原 由紀 氏 （盛岡市環境部資源循環課）

参加者数 7名

内容

番号 15 講演タイトル 環境ワークショップWe’re standing here!! ～私たちは地球にたっている～

日時 2010年7月24日 (土) 13:30～15:00

講師 菊地 格夫 氏（秋田県地球温暖化防止活動推進センター 次長）

参加者数 26名

内容

番号 16 講演タイトル 久慈川の自然の中で－夏休み川遊び体験教室－ ※久慈川での野外活動を実施

日時 2010年7月29日 (木) 13:30～15:00

講師 藤森 敏夫 氏（くじ川の会）

参加者数 52名

内容

番号 17 講演タイトル エコトランクがやってきた！！－エコトランク開発秘話と120％活用法について～

日時 2010年8月4日 (水) 13:00～14:30

講師 青木 大河 氏（ケニス株式会社 東京支店 営業部）

参加者数 5名

内容

番号 18 講演タイトル マングローブの不思議 Ⅰ・Ⅱ

日時 2010年8月7日 (土)/8日（日） 13:30～15:00

講師 照井 隆一 氏（森と緑の研究所副所長）

参加者数 計9名

内容
●マングローブは海に巨大な森を作る。●マングローブと日本人を結ぶエビについて。●マングローブの絶妙な生理・生態●マングローブ
林は食物連鎖で結ばれた植物・動物・鳥類・魚類の一大生活圏●海岸に居住する人々の生活を支えるマングローブ●マングローブは地球
の温暖化を救うか、海の中での森作り、マングローブ林の再生、日本の国際協力
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●地球温暖化、このままでいくとどうなってしまうかの説明 ●体験 Ⅰ部：自分が地球上に住む生物の一部であること。…地球全体をこのセ
ンターのスペースだったら、陸地はどのくらい？等 第Ⅱ部：人間圏に住む生物であることを感じる。 第Ⅲ部：地球温暖化が進むとどうなる
かをアカウミガメのオス、メス比で実感する。●岩手県の環境クイズ

●川遊びの危険なことについての注意点。●山女、カンキョウカジカ、名前を聞いたことのない魚などの川魚の説明●実際の川遊び

●ECOトランクについて、使い方や活用方法

●ごみ収集の歴史●・盛岡市のごみの現状●盛岡市のごみの分け方・出し方●8月から始まる新たな分別について●可燃ごみに含まれる
紙類の減量のために●可燃ごみに含まれる生ごみの減量のために●プラ・紙製容器包装類の減量のために●ごみの分別を徹と最終処
分場の延命、ごみマナーの向上が図られる。●プラスチック製容器のリサイクル製品の例●最後に具体的なごみの分別方法を説明があっ
た。

●自然ガイド協会の設立準備会について、活動の目的や目標●活動の中で、撮りためた写真の鑑賞



番号 19 講演タイトル 南極から地球がみえる ※大船渡市ふるさとセンター（末崎町公民館）にて開催

日時 2010年8月21日 (土) 13:30～15:00

講師 鹿糠 敏和 氏（岩手日報大船渡支局長、49次南極観測隊同行）

参加者数 18名

内容

番号 20 講演タイトル 「地球と遊ぼう、自然と話そう。 ーネイチャ-ゲ-ムの紹介ー」 お話と体験

日時 2010年8月28日 (土) 13:30～15:00

講師 三宅真佐子 氏（社団法人 日本ネイチャ-ゲ-ム協会 インストラクタ-）

参加者数 13名

内容

番号 21 講演タイトル 逆境が創造の原点、株式会社くずまき町の挑戦！

日時 2010年9月4日 (土) 13:30～15:00

講師 中村 哲雄 氏（社団法人 葛巻町畜産開発公社顧問 前葛巻町長）

参加者数 5名

内容

番号 22 講演タイトル 「地中熱ヒ-トポンプ暖房住宅」の省エネ性

日時 2010年9月11日 (土) 13:30～15:00

講師 植田 優 氏（植田優建築工房 代表）

参加者数 6名

内容

番号 23 講演タイトル 中津川に遡上するサケ

日時 2010年9月18日 (土) 13:30～15:00

講師 藤森 敏夫 氏（くじ・川の会 副会長）

参加者数 7名

内容

番号 24 講演タイトル 環境浄化における炭化物の可能性 ～炭の力～

日時 2010年9月25日（土） 13:30～15:00

講師 佐々木 陽 氏（岩手県環境保健研究センター 衛生科学部上席専門研究員）

参加者数 6名

内容 ●木炭の構造や働きについて●吸着の働きを環境浄化に役立てている事例の紹介●木炭の可能性や活用について
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●葛巻町の概要●持続可能な地域つくり●酪農と林業が基幹産業、日本一の公共牧場「くずまき高原」●山ぶどうでのワイン醸造と販売
●日本一のクリーンエネルギーの町

●省エネルギ-住宅●住まいを取り巻く問題点●地球温暖化におけるCO2排出量の削減●灯油およびガソリン価格の高騰●無暖房住宅
●理想の住宅とは？●断熱の強化●高効率暖房システム＝給湯システムの採用、石油セントラルヒ-ティングとシステム

●中津川に遡上するサケはどんなサケ？● サケの種類、シロザケ●中津川のサケの一生●稚魚の誕生から産卵まで●ビデオ上映●中
津川に遡上するサケは何を伝えているか

●自己紹介、南極行の経緯等●南極の夏、ペンギンのAngel’s dance、オーロラの美しさ、南極生活の楽しさを、そして厳しさ

●ネイチャ-ゲ-ムとは（社団法人日本ネイチャ-ゲ-ム協会について）●自然への気づき：目的・フロ-ラ-ニング・はじめましてのゲ-ム●養成
講座の紹介



番号 25 講演タイトル 水生生物を用いた環境調査

日時 2010年10月2日 (土) 13:30～15:00

講師 嶋 弘一 氏（岩手県環境保健研究センター 環境科学部 上席専門研究員）

参加者数 8名

内容

番号 26 講演タイトル 野生動物からみえる岩手の自然環境

日時 2010年10月3日 (日) 13:30～15:00

講師 辻本 恒徳 氏（盛岡市動物公園獣医師）

参加者数 8名

内容

番号 27 講演タイトル 岩手県の野生鳥獣救護の実態

日時 2010年10月24日 (日) 13:30～15:00

講師 渡辺 祐策 氏（岩手県鳥獣保護センター職員）

参加者数 8名

内容

番号 28 講演タイトル 食と農と生き物たち

日時 2010年10月31日 (日) 13:30～15:00

講師 藤根 正悦 氏（環境と平和の市民団体「みんなの地球」いわて代表）

参加者数 11名

内容

番号 29 講演タイトル いわてレッドデータブックの改訂について

日時 2010年11月20日 (土) 13:30～15:00

講師 新井 隆介 氏（岩手県環境保健研究センター）

参加者数 9名

内容

番号 30 講演タイトル 明日の元気をつくる食事と運動

日時 2010年11月21日 (日) 13:30～15:00

講師 松本 紀子 氏（健康運動指導士、野菜ソムリエ｟ジュニア｠）

参加者数 6名

内容
●健康指導士としての活動について●血管を丈夫にすること、自分の体に酸素をとりいれる運動について●運動をすること。足ふみ運動
について●日本茶の効用—お茶のカテキン●二戸の雑穀のお話
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●たぬきの毛皮、白鳥と鹿の骨の重さ比べなど、ほんもの体験

●自然農・田んぼにも草と虫さんがいっぱい●自作自給●農薬と飼料●無添加物●肥料と農作物●地球温暖化

● レッドデータブックとは●何種類掲載されているか？●改訂するのはなぜ？●改訂検討体制、内容など

●水の話・ 川の中にすむ微生物や水辺の植物などが持つ水をきれいにする力。●地球の水・水生生物調査について・生物学的水質判定

●県内では数少ない野生動物専門獣医師として、「いわて野生動物保護ネット」●ツキノワグマやカモシカやイヌワシの保全活動●傷つい
た野生動物の保護●ツキノワグマの絶滅の危機●カモシカ、ニホンジカ、イヌワシについて



番号 31 講演タイトル 自分も環境も安全なこころの元気アップ

日時 2010年11月27日 (日) 13:30～15:00

講師 安保 寛明 氏（社団医療法人智徳会 岩手晴和病院 社会復帰支援科長）

参加者数 7名

内容

番号 32 講演タイトル 海に学ぶ

日時 2010年11月28日 (日) 13:30～15:00

講師 田中 富士春 氏（いわてマリンフイールド理事）

参加者数 4名

内容

番号 33 講演タイトル 木とともに感じよう 光を風を季節を

日時 2010年12月5日 (日) 13:30～15:00

講師 市原 裕子 氏（森林インストラクター、農学博士、森林・林業会議理事）

参加者数 13名

内容

番号 34 講演タイトル 久慈産の琥珀でアクセサリーを作ろう

日時 2010年12月18日 (土) 13:30～15:30

講師 上山 昭彦 氏（上山琥珀工芸代表取締役）

参加者数 31名

内容

番号 35 講演タイトル 地球に愛を 子どもに愛を～ペットボトルキャップから繫がるワクチン支援

日時 2011年1月9日 (土) 13:30～15:30

講師
後藤 慎治 氏（認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会広報部 学校事業部）
共催：岩手県男女共同参画センター、アイーナ指定管理者 後援：ユニセフ

参加者数 15名

内容

番号 36 講演タイトル 作ってみよう「木のサイコロ」

日時 2011年1月16日 (土) 13:30～15:00

講師 小澤 純 氏（木工家）

参加者数 8名

内容

番号 37 講演タイトル 古着＆中古屋さん業界の最新情報〜ここでしか聞けないウラ話〜

日時 2011年1月23日 (土) 13:30～15:30

講師 菊池 直之 氏（｟株｠ドンドンアップ）、小川 譲（DEF代表）、司会：光（シンガーソングライター）

参加者数 6名

内容 ●株式会社ドンドンアップについて●DFFについて・リサイクルショップの経営、商品について

●樹木に関して、開芽、開花、落葉などの季節変化、フェノロジーについて、特性●子どもたち向けの学習、森を守る意識の形成

●原石を選び～アクセサリー金具選び～磨き～金具取り付け。完成まで。

●集められたペットボトルキャップの行方●Japan Committee,Vaccines for the World’s Children JCVの設立、活動について

●木のサイコロ作り…木を選び～数字打ち～かど削り～紙やすりで表面の処理～色付け～仕上げ（蜜ロウをぬり、ふきとって完成）
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●ひとの特徴を理解して、人と自分とに関わる●人間の身体の特徴●こころのコミュニケーション●五感の同時刺激●価値観の尊重など

●海に学び、海に親しみ、海を活用する、いわてマリンフィールド●活動のきっかけと内容、海の状況●活動の成果、影響など



番号 38 講演タイトル 好評につき第2弾！！久慈産の琥珀でアクセサリーを作ろう

日時 2011年2月6日 (日) 13:30～15:00

講師 上山 昭彦 氏（有限会社 上山琥珀工芸）

参加者数 14名

内容

番号 39 講演タイトル ペーパークラフト 君だけの紙飛行機をつくって『ブルーインパルス』を飛ばそう

日時 2011年2月13日 (日) 13:30～15:00

講師 シニアものづくり隊（ボランティア団体）

参加者数 7名

内容

番号 40 講演タイトル 岩手の海と生き物

日時 2011年2月19日 (土) 13:30～15:00

講師 煙山 彰 氏（岩手県水産技術センター、副所長兼魚場保全部長）

参加者数 11名

内容

番号 41 講演タイトル 新聞紙でコサージュをつくってみましょう

日時 2011年3月5日 (土) 13:30～15:00

講師 村井 久子 氏

参加者数 16名

内容
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●新聞紙を使ったコサージュ作り体験。

●岩手の海●ワカメの生産について●岩手の海で起きていること●サケはどうなる？

●原石を選び～アクセサリー金具選び～磨き～金具取り付け。完成まで。

●飛行機作り●テスト飛行や・大型の飛行機模型の展示●手製のラジコンを操縦実演●野外での小さな飛行機のエンジン実験。



イベント名 マイカップ運動（木曜日限定コーヒーサービス）

日時 2010年10月よりスタート 毎週木曜日10：00～16：00

協力者 来館者

内容

イベント名 ゆりかご広場

日時 2010年12月よりスタート 毎週火曜日10：30～11：00 ※変動あり

協力者 森林インストラクター 市川 裕子 氏、村野井 由美子 氏、五日市 清美 氏 他

内容

イベント名 アクリルたわし講座

日時 2011年2月よりスタート 毎週月曜16：00～18：30

協力者 講師：粒針 文子 氏

内容

イベント名 麻ひもバッグ作り講座

日時 2011年3月よりスタート 毎週木曜10：30～12：00

協力者 講師：五日市 清美 氏

内容

イベント名
環境月間企画展示～いきもの　生物多様性～
（岩手県立図書館・環境学習交流センター連携展示）

日時 2010年6月1日（火）～30日（水）

場所 環境学習交流センター、岩手県立図書館

協力団体 県立図書館

参加者数 －

内容

イベント名 あそびの達人2011

日時
2011年1月8日（日）　10:30～15:00
※環境カルタ大会（環境学習交流センター担当分）　①11:00～　②14:00～

場所 いわて県民情報交流センター・アイーナ　4階県民プラザ

協力団体 青少年活動交流センター

参加者数 約450名（もちまき150名、あそびコーナー300名）

内容

イベント名 キャンドルでストップ！おんだんか

日時 2011年1月15日（土）　14:00～15:00

場所 岩手県立図書館　4階ミニシアター

協力団体 岩手県立図書館

参加者数 19名（子供11名、保護者8名）

内容

その他のイベント・企画等その他のイベント・企画等その他のイベント・企画等その他のイベント・企画等

幼児からの小さいお子様とお母さんを対象に、弾き語りと絵本読み聞かせ等を行いながら環境についても触れる。

アクリル毛糸をかぎ針で編んで作る、洗剤を使わないまたは少量で済む、たわし作り講座。

麻ひもをかぎ針で編んで作るバッグ作り講座。

マイカップ持参の一般来館者に対し、マイカップ運動の一環としてコーヒー１杯を無料提供する。

紙芝居やクイズ、みつろうキャンドル作りを通し、地球温暖化について知識を深め、その防止策を考える。

昔ながらの遊びを楽しむイベント。環境学習交流センターは「環境カルタ大会」を担当。

●アイーナ入居施設の団体協力開催イベント●アイーナ入居施設の団体協力開催イベント●アイーナ入居施設の団体協力開催イベント●アイーナ入居施設の団体協力開催イベント

生物多様性にかかわる図書のピックアップ展示。図書館作成の資料一覧も配布。
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番号 1 団体名 盛岡医療福祉専門学校保育福祉学科 番号 2 団体名 岩手町立川口小学校

学年 3年生 image 学年 5年生

日時 2010年4月28日（水）13：00～14：00 日時 2010年5月12日（水）9：35～10：50

人数 計16名（うち引率1名） 人数 計30名（うち引率2名）

内容 内容

番号 3 団体名 二戸市立金田一中学校 番号 4 団体名 八幡平市立田山小学校

学年 1年生 学年 3年生

日時 2010年5月28日（金）10：10～12：50 日時 2010年6月2日（水）13：30～14：00

人数 計50名（うち引率4名） 人数 計8名（うち引率2名）

内容 内容

番号 5 団体名 県立大学 番号 6 団体名 岩泉町立小本小学校

学年 3年生 学年 6年生

日時 2010年6月8日（火）17：00～18：00 日時 2010年6月10日（木）12：40～13：10

人数 計9名（うち引率1名） 人数 計6名（うち引率1名）

内容 内容

番号 7 団体名 八幡平市生活研究グループ連絡協議会 番号 8 団体名 奥州市立玉里小学校

学年 一般 学年 4年生

日時 2010年6月23日（水）10：30～11：30 日時 2010年6月25日（金）11：50～12：10

人数 27名 人数 計16名（うち引率2名）

内容 内容

番号 9 団体名 二戸市福岡小学校 番号 10 団体名 北田子供会

学年 4年生 学年 1～6年生

日時 2010年7月9日（金）10：30～11：30 日時 2010年8月1日（日）9：30～10：30

人数 計74名（うち引率4名） 人数 計23名（うち子供15名、大人8名）

内容 内容
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センター内クイズラリー　（自由見学も含）

環境学習交流センターでは訪問学習を受け付けています。展示や体験キットを使った学習の他、クイズや工作など、楽しみながら環境について学べ
るプログラムを用意しています。

●訪問学習 ●訪問学習 ●訪問学習 ●訪問学習 

もてるかな？、自転車発電体験、手回し発電体験、自由見学

image

環境学習交流センターおよび岩手県地球温暖化防止活動推
進センターの紹介、質疑応答

image

紙芝居「地球がたいへんだぁ～！！」、自由見学

image

image

地球環境についてグループワーク。グループ毎にテーマに
沿った調べ学習。導入に、センターの活用方法（資料の貸出
等）について説明を行った。

紙芝居「ももたろう」、環境クイズ、もてるかな？、自由見学

imageimage

もてるかな？、未来はかえられる、身近なエコの紹介（エコラ
イフアンケート）、CO2ダイエット日記と倶楽部の紹介

imageimage

もてるかな？、未来はかえられる、自由見学、地球温暖化防
止活動推進員 梅野 克雄先生の講話

リサイクルキャンドル作り（女子）、ドリームキャッチャー作り
（男子）、自由見学

紙芝居「地球がたいへんだぁ～！！」、もてるかな？、自転
車発電

image



番号 11 団体名 大館西子ども会 番号 12 団体名 上田児童保育クラブ

学年 1～3年生 学年 1～6年生

日時 2010年8月5日（木）9：50～11：00 日時 2010年8月9日（月）10：00～11：00

人数 計22名（うち子供13名、大人9名） 人数 計34名（うち引率4名）

内容 内容

番号 13 団体名 盛岡市立緑が丘小学校 番号 14 団体名 滝沢村立滝沢東小学校

学年 6年生 学年 2年生

日時 2010年9月6日（月）10：30～11：30 日時 2010年9月7日（火）13：40～14：40

人数 計101名（うち引率3名） 人数 計62名（うち引率5名）

内容 内容

番号 15 団体名 盛岡市立杜陵小学校 番号 16 団体名 矢巾町立不動小学校

学年 6年生 学年 3年生

日時 2010年9月17日（金）10：00～11：00 日時 2010年10月5日（火）9：20～10：50

人数 計66名（うち引率2名） 人数 計46名（うち引率2名）

内容 内容

番号 17 団体名 上野法律ビジネス専門学校 番号 18 団体名 盛岡市立大新小学校

学年 2年生 学年 2年生

日時 2010年10月26日（火）13：40～15：00 日時 2010年11月2日（火）9：30～11：30

人数 27名 人数 計108名（うち引率4名）

内容 内容

番号 19 団体名 陸前高田市立横田小学校 番号 20 団体名 盛岡市立河北小学校

学年 5年生 学年 5年生

日時 2010年11月9日（火）10：30～11：00 日時 2010年11月19日（金）13：00～14：00

人数 計12名（うち引率3名） 人数 計35名（うち引率4名）

内容 内容

image

-17-

アイーナの森たんけん（秋）、自由見学

もてるかな？、自転車発電体験、自由見学、まとめ

image

センターについての簡単な説明、自由見学 紙芝居「地球がたいへんだぁ～！！」、自由見学

紙芝居「地球がたいへんだぁ～！！」、自由見学

image

①学生によるパワーポイント発表（4名）と、それに対するアド
バイス　②環境のはなし･･･事前に送っていただいた質問項
目に対話形式で回答　③感想記入

image

もてるかな？、手回し発電、自由見学

image

もてるかな？、地球温暖化防止活動推進員 梅野 克雄先生
のお話

image

紙すき体験、自由見学

image

もてるかな？、みつろうキャンドル作り、自由見学

image

imageimage



番号 21 団体名 一関エネルギービジョン策定委員会 番号 22 団体名 宮古市立小国小学校

学年 一般 学年 3～4年生

日時 2010年11月22日（月）14：00～15：00 日時 2010年11月　30日（火）10：40～12：10

人数 15名 人数 計9名（うち引率1名）

内容 内容

番号 23 団体名 盛岡市立仙北小学校 番号 24 団体名 盛岡市立太田小学校

学年 2年生 学年 5年生

日時 2010年12月2日（木）10：15～11：30 日時 2010年12月2日（木）12：00～13：00

人数 計147名（うち引率5名） 人数 計15名（うち引率1名）

内容 内容

番号 25 団体名 滝沢村　環境講座「エコ教室」参加者 番号 26 団体名 岩手県立盛岡視覚支援学校

学年 一般 学年 1～2、5～6年生

日時 2010年12月4日（土）10：40～11：30 日時 2010年12月9日（木）9：50～10：50

人数
環境講座「エコ教室」参加者9名、
滝沢村役場2名（計11名）

人数 計10名（うち引率5名）

内容 内容

番号 27 団体名 駅前新町子ども会 番号 28 団体名 盛岡市好摩地区公民館

学年 小学校1～6年生 学年 小学校1～6年生

日時 2010年12月18日（土）10：15～12：00 日時 2011年1月7日（金）10：30～11：30

人数 計22名（うち引率7名） 人数 計18名（うち引率3名）

内容 内容

番号 29 団体名 撫子児童クラブ 番号 30 団体名 盛岡市立生出児童館

image 学年 小学校1～4年生 image 学年 小学校1～6年生

日時 2011年1月14日（金）10：00～11：00 日時 2011年2月21日（月）14：00～15：30

人数 計38名（うち引率5名） 人数 計32名（うち引率2名）

内容 内容
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image

image

imageimage

image

環境紙芝居「ももたろう」　、いろんな木の実をさわってみよう
、森の工作館

アイーナの森たんけん（冬）、もてるかな？、自由見学

リサイクルキャンドル作り、自由見学、もてるかな？
紙芝居「地球がたいへんだ～！」、アイーナの森たんけん
（春）.、みつろうキャンドル作り

リサイクルキャンドル作り、ごみっしょんいんぽっしぶる

image

岩手県地球温暖化防止活動推進センターの紹介、うちエコ診
断事業についての説明

アイーナの森たんけん（冬）、みつろうキャンドル作り（イベント
PRも含む）、自由見学

image

アイーナの環境配慮設備についての説明、リサイクルキャン
ドル作り、100万人のキャンドルナイトinいわて2010－冬至編
－PR、自由見学

自由見学

image

紙芝居「地球がたいへんだ～！」、自由見学



こどもエコクラブ交流会こどもエコクラブ交流会こどもエコクラブ交流会こどもエコクラブ交流会 … 県内のクラブ同士の交流と子供達の自然体験の場として年2回開催しています。

1111 イベント名等

日時 2010年11月27日(土) 10:30～16:00

場所 田野畑村 机浜番屋群 周辺施設等

参加者数 県内エコクラブ23名 一般4名

講師 ＮＰＯ法人たのはたネットワークの皆さん 地元のお母さん方 等

内　容

2222 イベント名等

日時 2011年2月20日(日) 10:00～16:00

場所 盛岡市 都南つどいの森

参加者数 県内エコクラブ26名 一般2名

講師 森林インストラクター 市原裕子氏 浜津ミサノ氏

内　容

こどもエコクラブNEWSいわてこどもエコクラブNEWSいわてこどもエコクラブNEWSいわてこどもエコクラブNEWSいわて … 交流会や県内の活動の様子、イベント情報などを年2回発信しています。

Vol.11Vol.11Vol.11Vol.11

●平成22年12月発行

・こどもエコクラブ交流会in田野畑村
　『たのsea!おいsea!海ツアー』 ～交流会スナップ・みんなの感想～
・いろんな石のふしぎ
・県内のエコクラブの紹介 久慈市:日野沢こどもエコクラブさん
・環境学習交流センターから
・2011年冬のイベント情報

Vol.12Vol.12Vol.12Vol.12

●平成23年4月発行 ※地震の影響により3月発行予定より延期

・こどもエコクラブ交流会in都南つどいの森
　『雪どけ・春待ち 森林ツアー』 ～交流会スナップ・みんなの感想～
・シロツメクサで遊ぼう!
・県内エコクラブの紹介 雫石町:わーくてんばーさん
・環境学習交流センターからイベントのご案内

県内で活動するこどもエコクラブ会員の活動を支援したりクラブ同士の交流の場を設けたりしながら、ネットワークの構築を目指します。

●いわてこどもエコクラブネットワークの構築●いわてこどもエコクラブネットワークの構築●いわてこどもエコクラブネットワークの構築●いわてこどもエコクラブネットワークの構築

image

●10:10～10:40 アイスブレーク … 市場調査、ジャンケン等
●10:40～11:00 牛乳アイスクリームの仕込み
●11:00～12:00 アニマルトレッキング(スノーシュー体験)
●12:00～13:00 昼食
●13:00～16:00 そり遊びと雪上運動会 … 収穫リレー、雪あて、バベルの塔等

image

●10:45～12:00 鮭の調理体験「焼き鮭とイクラの親子丼とあら汁作り」
●12:00～13:00 昼食
●13:00～14:30 浜辺トレッキング～洞窟探検
●14:45～15:45 浜辺ネイチャーゲーム　…　番屋群周辺での石パズル、色さがしゲーム等

こどもエコクラブ交流会in田野畑村 『たのsea(しー)!おいsea(しー)!海ツアー!!』

こどもエコクラブ交流会in都南つどいの森 『雪どけ・春待ち 森林ツアー』
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●環境アドバイザーの派遣●環境アドバイザーの派遣●環境アドバイザーの派遣●環境アドバイザーの派遣

主催者 奥州市水沢区食生活改善推進員協議会 アドバイザー 村上 末子

対象

主催者 雫石町環境対策課 アドバイザー 小赤澤 直子

対象

主催者 NPO法人エコ・スタディいさわ アドバイザー 千葉 嘉彦

対象

主催者 藤根地区交流センター アドバイザー 瀬川 強

対象

主催者 一関市立小梨公民館 アドバイザー 本多 サト子

対象

主催者 一戸町総務部まちづくり課 アドバイザー 髙橋 正一

対象

主催者 奥州市市民環境部生活環境課 アドバイザー 若生 和江

対象

主催者 宮古市中央公民館 アドバイザー 菅原 省司

対象

研修会 藤島のフジと奥州街道散策の旅

テーマ 自然散策（一戸町　藤島のフジ）

内容 草木の観察、遺産巡り

テーマ 古着、着物のリフォーム

内容 古着を使ったリバーシブルベスト作り

実施日 5／30（日）
22名

内容 北限の雪椿の観察

実施日 5／25（火）
22名

研修会 せんまや里山塾「古着（古布）を使ったリフォームコース」

実施日 5／20（木）
21名

研修会 成人講座「春の自然観察会」

テーマ 自然散策（西和賀町　白木峠）

研修会 第94回　水の森楽園「新緑の森散策会」

テーマ 自然散策（奥州市　つぶ沼・横岳下・いさわ橋）

内容 ●ブナ林、カタクリ群生、山さくら、ブナ、ミズナラの観察●山菜、バッケ摘み

テーマ 牛乳パックのリサイクル

内容
リサイクル体験を通した環境保全についての講話
＜主な内容＞●森林資源の大切さ●地球温暖化問題

実施日 5／16（日）
16名

内容

実施日 5／8（土）
雫石学童クラブ　31名

研修会 牛乳パック灯篭づくり

データと実践に基づいた講話
＜主な内容＞●地球温暖化の現状●環境家計簿●リサイクル運動の展開
（食廃油セッケンづくり、5Rの紹介）●交通機関の利用について考える●食生活を考える

4／27（火）
80名

研修会 平成22年度水沢区食生活改善推進員協議会育成研修会

テーマ 地球温暖化（現状と自分たちにできること）

県民の方が環境問題に関する研修会等を開催する場合に、その研修会の講師として環境アドバイザーを派遣しています。

実施日

テーマ 自然散策（陸中海岸国立公園内　潮吹穴～松月浜）

内容
自然散策を通した環境意識の啓発
＜主な内容＞●地球におきている現象について●トレッキングマナーについて
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内容

実施日 6／3（土）
26名

研修会 平成22年度　中央公民館事業「エコらいふツアー　シーサイドトレッキング～海と花をたずねて～」

資料等に基づいた講話、体験
＜主な内容＞●エネルギーのかばん（体験ツール）●奥州市のごみ・リサイクルについ
て●ごみを減らそう大作戦！（アイディアの書き出し）●学習シート（ふりかえり）

実施日 6／3（木）
奥州市立水沢南小学校　123名

研修会 小学校4年生を対象としたごみ・リサイクルに関する環境学習会

テーマ ごみ・リサイクル



主催者 大槌小鎚地域環境保全の会 アドバイザー 千葉 和

対象

主催者 特）里山自然学校はずみの里 アドバイザー 瀬川 強

対象

主催者 西和賀町立沢内第一小学校 アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 一関市立小梨公民館 アドバイザー 本多 サト子

対象 13人

主催者 西和賀町立沢内第一小学校 アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 奥州市市民環境部生活環境課 アドバイザー 若生 和江

対象

主催者 盛岡市渋民公民館 アドバイザー 大友 晃

対象

主催者 とうわ野鳥の会 アドバイザー 佐井 守

対象

せんまや里山塾「古着（古布）を使ったリフォームコース②」研修会

テーマ 古着、着物のリフォーム

内容 ブナの森の水源涵養や生態系、産金の歴史についての学習

実施日 6／7（月）

内容 ●古着を使ったリバーシブルベストや帽子作り●わかめの中芯を使った保存食クッキング

テーマ 和賀川について

内容
資料や標本を用いた座学
＜主な内容＞●和賀川にいる魚の種類や虫、生態系について●湯田ダムの働きについて

実施日 6／14（月）

10名

研修会 総合的な学習の時間「和賀川について調べよう」

実施日 6／5（土）
15名

研修会 ブナの森の自然観察と産金の歴史

テーマ 自然散策（西和賀町　和賀川流域）

研修会 平成22年度大槌小鎚地域環境保全の会総会

テーマ 自然体験、環境保全の取り組み

内容
遠野エコネットの活動紹介から身近な自然環境を守る取り組みについての講話
＜主な内容＞●自然観察会●育樹活動●清掃活動

実施日 6／4（金）
21名

実施日 6／16（水）
10名

研修会 総合的な学習の時間「和賀川について調べよう②」

テーマ 水生生物調査（西和賀町　和賀川）

内容

実施日 6／16（水）
奥州市立東水沢中学校　147名

研修会 中学1年生を対象としたごみ・リサイクルに関する環境学習会

●水生生物の採集の仕方、探し方のポイント指導
●水生生物の分類、観察・和賀川の水質について●生き物のつながりや命の源である水について

テーマ ごみ・リサイクル

内容
講話、寸劇、体験
＜主な内容＞●ごみの分別体験●奥州市のごみ・リサイクルについて

実施日 6／18（金）
29名

研修会 渋民公民館　成人教育　環境講座「環境アドバイザーと歩く七時雨山」

テーマ 自然散策（八幡平市　七時雨山とその周辺）

内容
登山を通して、自然や酪農に携わる人々について考える
＜主な内容＞
●七時雨山の名前の由来について（紙芝居）●樹木について（シナの樹皮の利用法など）

実施日 6／20（日）
40名

研修会 田んぼの生き物調べ

テーマ 田んぼの生き物調べ（花巻市東和町）

内容
●ヤゴ、カエル、ドジョウ、タニシ、ヒルの観察●草取り用のアイガモの観察●甲虫類の標本を用いた
説明
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主催者 盛岡市立下橋中学校 アドバイザー 千葉 喜彦

対象

主催者 吉里吉里・浪板地域環境保全の会 アドバイザー 加藤 直子

対象

主催者 西和賀町立湯本小学校 アドバイザー 瀬川 強

対象

主催者 北上市生活環境部生活環境課 アドバイザー 遠藤 政一

対象

主催者 前沢・衣川区親と教職員の会実行委員会 アドバイザー 瀬川 強

対象

主催者 大槌小鎚地域環境保全の会 アドバイザー 千葉 和

対象

主催者 大槌小鎚地域環境保全の会 アドバイザー 坂下 洋子

対象

主催者 一関市立小梨公民館 アドバイザー 本多 サト子

対象

主催者 大槌小鎚地域環境保全の会 アドバイザー 千葉 和

対象

実施日 6／24（木）
84名

研修会 「森は海の恋人」体験学習事前学習

テーマ 海につながる森づくり

内容

実施日 6／25（金）
30名

日本の森林の実態や日本の植生、生物の変化についての講話

研修会 平成22年度吉里吉里・浪板地域環境保全の会総会

テーマ 環境保全・地球温暖化防止の取り組み

内容 釜石地域における活動状況や子どもとの接し方についての講話

実施日 6／25（金）
15名

研修会 女神山並びに白糸の滝周辺の自然（動植物）についての講話

テーマ 女神山の動植物について

内容 女神山の動植物についてのスライドを交えた講話

実施日 6／26（土）
32名

研修会 平成22年度北上市自然散策会

テーマ 自然散策（北上市　夏油温泉周辺）

内容 夏油温泉周辺の石灰華ドームや洞窟の湯等の樹木の種類や自然環境の解説

実施日 6／27（日）
69名

研修会 第51回前沢・衣川区親と教職員の会　講演会

テーマ 自然教育、地元の自然の実態

内容 「自然が子どもを育む」をテーマに、身近な動植物の映像を視聴しながらの講演

実施日 6／29（火）
28名

研修会 平成22年度大槌小鎚地域環境保全の会総会　川の環境塾「水生生物調査」

テーマ 水生生物調査（大槌町　小鎚川）

内容 水生生物の採取及び分類、観察

実施日 6／29（火）
28名

研修会 平成22年度大槌小鎚地域環境保全の会総会　川の環境塾「水生生物調査」

テーマ 水生生物調査（大槌町　小鎚川）

内容 水生生物の採取及び分類、観察

実施日 6／30（水）
18名

研修会 せんまや里山塾「古着（古布）を使ったリフォームコース③」

テーマ 古着、着物のリフォーム

内容 古着を使った介護服作り

実施日 6／30（水）
25名

研修会 平成22年度唐丹地区流域環境保全の会

テーマ 自然体験、環境保全の取り組み

内容
遠野エコネットの活動紹介から、環境保全の取り組みや環境学習の状況についての講話
＜主な内容＞●自然観察会●育樹活動●清掃活動
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主催者 盛岡市立山岸小学校 アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 西和賀町立湯本小学校4学年PTA アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 住田町教育委員会 アドバイザー 永澤 淳一

対象

主催者 岩手県立西和賀高等学校 アドバイザー 瀬川 陽子

対象

主催者 岩手県立西和賀高等学校 アドバイザー 瀬川 強

対象

主催者 岩手県立西和賀高等学校 アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 岩手県立西和賀高等学校 アドバイザー 小田島 清

対象

主催者 八幡平市立平舘小学校 アドバイザー 安原 昌佑

対象

主催者 陸前高田市立気仙小学校 アドバイザー 千葉 喜彦

対象

実施日 7／2（金）
110名

研修会 総合的な学習の時間「中津川探検隊」

テーマ 水生生物調査（盛岡市　中津川）

内容 ●水生生物の採集の仕方、探し方のポイント指導●水生生物の分類、観察●河川敷の植物の観察

実施日 7／3（土）
28名

研修会 湯本小学校4学年親子行事「ふるさとの川を学ぶ和賀川探検」

テーマ ホタル観察（西和賀町　和賀川）

内容 ●ゴムボートでの川下り●浅瀬での水生生物の観察●ホタル観察

実施日 7／4（日）
32名

研修会 女性リーダー中央講座　第2回学習会

テーマ 地球温暖化

内容 身近なところから地球規模まで、地球温暖化についての解説

実施日 7／7（水）
35名

研修会 総合的な学習の時間

テーマ 自然散策（西和賀町　真昼指標林）

内容 ●ブナ林の特徴や、そこに生息する動植物の観察●五感を通しての自然体験

実施日 7／7（水）
35名

研修会 総合的な学習の時間

テーマ 自然散策（西和賀町　真昼指標林）

内容 ●ブナ林の特徴や、そこに生息する動植物の観察●五感を通しての自然体験

実施日 7／7（水）
36名

研修会 総合的な学習の時間

テーマ ダム見学、自然体験（西和賀町　湯田ダム・川尻貯砂ダム・弁天島・水無川）

内容
和賀川下流から上流にかけての見学、体験
＜主な内容＞●ダム見学（設置目的や歴史的背景の学習）●水生生物の採取、観察
●生活と河川の関わり、自然生態系について

実施日 7／7（水）
36名

研修会 総合的な学習の時間

テーマ ダム見学、自然体験（西和賀町　湯田ダム・川尻貯砂ダム・弁天島・水無川）

内容

実施日 7／12（月）
21名

和賀川下流から上流にかけての見学、体験
＜主な内容＞●ダム見学（設置目的や歴史的背景の学習）●水生生物の採取、観察
●生活と河川の関わり、自然生態系について

研修会 八幡平市立平舘小学校　第4学年　水生生物調査

テーマ 水生生物調査について

内容 調査方法や調査の意義についての講話　※雨天のため、河川での調査から講義に変更

実施日 7／12（月）
21名

研修会 水生生物調査

テーマ 水生生物調査（陸前高田市　気仙川）

内容 ●水生生物の採集、観察●生き物や植物についての解説
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主催者 一戸町立一戸小学校 アドバイザー 髙橋 正一

対象

主催者 岩泉町立小川小学校 アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 西和賀町立沢内第一小学校 アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 宮古市立門馬小学校 アドバイザー 泉山 博直

対象

主催者 盛岡市立中央公民館　太田分館 アドバイザー 稲見 忠行

対象

主催者 八幡平市立大更公民館 アドバイザー 大友 晃

対象

主催者 葛巻町立江刈小学校 アドバイザー 内田 尚宏

対象

主催者 ときわ女性学級 アドバイザー 八重樫 千代子

対象

主催者 七時雨ロマンの会 アドバイザー 安原 昌佑

対象

実施日 7／12（月）
27名

研修会 水生生物による水質調査

テーマ 水生生物調査について

内容
●水質調査や馬淵川の概要、水生生物や野鳥についての説明●地球温暖化防止啓発ＤＶＤ鑑賞
※悪天候のため、河川での調査から講義に変更

実施日 7／17（土）
11名

研修会 小本川の水生生物調査

テーマ 水生生物調査（岩泉町　小本川）

内容 ●標本を用いた水生生物についての講話●水生生物の採集、観察

実施日 7／20（火）
11名

研修会 総合的な学習の時間「和賀川について調べよう」

テーマ ダム見学（湯田ダム・貯砂ダム）

内容 ●坑内見学●ダムに関する説明、回答

実施日 7／20（火）
20名

研修会 黒沢川の水生生物調査

テーマ 水生生物調査（宮古市　黒沢川）

内容 ●水生生物の採取、観察●写真資料を用いた生き物の説明

実施日 7／21（水）
14名

研修会 環境教育講座「環境考える会」

テーマ 環境問題とごみ

内容
資料に基づいた講話
＜主な内容＞●典型７公害と９大地球環境問題●廃棄物問題と不法投棄●二酸化炭素と地球温暖化

実施日 7／21（水）
13名

研修会 大更公民館　趣味講座　自然満喫くらぶ

テーマ 自然散策（秋田県　乳頭山）

内容 ●山や高山植物についての講義●やさしいトレッキング術や装備、登山マナーの説明

実施日 7／21（水）
13名

研修会 水生生物調査

テーマ 水生生物調査（葛巻町　馬淵川）

内容 ●水生生物の採集、観察●生物の名前や特徴についての解説

実施日 7／23（金）
45名

研修会 ときわ女性学級

テーマ 不用品から作る小物

内容 端切れを用いたストラップ作り

実施日 7／24（土）
12名

研修会 大更公民館　イキ！イキ！自然塾「ふるさとの川をしらべよう！涼川」

テーマ 水生生物調査（八幡平市　染田川）

内容 水生生物の採集、観察
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主催者 ボーイスカウト北上5団 アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 盛岡市立下小路中学校 アドバイザー 安原 昌佑

対象

主催者 盛岡医療福祉専門学校 アドバイザー 豊留 雄二

対象

主催者 地球っ子広場・奥州 アドバイザー 内田 尚宏

対象

主催者 社団法人岩手県私立幼稚園連合会 アドバイザー 川村 晃寛

対象

主催者 花泉地域公衆衛生組合連合会 アドバイザー 内田 尚宏

対象

主催者 牡丹野子供会 アドバイザー 根子 英郎

対象

主催者 一戸町役場 アドバイザー 髙橋 正一

対象

主催者 下町町内会 アドバイザー 小赤澤 直子

対象

実施日 7／24（土）
20名

研修会 川体験

テーマ 川体験（西和賀町　和賀川）

内容 ●水生生物の採集、観察●雨量と川の水との関係について

実施日 7／26（月）
11名

研修会 水生生物による中津川の水質調査

テーマ 水生生物調査（盛岡市　中津川）

内容 ●水生生物についての講話●水生生物の採集、観察●川魚の試食

実施日 7／27（火）
16名

研修会 総合演習「地球環境」スクーリング

テーマ 子どもの自然体験

内容 幼児、児童を対象とした自然体験の事例紹介

実施日 7／28（水）
24名

研修会 親子で楽しむカヌー体験

テーマ 川体験（奥州市　水辺の楽校）

内容 ●ライフジャケットの着用の仕方、救助ロープの掴まり方の指導●カヌー体験●ゴムボート体験

実施日 7／28（水）
78名

研修会 平成22年度（社）岩手県私立幼稚園連合会第１回教員研修会及び新任教諭研修会

テーマ 自然物を使った工作

内容 葉っぱや木の実を用いた工作

実施日 7／29（木）
8名

研修会 花と泉のふるさと環境塾（こども塾）

テーマ 川体験（一関市　金流川）

内容 ●水生生物調査●カヌー教室

実施日 7／31（土）
30名

研修会 牡丹野子供会及び牡丹野地区資源保全推進活動組織　滝名川の水生生物かんさつ会

テーマ 水生生物調査（紫波町　滝名川）

内容 上下流2か所の生物採集、観察、スケッチ

実施日 7／31（土）
13名

研修会 高原の風と奥州街道散策の旅

テーマ 自然散策（一戸町　奥中山地区内の奥州街道）

内容 自生する植物の観察

実施日 7／30（金）
60名

研修会 下町町内会夢あかり作り

テーマ 夢あかり作り

内容 ●紙粘土を使った灯篭作り●「もったいない」についてのお話
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主催者 加賀野二丁目子供会 アドバイザー 川村 晃寛

対象

主催者 下町町内会 アドバイザー 小赤澤 直子

対象

主催者 黒岩自治振興会 アドバイザー 小田島 清

対象

主催者 特定非営利活動法人　奥州・いわてＮＰＯネット アドバイザー 川田 昌代

対象

主催者 永井まちづくりの会　せせらぎ隊 アドバイザー 千葉 喜彦

対象

主催者 西和賀町立湯本小学校湯本地区PTA アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 岩手町中央公民館 アドバイザー 内田 尚宏

対象

主催者 種市放課後児童クラブどりーむキャンパス アドバイザー 泉山 博直

対象

主催者 和賀地区自治協議会 アドバイザー 瀬川 陽子

対象

実施日 8／3（火）
10名

研修会 夏休み木工教室

テーマ 自然物を使った工作

内容 葉っぱや木の実を用いた工作

実施日 8／4（水）
60名

研修会 下町町内会夢あかり作り

テーマ 夢あかり作り

内容 ●紙粘土を使った灯篭作り●「もったいない」についてのお話

実施日 8／4（水）
22名

研修会 少年少女学級「白山わいわい塾」他地区交流会

テーマ 水生生物調査（北上市　黒岩地区）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 8／4（水）
25名

研修会 人首川　水生生物・水質調査　体験

テーマ 水生生物調査（奥州市　人首川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 8／4（水）
45名

研修会 水生生物調査

テーマ 水生生物調査（盛岡市　多賀神社前　鴨助堰）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 8／5（木）
32名

研修会 レッツゴー川下りで自然マンキツ

テーマ 川下り（西和賀町　和賀川）

内容
●ゴムボートでの川下り●溺れた場合の対処方法、救助方法について●水生生物の観察
●標本や図を使っての生物の解説

実施日 8／5（木）
42名

研修会 里川キャンプ

テーマ 川体験（岩手町　丹藤川）

内容 ゴムボート体験、カヌー体験

実施日 8／5（木）
15名

研修会 みつけよう！川の生きもの

テーマ 水生生物調査（洋野町　川尻川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 8／7（土）
28名

研修会 自然観察会とキャンプ

テーマ 自然体験、キャンプ（西和賀町　銀河高原）

内容 ●森林散策●川のはたらきについて●石遊び●落ち葉や木の実を使った工作
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主催者 岩手県理科教育研究会並びに奥州市教育研究会 アドバイザー 千葉 嘉彦

対象

主催者 八幡平市大更公民館 アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 盛岡市立下橋中学校 アドバイザー 内田 尚宏

対象

主催者 陸前高田市立下矢作小学校 アドバイザー 大内 浩生

対象

主催者 一戸町立一戸南小学校 アドバイザー 髙橋 正一

対象

主催者 盛岡市立下橋中学校 アドバイザー 内田 尚宏

対象

主催者 盛岡市立下橋中学校 アドバイザー 内田 尚宏

対象

主催者 一関市立室根西小学校 アドバイザー 阿部 慶元

対象

主催者 一関市立猿沢公民館　白菊学級 アドバイザー 本多 サト子

対象

実施日 8／9（月）
20名

研修会 岩手県理科教育研究会（実地研修会）並びに奥州市教育研究会合同研修会

テーマ 自然散策（奥州市　胆沢ダム学習館、つぶ沼周辺）

内容 ●ダムと遺跡についての学習●樹木の説明

実施日 8／10（土）
16名

研修会 大更公民館　イキ！イキ！自然塾「ダム湖探検　松川から北上川へ」

テーマ ダムと水資源、水生生物調査（盛岡市　四十四田ダム）

内容
●ダム湖とダム探検●ビデオ鑑賞●ダムと水資源について●水生生物調査
●虫の標本から見る水生生物について

実施日 8／19（木）
80名

研修会 川体験学習事前講演会

テーマ 川の役割について

内容 ●自然環境における川の役割についてのスライド上映●川の安全について

実施日 8／20（金）
14名

研修会 矢作川水生生物調査

テーマ 水生生物調査（陸前高田市　矢作川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 8／24（月）
23名

研修会 水生生物による水質調査

テーマ 水生生物調査（一戸町　馬淵川）

内容 ●馬淵川の概要、川や自然環境に関する説明●水生生物の採集、観察

実施日 8／24（火）
82名

研修会 川体験学習

テーマ 水生生物調査（盛岡市　中津川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 8／25（水）
82名

研修会 川体験学習

テーマ 水生生物調査（盛岡市　中津川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 8／26（木）
17名

研修会 水生生物調査

テーマ 水生生物調査（一関市　津谷川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 8／26（木）
19名

研修会 白菊学級「リフォーム教室」

テーマ 古着のリフォーム

内容 古着を使ったベストとつんぬき作り
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主催者 奥州市立白鳥小学校　大袋子ども会 アドバイザー 瀬川 強

対象

主催者 雫石町立雫石小学校　5学年 アドバイザー 内田 尚宏

対象

主催者 雫石町立雫石小学校　5学年 アドバイザー 千葉 喜彦

対象

主催者 紫波町立赤沢小学校 アドバイザー 小田 拓美

対象

主催者 久慈市立繋小学校 アドバイザー 泉山 博直

対象

主催者 八幡平市立平舘小学校 アドバイザー 安原 昌佑

対象

主催者 陸前高田市立米崎小学校 アドバイザー 千葉 喜彦

対象

主催者 雫石町立安庭小学校 アドバイザー 内田 尚宏

対象

主催者 西和賀町立沢内第一小学校 アドバイザー 佐井 守

対象

実施日 8／28（土）
42名

研修会 5・6年PTA親子キャンプ

テーマ 自然散策（奥州市　衣川青少年旅行村）

内容 五感を使った森林での体験

実施日 8／30（月）
62名

研修会 水生生物調査

テーマ 水生生物調査（雫石町　竜川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 8／30（月）
62名

研修会 水生生物調査

テーマ 水生生物調査（雫石町　竜川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 8／31（火）
10名

研修会 赤沢川～水生生物による水質調査

テーマ 水生生物調査（紫波町　赤沢川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 9／3（金）
6名

研修会 水生生物調査

テーマ 水生生物調査（校内のビオトープ）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 9／6（月）
23名

研修会 赤川の水生生物調査

テーマ 水生生物調査（八幡平市　赤川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 9／7（火）
22名

研修会 米崎小学校水生生物調査

テーマ 水生生物調査（陸前高田市　浜田川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 9／8（水）
24名

研修会 水生生物調査

テーマ 水生生物調査

内容 水生生物の採集、観察

実施日 9／8（水）
10名

研修会 総合的な学習の時間「和賀川について調べよう」

テーマ 川下り、水生生物調査

内容 ●ゴムボートでの川下り●水生生物の採集、観察
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主催者 西和賀町立湯本小学校5学年PTA アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 金ヶ崎町総合政策課 アドバイザー 小赤澤 直子

対象

主催者 水沢公民館 アドバイザー 川辺 弥生

対象

主催者 奥州市立水沢小学校 アドバイザー 千葉 嘉彦

対象

主催者 一関市立猿沢公民館　白菊学級 アドバイザー 本多 サト子

対象

主催者 一関市立田河津小学校 アドバイザー 川田 昌代

対象

主催者 一関市立田河津小学校 アドバイザー 阿部 慶元

対象

主催者 盛岡市立山岸小学校 アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 西和賀町立湯本小学校 アドバイザー 佐井 守

対象

実施日 9／11（土）
24名

研修会 湯本小学校5学年親子行事「ふるさとの川を見つめよう～ふるさとの宝さがし～」

テーマ 川下り、水生生物調査

内容 ●ゴムボートでの川下り●水生生物の採集、観察

実施日 9／13（月）
11名

研修会 ゆめあかり作成

テーマ ゆめあかり作り

内容 ●紙粘土を使った灯篭作り●「もったいない」についてのお話

実施日 9／14（火）
10名

研修会 Myエコ講習　3回目

テーマ 廃油石けん作り

内容 ●廃油石けん作り●広告ブローチ作り

実施日 9／14（火）
38名

研修会 水生生物による川の水質調査

テーマ 水生生物調査

内容 水生生物の採集、観察

実施日 9／14（火）
21名

研修会 白菊学級「リフォーム教室②」

テーマ 古着のリフォーム

内容 ●古着を使ったベストとつんぬきの仕上げ●リフォーム帽子作り

実施日 9／15（水）
25名

研修会 川の生き物探検をしよう～水生生物調査をしよう～

テーマ 水生生物調査（一関市　林川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 9／15（水）
25名

研修会 川の生き物探検をしよう～水生生物調査をしよう～

テーマ 水生生物調査（一関市　林川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 9／21（火）
109名

研修会 総合的な学習の時間「中津川探検隊」

テーマ 水生生物調査（盛岡市　中津川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 9／24（金）
73名

研修会 ふるさとの川を知ろう

テーマ 和賀川水系を中心とした魚や生き物、自然のようすについて

内容 映像資料や標本を用いた講話

-29-



主催者 湯本小学校区教育振興会 アドバイザー 佐井 守

対象

主催者 盛岡市渋民公民館 アドバイザー 大友 晃

対象

主催者 滝沢村教育研究会理科班 アドバイザー 斉藤 文男

対象

主催者 一関市千厩地域公衆衛生組合連合会 アドバイザー 建部 信

対象

主催者 奥州市立前沢保育所 アドバイザー 川田 昌代

対象

主催者 株式会社ストック アドバイザー 近谷 正広

対象

主催者 一関市立猿沢公民館　白菊学級 アドバイザー 本多 サト子

対象

主催者 社団法人　大船渡市シルバー人材センター アドバイザー 本多 サト子

対象

主催者 社団法人　大船渡市シルバー人材センター アドバイザー 本多 サト子

対象

実施日 9／25（日）
24名

研修会 ふるさと探検「ふるさとの川を見つめよう」

テーマ 和賀川水系の自然観察、水生生物調査（西和賀町　和賀川）

内容 ●和賀川水系の自然観察●水生生物の採集、観察

実施日 9／29（水）
25名

研修会 渋民公民館　成人教育　環境講座「環境アドバイザーと歩く須川岳」

テーマ 岩手・宮城内陸地震が栗駒山に及ぼした影響（一関市　栗駒山）

内容 登山を通じた自然観察及び自然保護に繋がる研修

実施日 9／29（水）
15名

研修会 滝沢村教育研究会　理科班　第2回班別研修会

テーマ 岩手の森林の現状

内容 岩手の森林の現状についての解説

実施日 10／8（金）
80名

研修会 平成22年度千厩地域環境セミナー

テーマ 農薬と化学肥料

内容 実践を伴った農薬と化学肥料についての講話

実施日 10／14（木）
55名

研修会 4歳児保育参観「親子でネイチャーゲームを楽しむ」

テーマ ネイチャーゲーム（奥州市　お物見公園）

内容 自然の中での宝探し、カメラゲームなど

実施日 10／16（土）
100名

研修会 ドコモ岩手網張の森　自然観察会

テーマ 親子で楽しむネイチャーゲーム

内容 しぜんのだいすき　だいじさがし

実施日 10／18（月）
17名

研修会 白菊学級「リフォーム教室③」

テーマ 古着を使ったリフォーム

内容 古着を使ったエコバック作り

実施日 10／20（水）
12名

研修会 シルバーリフォーム講座①

テーマ 古着を使ったリフォーム

内容 古着を使った帽子とベスト作り

実施日 10／28（木）
10名

研修会 シルバーリフォーム講座②

テーマ 古着を使ったリフォーム

内容 古着を使った帽子とベストの仕上げ
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主催者 平泉町6区子供会 アドバイザー 阿部 慶元

対象

主催者 滝沢村　環境課 アドバイザー 渡邊 彰子

対象

主催者 一関市立室根公民館 アドバイザー 本多 サト子

対象

主催者 一関市立室根公民館 アドバイザー 本多 サト子

対象

主催者 滝沢村　環境課 アドバイザー 鈴木 千里

対象

主催者 奥州めぐみネット アドバイザー 瀬川 強

対象

主催者 水沢地域婦人団体協議会 アドバイザー 建部 信

対象
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実施日 10／30（土）
14名

研修会 自然観察

テーマ 水生生物調査（平泉町　太田川）

内容 水生生物の採集、観察

実施日 11／6（土）
10名

研修会 平成22年度環境活動者養成講座「エコ教室」第１回目

テーマ 3R、簡単エコクッキング

内容 ●3Rについての講話●簡単エコクッキングを学ぶ調理実習

実施日 11／12（金）
14名

研修会 平成22年度女性ふれあいセミナー（リフォーム教室第2回）

テーマ リフォーム教室

内容 古着を使ったズボン作り

実施日 11／26（金）
16名

研修会 平成22年度女性ふれあいセミナー（リフォーム教室第2回）

テーマ リフォーム教室

内容 ●古着を使ったズボンの仕上げ●エプロン、帽子、ベスト作り

実施日 12／18（土）
12名

研修会 平成22年度環境活動者養成講座「エコ教室」第2回目

テーマ エコな家事、マイ箸作り

内容 ●エコな家事の工夫についての講話●マイ箸作り実習

エコライフ生活学校

実施日 3／5（土）
60名

研修会 奥州めぐみネット会員研修

テーマ 自然環境保全について

テーマ 環境にやさしい生活

内容
実践に基いた講話
＜主な内容＞●CO2削減のため今やるべきこと●安全安心な食生活の知恵
●たばこの害と自動販売機について

内容 岩手の自然の素晴らしさとその保全の重要性についての写真資料を用いた講話

実施日 3／9（水）
16名

研修会



番号 1 イベント名等 第3回もりおか星まつり　（いわて星空フェスタ2010）

主催団体 もりおか星まつり事務局

日時 2010年4月24日(土)～25日（日）　10:00～16:00

場所 イオン盛岡南ショッピングセンター　センターコート

参加者数 621名

内容

番号 2 イベント名等 第39回もりおか環境緑化まつり

主催団体 もりおか環境緑化まつり実行委員会

日時 2010年4月27日(火)～29日（木）　10:00～16:00

場所 盛岡城跡公園（岩手公園）広場

参加者数 約370名

内容

番号 3 イベント名等 宮古ビジターセンター　オープンイベント

主催団体 宮古ビジターセンター

日時 平成22年5月2日（日）　11：00～14：30

場所 宮古ビジターセンター運営協議会

参加者数 約50名

内容

番号 4 イベント名等 肴町こどもフェスティバル2010ゴーゴーキッズ

主催団体 盛岡市肴町商店街振興組合青年部4S会

日時 2010年5月5日(水)　11:00～15:00

場所 ホットライン肴町

参加者数 約190名

内容

番号 5 イベント名等 りんごの花まつり

主催団体 りんごの花まつりコンサート実行委員会

日時 2010年5月16日(日)　10:00～15:00

場所 うわのりんご園

参加者数 約50名

内容

番号 6 イベント名等 2010緑のフェスティバル　みどりと水と食の祭典

主催団体 みどりを守り育てる岩手県民会議

日時 2010年5月23日（日）　10:00～15:00

場所 盛岡市中ノ橋　中津川河川敷

参加者数 約600名

内容

●出張環境学習会●出張環境学習会●出張環境学習会●出張環境学習会

環境学習広報車『エコカーゴ』に環境学習キット等を積んで、県内のイベント・学校の授業等に出張しています。

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：エコカーゴ・ソーラーパネル・風力発電展示、ソーラークッカー、手回し発電体験、資料コーナー

image

テーマ：おまかせ
内容：エコカーゴ展示、ソーラークッカー、もてるかな？、木の木琴、手回し発電体験、フードマイレージ

image

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー、自然環境、その他
内容：エコカーゴ・パネル展示、手回し発電体験、もてるかな？（=「エネルギーのかばん」）

image

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー、自然環境・自然体験
内容：ソーラーパネル・風力発電展示、もてるかな？、手回し発電体験、木のおもちゃ、食物連鎖クイズ

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：エコカーゴ・パネル展示、手回し発電体験、クイズラリー、CO2ダイエット倶楽部・日記会員募集

image

テーマ：自然環境・地球温暖化・エネルギー
内容：手回し発電体験、もてるかな？、ソーラークッカー、木の木琴、その他
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番号 7 イベント名等 公民館事業　環境講座

主催団体 八幡平市安代地区公民館

日時 2010年5月26日(水)　10:00～11:30

場所 安代町若者センター

参加者数 24名

内容

番号 8 イベント名等 いわて5きげんライフｉｎアピオ

主催団体 ㈱テレビ岩手

日時 平成22年5月29日(土）・30日（日）　9：30～17：00

場所 アピオ（いわて産業文化会館）

参加者数 約510名

内容

番号 9 イベント名等 一戸高森高原まつり

主催団体 一戸町観光協会（一戸天文台　共催）

日時 2010年6月6日(日)　9：30～14：30

場所 一戸町　高森山高原

参加者数 88名

内容

番号 10 イベント名等 環境月間の展示

主催団体 （社）東北地域環境計画研究会

日時 2010年6月8日(火)　11:00～15:00

場所 イオン盛岡南　3Fフロア

参加者数 約50名

内容

番号 11 イベント名等 積水ハウス　住まいの夢博

主催団体 株式会社　ストック

日時 2010年6月12日（土）～13日（日）　10：00～17：00

場所 盛岡市アイスアリーナ

参加者数 約280名

内容

番号 12 イベント名等 2010ライトダウンin金ヶ崎

主催団体 金ヶ崎町　地球温暖化対策地域協議会

日時 2010年6月19日（土）　16:00～17:30

場所 金ヶ崎町街区体育館

参加者数 約63名

内容

番号 13 イベント名等 奥州市立水沢小学校　環境学習会

主催団体 主催：水沢小学校　協力：奥州市生活環境課

日時 2010年6月25日(金)　9:30～14:40

場所 水沢小学校　エコルーム

参加者数 約160名

内容
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テーマ： 地球温暖化･エネルギー
内　容：エコカーゴ・風力発電展示、もてるかな？、手回し発電体験、ソーラークッカー

image

テーマ：地球温暖化・住まい・暮らし
内容：手回し発電体験、ソーラーパネルと風力発電展示、もてるかな？

image

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：もてるかな？、岩手県地球温暖化防止活動推進員 木村廣子先生のお話、CO2ダイエット日記・倶楽部の紹介

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー、自然環境・自然体験
内容：もてるかな？、手回し発電体験、食物連鎖クイズ、資料配布

テーマ：エネルギー・生態系
内容：・手回し発電体験、ソーラークッカー、COP10（生物多様性）および岩手の絶滅危惧種についてのパネル展示、リスの巣の展示

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：45分×4クラスで、ワークシートを活用しながら地球温暖化クイズ、もてるかな？、手回し発電体験

image

テーマ：地球温暖化・地産地消
内容：・ソーラークッカー（2台）、地産地消についてのマグネットパズル、もてるかな？など



番号 14 イベント名等 クールアースデー　キャンドルナイト

主催団体 クレイジーアカデミーネットワーク

日時 2010年7月7日(水)　18:00～21:00

場所 北上　詩歌の森

参加者数 約40名

内容

番号 15 イベント名等 ソーラーフロンティア展示会

主催団体 ㈱テス東北、ソーラーフロンティア㈱

日時 2010年7月11日(日)　10:00～17:00

場所 カワトク

参加者数 約250名

内容

番号 16 イベント名等 平成22年度岩手県企業局施設見学会　環境教室

主催団体 岩手県企業局

日時 2010年7月24日（土)　①10：20～　②13：10～

場所 松尾八幡平ビジターセンター　レクチャールーム

参加者数 ①小中学生とその保護者40名　②一般40名　計80名

内容

番号 17 イベント名等 「エコ･エネ大使」第一回実践行動

主催団体 葛巻町役場　農林環境エネルギー課

日時 2010年7月27日(火)　13:30～15:00

場所 くずまき高原牧場

参加者数 33名

内容

番号 18 イベント名等 久慈川夏休み川遊び体験教室

主催団体 久慈・大川目公民館

日時 2010年7月29日(木)　13:30～15:30

場所 久慈・大川目公民館

参加者数 72名

内容

番号 19 イベント名等 岩手県環境保健研究センター「夏休み子ども講座」

主催団体 岩手県環境保健研究センター

日時 2010年7月30日(金)　13:45～14:45

場所 岩手県環境保健研究センター　大会議室

参加者数 小学生39名とその保護者　約60名

内容

番号 20 イベント名等 第4回　五葉湖畔の集い

主催団体 「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員会大船渡地区分科会

日時 2010年8月1日(日)　9:45～14:00

場所 大船渡市　五葉湖　鷹生ダム　ひころいち広場

参加者数 約80名

内容
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image

テーマ：地球温暖化・エネルギー、エコライフ
内容：エコカーゴ、手回し発電体験、みつろうキャンドル作り

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー、自然環境・自然体験
内容：ソーラーパネル・風力発電展示、ソーラークッカー、もてるかな？、手回し発電体験、クイズラリー

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：PPTを使って環境クイズ、もてるかな？、手回し発電体験、CO2ダイエット日記やイベントの紹介など

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：地球温暖化について、もてるかな？、未来は変えられる、手回し発電・自転車発電体験、自分のできる事まとめ（ワークシート使用）

image

テーマ： 地球温暖化・エネルギー、自然環境・自然体験
内　容： 手回し発電体験、風力発電体験

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー　（全体テーマ「温度」）
内容：ワークシートを使用して、地球温暖化クイズ、もてるかな？、手回し発電体験

image

テーマ：自然環境・自然体験
内容：エコカーゴ・パネル展示、森の工作館（木の実の工作）



番号 21 イベント名等 環境学習会（こどもエコクラブ）①

主催団体 遠野市環境整備部環境課

日時 2010年8月3日(火)　10:30～15:30

場所 付馬牛児童館・白岩児童館

参加者数 付馬牛30名　白岩71名　計101名

内容

番号 22 イベント名等 環境学習会（こどもエコクラブ）②

主催団体 遠野市環境整備部環境課

日時 2010年8月5日(木)　10:30～16:00

場所 綾織児童館・宮守児童館

参加者数 綾織39名　宮守60名　計99名

内容

番号 23 イベント名等 紫波町「こども夏エコ祭」

主催団体 第5回こども夏エコ祭実行委員会

日時 2010年8月8日(日)　10:00～16:00

場所 紫波町　盛岡南ショッピングセンター「NACS（ナックス）」

参加者数 約70名

内容

番号 24 イベント名等 一戸星空継続観察会

主催団体 MIACS事業団本部

日時 2010年8月10日(火)　18:00～20:00

場所 一戸町観光天文台

参加者数 約20名

内容

番号 25 イベント名等 土日環境学習講座「南極から地球がみえる」

主催団体 環境学習交流センター

日時 2010年8月21日(土)　13:30～15:00

場所 大船渡市ふるさとセンター

参加者数 約20名

内容

番号 26 イベント名等 2010ワンワールドフェスタinいわて

主催団体 花のまち交流協会

日時 2010年8月29日（日）10:00～16:00

場所 一関市花泉町　花と泉の公園

参加者数 約50名

内容
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image

テーマ：キャンドルDEストップ温暖化
内容：エコカーゴ展示、エコカーゴ説明パネル・キャンドルナイトパネル展示、手回し発電体験、みつろうキャンドル作り

テーマ：梅野克雄写真展にともなう世界5大陸の環境問題の実情解説とエコカーゴの紹介
内容：梅野克雄氏の講演会（写真展示）、エコカーゴの説明、手回し発電体験、パネル展示

image

テーマ：エネルギー
内容：エコカーゴ展示、エコカーゴ説明パネル展示、手回し発電体験、自転車発電体験、木の木琴

image

image

テーマ：鹿糠さんの講話
内容：南極観測隊に同行された時のお話

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：紙芝居、もてるかな？、太陽光・風力発電とソーラークッカーの紹介、手回し発電体験、みつろうキャンドル作り、水のお話（地球温暖
化防止活動推進員：坂下洋子氏）

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：紙芝居、もてるかな？、太陽光・風力発電とソーラークッカーの紹介、手回し発電体験、みつろうキャンドル作り、水のお話（地球温暖
化防止活動推進員：坂下洋子氏）



番号 27 イベント名等 住まエネフェスタ2010

主催団体 岩手県、他

日時 2010年9月3日(金)～5日（日）　10:00～17:00

場所 盛岡市アイスアリーナ

参加者数 約250名

内容

番号 28 イベント名等 下水道フェスタ

主催団体 財団法人岩手県下水道公社

日時 2010年9月11日(土)　10:00～15:00

場所 都南浄化センター

参加者数 約200名

内容

番号 29 イベント名等 環境にやさしい近未来エネルギーフェア2010in北上

主催団体 社団法人　岩手県高圧ガス保安協会　北上支部

日時 2010年9月12日(日)　9:00～17:00

場所 北上市・サンレック北上

参加者数 約180名

内容

番号 30 イベント名等 環境にやさしい近未来エネルギーフェア2010in宮古

主催団体 社団法人　岩手県高圧ガス保安協会

日時 2010年9月18日(土)　9:00～16:00

場所 宮古市　シートピアなあど

参加者数 約110名

内容

番号 31 イベント名等 北上市環境展

主催団体 北上市生活環境部生活環境課

日時 2010年9月19日（日）　10:00～15:00

場所 北上総合運動公園

参加者数 約400名

内容

番号 32 イベント名等 新夢基地オープン記念イベント

主催団体 種市放課後児童クラブ　どりーむキャンパス

日時 2010年9月25日(土)　13:00～16:00

場所 種市勤労青少年ホーム・新夢基地公園

参加者数 約35名

内容

番号 33 イベント名等 おでんせ・べごっこフェスタ2010

主催団体 おでんせ・べごっこフェスタ2010実行委員会

日時 2010年9月26日(日)　10:00～17:00

場所 旧下閉伊北部家畜市場（岩泉町）

参加者数 約100名

内容
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image

テーマ：エネルギー
内容：エコカーゴ・ソーラークッカー・風力発電・ソーラーパネル展示、もてるかな？、手回し発電体験、チラシ・パンフレット等配布

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー、ごみ問題
内容：手回し発電体験、風力発電展示、食物連鎖クイズ、木の木琴

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：エコカーゴ展示（屋外）、自転車発電・手回し発電体験、木の木琴、CO2ダイエット倶楽部会員募集

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：自転車発電・手回し発電体験、木の木琴、食物連鎖クイズ、資料配布

image

テーマ：エネルギー
内容：自転車発電・手回し発電体験、風力発電展示、木の木琴

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー、自然環境・自然体験
内容：紙芝居、自転車発電・手回し発電体験、木の木琴、食物連鎖クイズ、ソーラークッカー、みつろうキャンドル作り

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：自転車発電・手回し発電体験、ソーラークッカー、木の木琴、CO2ダイエット倶楽部会員募集等



番号 34 イベント名等 宮古市産業まつり（1日目）

主催団体 宮古商工会議所　建設技術部会

日時 2010年10月2日(土)　10:00～16:00

場所 宮古市総合体育館

参加者数 約300名

内容

番号 35 イベント名等 宮古市産業まつり（2日目）

主催団体 宮古商工会議所　建設技術部会

日時 2010年10月3日(日)　10:00～15:30

場所 宮古市総合体育館

参加者数 約250名

内容

番号 36 イベント名等 第36回遠野市産業まつり（1日目）

主催団体 遠野市産業まつり実行委員会

日時 2010年10月9日(土)　10：00～17:00

場所 遠野市・蔵の道ひろば

参加者数 約200名

内容

番号 37 イベント名等 第36回遠野市産業まつり（2日目）

主催団体 遠野市産業まつり実行委員会

日時 2010年10月10日（日)　10:00～15:00

場所 遠野市・蔵の道ひろば

参加者数 約150名

内容

番号 38 イベント名等 トリコロールフェスタinなにゃーと

主催団体 二戸市生活環境課　にのへエコネット

日時 2010年10月16日(土)　10：00～17：00

場所 二戸市なにゃーと

参加者数 約300名

内容

番号 39 イベント名等 流通センターふれあい文化際

主催団体 流通センター公民館

日時 2010年　10月　17日（日)　10:30～15:00

場所 矢巾町流通センター公民館

参加者数 約70名

内容

番号 40 イベント名等 第33回大船渡市産業まつり（1日目）

主催団体 大船渡市産業まつり実行委員会／大船渡市商工観光物産課

日時 2010年10月23日(土)　10:00～15:00

場所 大船渡市民体育館

参加者数 約250名

内容
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テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：みつろうキャンドル作り、クイズラリー、旬の食材当てゲーム、食物連鎖クイズ

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー、事業所の取組み
内容：手回し発電体験、ソーラークッカー、木の木琴、クイズラリー、CO2ダイエット倶楽部会員募集等

image

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー、事業所の取組み
内容：手回し発電体験、ソーラークッカー、木の木琴、クイズラリー、CO2ダイエット倶楽部会員募集等

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：エコカーゴ展示、ソーラークッカー、もてるかな？、手回し発電体験

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：みつろうキャンドル作り、クイズラリー、木の木琴、旬の食材当てゲーム

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：自転車発電・手回し発電体験、ソーラーバッタ、ふるふるライト、ソーラークッカー、パネル展示

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：ソーラークッカー、自転車発電・手回し発電体験、もてるかな？、木の木琴、ソーラーバッタ



番号 41 イベント名等 第33回大船渡市産業まつり（2日目）

主催団体 大船渡市産業まつり実行委員会／大船渡市商工観光物産課

日時 2010年10月24日(日)　10:00～15:00

場所 大船渡市民体育館

参加者数 約250名

内容

番号 42 イベント名等 しずくいし産業まつり2010

主催団体 しずくいし産業まつり実行委員会

日時 2010年10月31日(日)　9:30～16:00

場所 雫石町総合運動公園

参加者数 約200名

内容

番号 43 イベント名等 暮らし快適フェア　大感謝祭

主催団体 ㈱八木又商店

日時 2010年11月3日(水・祝)　9:00～16:00

場所 大船渡市・大船渡商工会議所

参加者数 約80名

内容

番号 44 イベント名等 やませ朝市

主催団体 やませ朝市実行委員会　（普代商工会議所、NPO法人やませデザイン会議、普代村、三陸鉄道㈱）

日時 2010年11月21日(日)　10:00～13:00

場所 普代駅アーケード内

参加者数 約100名

内容

番号 45 イベント名等 環境学習発表会　～水と緑のふるさと　「ふしぎの国の北リアス」を守るために～

主催団体 県北広域振興局　保健福祉環境部

日時 2010年12月4日(土)　13:00～15:30

場所 久地地区合同庁舎6階　大会議室

参加者数 約60名

内容

番号 46 イベント名等 ぶらり夕市

主催団体 雫石商工会物産振興会（ぶらり夕市）

日時 2010年12月18日(土)　14:00～15:30

場所 雫石町しずく館

参加者数 約50名

内容
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image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：クイズラリー、ソーラークッカー、手回し発電体験、もてるかな？

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：ソーラークッカー、自転車発電・手回し発電・風力発電体験、もてるかな？、木の木琴、食物連鎖クイズ

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：エコカーゴ展示、自転車発電・手回し発電体験、木の木琴

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：ソーラークッカー、手回し発電体験、ソーラーバッタ、もてるかな？、木の木琴、食物連鎖クイズ

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー、自然環境・自然体験
内容：エコカーゴ展示、手回し発電・風力発電体験、資料配布等

image

テーマ：地球温暖化・エネルギー
内容：手回し発電体験、キャンドルナイトPR



番号 1 イベント名等 「森川海条例を活かすこととは？－森川海条例を知り、適切な流域活動支援を考える－」（講座参加）

主催・協力 講師：古川 務氏 （岩手大学人文社会科学部環境法政策 准教授）

日時 2010年6月25日(金) 15:00～17:00

場所 盛岡市 いわて県民情報交流センター アイーナ5階 環境学習交流センター

参加者 県・関係者、環境学習交流センター関係者等 8名

内容

番号 2 イベント名等 久慈・川の自然の中で夏休み川遊び体験教室 （イベント開催）

主催・協力 久慈川の会 藤森 敏夫氏、葛巻 祐二氏

日時 2010年7月29日(木) 13:30～15:30

場所 久慈市 大川目公民館

参加者 児童など 72名

内容

番号 3 イベント名等 「森の実践ゼミナール指導者研修会」～森林環境学習を指導するうえでのポイント～ （研修会参加）

主催・協力 主催：岩手県農林水産部林業振興課 講師：古瀬 浩史氏 （自然教育研究センター取締役）

日時 2010年8月21日（土） 9:30～16:30

場所 盛岡市 都南つどいの森 森林創作実習館

参加者 関係者等 約40名

内容

番号 4 イベント名等 久慈川流域（取材）

主催・協力 取材団体：日野沢森林愛護少年団、久慈地方振興局水産部、長内川・川の会

日時 2010年9月21日（火） 11:30～14:30

場所 久慈市立日野沢小学校、久慈地方振興局、やませ土風館

参加者 －

内容

番号 5 イベント名等 久慈川流域（取材）

主催・協力 取材団体：日野沢森林愛護少年団、もぐらんぴあ（久慈地下水族館・石油文化ホール）

日時 2010年11月19日（木） 12:00～16:00

場所 久慈市立日野沢小学校、久慈国家地下石油備蓄基地トンネル利用施設 もぐらんぴあ

参加者 －

内容

番号 6 イベント名等 環境学習発表会～水と緑のふるさと「ふしぎの国の北リアス」を守るために～ （エコカーゴ出張）

主催・協力 主催：久慈市 県北広域振興局保健福祉環境部

日時 2010年12月4日（土） 13:00～15:30

場所 久慈市 久慈地区合同庁舎6階 大会議室

参加者 一般 約60名

内容
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日野沢森林愛護少年団取材、平成22年度久慈地域少年海づくり大会取材、長内川・川の会取材

藤森氏による川についてのレクチャー、久慈川に入っての水生生物調査等、自然エネルギー発電体験

image

●レクチャー＆ディスカッション …葉っぱじゃんけん、こすりだし葉っぱ図鑑等、プログラムを体験しながらの研修

発表取材、エコカーゴ展示、手回し発電機・風力発電体験、資料の配布等

image

日野沢森林愛護少年団取材、もぐらんぴあ取材

image

●流域活動支援●流域活動支援●流域活動支援●流域活動支援
「岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例」に基ずく流域基本計画により、取組を推進するためのネットワーク作りや活動のコー
ディネートや情報提供を行っています。

image

●レクチャー＆ディスカッション …森川海の条例について、COP10との関わり
●「流域環境保全の取組～森川海条例の意義について」 …国の計画などにおける流域保全、条例などによる流域保全等

image

image



番号 7 イベント名等 「森の実践ゼミナール指導者研修会」 （研修会参加）

主催・協力 主催：岩手県緑化推進委員会

日時 2011年1月10日（月） 13:00～16:30

場所 盛岡市 いわて県民情報交流センター アイーナ6階 団体活動室3

参加者 関係者等 約35名

内容

番号 8 イベント名等 「いわての森林づくりフォーラム2010」（取材）

主催・協力 主催：岩手県・いわての森林づくり県民税事業評価委員会

日時 2011年1月23日（日） 13:30～15:30

場所 盛岡市 いわて県民情報交流センター アイーナ7階 アイーナホール

参加者 一般 約120名

内容

番号 9 イベント名等 「水と緑の交流フォーラム」（取材）

主催・協力 主催：岩手県環境生活部環境生活企画室

日時 2011年1月29日（土） 13:00～16:00

場所 盛岡市 いわて県民情報交流センター アイーナ8階 804B会議室

参加者 一般 約100名

内容

番号 10 イベント名等 「けせん環境フォーラム2010～身近な環境を見つめなおそう～」 取材 （エコカーゴ出張）

主催・協力 主催：沿岸広域振興局、大船渡湾水環境保全計画推進協議会

日時 2011年1月29日（土） 13:00～16:00

場所 大船渡市 住田町農林会館大ホール

参加者 一般 約100名

内容

番号 11 イベント名等 「いわて三陸エコフェスタ2010」（エコカーゴ出張）

主催・協力 主催：沿岸広域振興局、釜石市、グリーンリンゲージ、釜石・大槌地域環境保全の会連絡会

日時 2011年2月11日（金） 10:30～16:10

場所 釜石市 釜石市民文化会館

参加者 一般 約80名

内容

番号 12 イベント名等 「いわい地域の流域連携交流会」（取材）

主催・協力 主催：きらめく水環境を保全・創造する協議会、東磐井の里・健全な水循環をめざす会、県南広域振興局

日時 2011年2月24日（木） 13:30～16:00

場所 一関市 一関地区合同庁舎3階 大会議室

参加者 一般 約60名

内容

-40-

image

ファシリテーションを導入した自己紹介、各団体からの活動内容、課題など紹介、ワークショップ等

image

オープニングＤＶＤ放映（いわての森林づくり県民税による活動事例等紹介）、活動事例紹介、パネルディスカッション

image

水と緑を守り育てる活動 知事感謝状贈呈、基調講演「流域のつながりと生物多様性」、新しい「岩手県環境基本計画」について等

image

水と緑を守る活動 知事感謝状伝達式、講演「薪から見た自然」、活動報告の概要（6団体）

image

五葉山・気仙川に関する講演、活動紹介（五葉山自然倶楽部、海と貝のミュージアム、世田米中学校）、意見交換会

image

エコカーゴ展示、パネル展示、実験キット体験コーナー、講演・事例紹介・パネルディスカッションの取材



 

 

 

 

 

 

 

 

 

●    岩手県地球温暖化防止活動推進センター岩手県地球温暖化防止活動推進センター岩手県地球温暖化防止活動推進センター岩手県地球温暖化防止活動推進センター    

 



今月のテーマ おらほの取組紹介します インタビュー

4月号
ストップ温暖化「一村一品」大作戦全国大会
＆地球温暖化を防ごう隊発表会

各市町村の活動報告　大槌町 めんこいテレビアナウンサー　千葉絢子さん

5月号
読書でCO2ダイエット
（ESD円卓会議の共同行動など）

みずさわ地域ぐるみエコネット

6月号 6月は「環境月間」です。 各市町村の活動報告　遠野市

7月号 岩手のエコ住宅事情（エコハウス関連） にのへエコネット 岩手日報記者　鹿糠敏和さん

8月号 いま、新エネ導入がアツい？ 各市町村の活動報告　金ヶ崎町

9月号 秋の行楽シーズン！お出かけ新エネスポット
北上ツインモールプラザ
地球温暖化対策地域協議会

10月号
環境にやさしい交通手段で
…「減クルマ」の取組

各市町村の活動報告　一戸町 万葉集研究家　桜川ちはやさん

11月号 やってみよう！エコ☆クッキング 久慈市地球温暖化対策地域協議会

12月号
いわてのEco-1決定！
―環境王国展レポート―

各市町村の活動報告　山田町

1月号 ～森の恵みを知ろう～森林と岩手 エコネット陸前高田 岩手大学工学部　准教授　高木浩一さん

2月号 カーボン・オフセット（J-VERなど） 各市町村の活動報告　野田村

3月号
お家でエコしよう
～暮らしのヒント大特集～

温暖化防止いわて県民会議

H22年度　メールマガジン内容　（毎月8日配信）H22年度　メールマガジン内容　（毎月8日配信）H22年度　メールマガジン内容　（毎月8日配信）H22年度　メールマガジン内容　（毎月8日配信）

●CO●CO●CO●CO2222ダイエット・マイナス８％いわて倶楽部ダイエット・マイナス８％いわて倶楽部ダイエット・マイナス８％いわて倶楽部ダイエット・マイナス８％いわて倶楽部
　岩手県に住んでいる私たち一人ひとりが「身近にできる8つのCO2ダイエット」に取組むことで地球温暖化防止につなげようという県民運動です。
岩手県では地球温暖化の主な原因であるCO2を、2010年までに「8％削減」（1990年比）することを目標としてきました。2011年3月までの会員数は、
42,793名です。

●CO●CO●CO●CO2222ダイエット日記ダイエット日記ダイエット日記ダイエット日記

岩手県版の『環境家計簿』。1か月分の電気・ガス・水道・灯油・自動車（ガソリン等）の使用量とエコチェックを入力する事で、その月の二酸化炭素
（CO2）排出量やエコライフのアドバイスが表示されるシステムです。現在までに1,900名以上の登録があります。

★専用ホームページ★専用ホームページ★専用ホームページ★専用ホームページ

お知らせやエコな情報など

インターネット環
境の無い方は郵
便での取り組みも

★入力画面★入力画面★入力画面★入力画面

★診断結果★診断結果★診断結果★診断結果
表やグラフで見
やすく表示されま
す。

携帯電話からも取り組めます。

エコハッちゃんエコハッちゃんエコハッちゃんエコハッちゃん
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主催者 真城地区町内会 推進員 工藤 一博

対象

主催者 奥州めぐみネット 生活環境部会 推進員 工藤 一博

対象

主催者 工学院大学校友会岩手県支部校友会 推進員 佐々木 勝裕

対象

主催者 安代地区公民館 推進員 木村 廣子

対象

主催者 奥州市市民環境部生活環境課 推進員 東 隆司

対象

主催者 鵜栗地域環境保全の会 推進員 坂下 洋子

対象

主催者 一関地球温暖化対策地域協議会 推進員 薄井 信次

対象

主催者 一関市立厳美公民館 推進員 徳谷 喜久子

対象
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●岩手県地球温暖化防止活動推進員派遣事業●岩手県地球温暖化防止活動推進員派遣事業●岩手県地球温暖化防止活動推進員派遣事業●岩手県地球温暖化防止活動推進員派遣事業
県民の方が地球温暖化などに関する研修会等を開催する場合に、その研修会の講師として地球温暖化防止活動推進員(推進員)派遣する事業で
す。 H21～22年度は41名の推進員が委嘱され、県内各地で講演などを行いました。

テーマ 観光地における環境美化運動の現状と課題

内容
●環境美化をどのように推進するか。啓発して行くのか。●地球環境問題の対策。●現在抱えている問題のまとめ。
●観光地としての厳美渓の保存。

実施日 6/4(金)
厳美をきれいにする会ほか環境美化運動団体の役員 15名

研修会 環境美化運動実践団体交流研修会

テーマ 地球温暖化対策

内容

実施日 5/27(木)
美容業生活衛生同業組合一関支部、協議会、一般希望者 14名

研修会 地球温暖化防止フォーラム

地球温暖化の経過と自分達の人生と重ねてかかわりを知ってもらった。協議会の会長で美
容組合の一関支部長とのパネルディスカッションで業界としての取り組み方を探った。

テーマ 環境保全・地球温暖化防止への取り組みについて

内容 豊かな自然を次世代に引き継ぐ為に

実施日 5/26(水)
環境保全の会会員、行政関係者 30名

研修会 平成22年度 鵜栗地域環境保全の会 総会

テーマ 地球温暖化・エネルギー

内容
｢地球温暖化のはなし｣・温暖化の仕組み●原因・家庭から出るCO2●特に電気との関係について説明・温暖化の影響●特
にツバルの海面上昇について映像で解説●自分たちでできる温暖化防止活動

実施日 5/26(水)
水沢南中学校1年生 253名

研修会 中学校一年生を対象とした地球温暖化防止に関する学習会 

テーマ 家庭からCO2減らしてみませんか!

内容
●温暖化メカニズム●なぜCO2の削減が必要か(温暖化の原因)●身近なところ、どこからCO2が出ているか
●どうしたらCO2を減らす事ができるか●3Rにもつながり又節約にもなるちょっとした暮らしのアイディア
 ※エコカーゴ同時出張:もてるかな？(エネルギーのかばん)、環境家計簿紹介

実施日 5/26(水)
安代地区成人 24名

研修会 公民館事業 環境講座

テーマ 地球温暖化は農業が救う

内容 ｢地球温暖化防止は農業が担えるか、地方が目指す持続可能社会｣

実施日 5/22(土)
工学院大学卒業生 13名

研修会 平成22年工学院大学校友会 総会

テーマ 地球温暖化防止に関すること

内容
1身近にある自然エネルギーの紹介
2実際の見学
3質疑応答

実施日 5/17(月)
奥州めぐみネット生活環境部会会員及び事務局職員 15名

研修会 地球温暖化防止に関する施設見学及び学習会

テーマ 自然エネルギーの見学

内容
再生エネルギーを使わなければ地球の温暖化を防止することは出来ない。そのためにここ
にある全ての自然エネルギーを使っている。雪、風、太陽、地下水、地熱、雨水、薪を説明
し、その効果を体感させた。

実施日 4/29(木)
真城地区にお住まいの方 15名

研修会 自然エネルギーの勉強会



主催者 一関市立厳美公民館 推進員 薄井 信次

対象

主催者 株式会社ストック 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 株式会社ストック 推進員 坂下 洋子

対象

主催者 紫波町ごみ減量女性会議 推進員 木村 廣子

対象

主催者 ふれあい飯下 推進員 高橋 良和

対象

主催者 奥州市市民環境部生活環境課 推進員 東 隆司 

対象

主催者 雫石町環境対策課 推進員 高橋 良和

対象
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テーマ 地球温暖化について

内容

実施日 6/19(土)
小学生とその保護者 65名

研修会 キャンドルナイト2010in雫石

●これって環境にやさしいの？クイズ。ご飯を残さず全部食べる。スイカを冬でも食べたい。
など5問を答えてもらうゲーム感覚とした。 ●環境は自分で考えることが大事。その考えるポ
イントは、家を中心において、家に入る前(インプット)の状態、家から出た(アウトプット)状態の
3つを押さえること。例えば、アウトプットで、ゴミを減らすには、分別しかない。前の段階だと
考える幅が広がる。 ●環境にやさしいものの紹介。テッシュペーパーとトイレットペーパーの
事例から、テッシュペーパーを1回使ってゴミにするのはもったいない。再生紙から作るトイ
レットペーパーは、環境にやさしいので、それをテーブルで使うアイディアの紹介。口笛の事
例、もともと体にあるものなので、製造ｴﾈﾙｷﾞｰはゼロ。不要になったからといって、ゴミにも
出来ない。他の楽器のように運搬の手間もない。また音は、肺で不要になった空気を、音を
出すために利用、その後はクリーンのまま排出する、等の説明をして、4曲演奏。そして始め
て、アンコールも頂いた。最後に、話のポイントを繰り返し話した。

テーマ ｢ごみ・リサイクル｣に関連した｢地球温暖化・エネルギー｣の話

内容
テーマ｢みんなで考えよう!｣
●循環型社会について、3Rや｢もったいない｣を交えながら説明●地球温暖化の仕組み、原因 ・家庭から排出される二酸化
炭素の量、排出源等●自分たちでできる温暖化防止活動

実施日 6/16(水)
東水沢中学校1年生 147名

研修会 中学1年生を対象としたごみ・リサイクルに関する環境学習会

テーマ 地球温暖化

内容

実施日 6/15(火)
ふれあいディサービス対象者、スタッフ  58名

研修会 ふれあいディサービス

●環境行動を、インプット⇒家庭⇒アウトプットに図解し、何処に力を入れれば効果が大きいかを、4R活動と対比させ伝え
た。●なぜ水道水を流しっぱなしにすればダメかを、電気使用の面、地球で水は貴重品、食料輸入元の水の使用も含めると
日本は水不足、世界の18％はきれいで安全な水をのめない、の面から伝えた。●お年寄りに分りやすいように、『もし世界が
100人の村だったら』を参考に、100人の内何人と伝えることで、身近に数字をつかめるようにした。●自分で見つけた、環境
にやさしい事例のサンプルを見せながら伝えた。●口笛が環境にやさしい楽器であることや、音を作る仕組みが環境にやさし
いことを説明しながら演奏することで、お年寄りにも環境を身近に考えてもらう。

テーマ 暮らしを変えてみよう～エコクッキングとごみの減量と省エネ～

内容
●生ごみ削減のためのエコクッキング、レシピ ●｢食｣のエネルギー消費過程でのエネルギー節約
●食材を無駄なく使い切って生ごみの減量、食のリサイクル ●｢地産地消｣と地域の文化が生み出した郷土料理の薦め
●スイカの皮を使った｢カレーライスの作り方｣の紹介

実施日 6/14(月)
紫波町内女性団体構成員 60名

研修会 紫波町ごみ減量女性会議 総会

テーマ 省エネルギー等環境技術、身近な省エネ(小学生にもわかる内容)

内容

子ども達(小学校低学年)にもわかり易いように、そして楽しく参加しながら環境に配慮することの大切さを学んでもらう為に、
ゲームや読み聞かせ、そしてクイズなどを通じての場面を設定した。読み聞かせ(もったいないばあさんの大型絵本)を導入に
使い、電気用品・製品の書いたカード40枚ほどの中から一枚を選んでもらい、そのカードの製品の変わりにどんなことをすれ
ばその製品を使用しなくても良いのかを｢もったいない、もったいない～の変わりに～をしようかねぇ｣というせりふの”～”のと
ころに自分のアイディアをはめ込みながら発表してもらった。地球儀ビーチボールを使い、投げ上げキャッチするゲームで水
の大切さをお伝えした。

実施日 6/13(日)
積水ハウスオーナー、マスコミ、オーナー見込家族 50名

研修会 積水ハウス 住まいの博覧会

テーマ 省エネルギー等環境技術、身近な省エネ(小学生にもわかる内容)

内容 1.温暖化の現状 2.身近に出来るCO2ダイエット 3.8つのCO2ダイエットに関連するエコクイズ

実施日 6/12(土)
積水ハウスオーナー、マスコミ、オーナー見込家族 40名

研修会 積水ハウス 住まいの博覧会

テーマ 観光地における環境美化運動の現状と課題

内容
｢厳美をきれいにする会｣の実践例を元に地球環境問題との関連を学んだ。厳美地区の抱える問題を環境美化の方向から解
決する方法を学んだ。

実施日 6/4(金)
厳美をきれいにする会ほか環境美化運動団体の役員 15名

研修会 環境美化運動実践団体交流研修会



主催者 奥州市市民環境部生活環境課 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 釜石市公衆衛生組合連合会 推進員 坂下 洋子

対象

主催者 総合花巻病院看護師 自治会 推進員 八重樫 千代子

対象

主催者 花巻市立南城小学校 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 クレイジーアカデミーネットワーク 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 やつふさ大学・女性短期大学合同講座 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 和同産業株式会社 推進員 山下 政治

対象

主催者 飯豊婦人会 推進員 川辺 弥生

対象
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テーマ 環境に優しい生活・温暖化

内容
●環境に優しい生活 ●廃油石けんの作り方と体験 ●ごみ減量について ●合成洗剤と石けんの違いについて
●エコワットの説明 ●養護学校教諭山元加津子さんのドキュメンタリービデオ上映

実施日 7/19(月)
飯豊婦人会会員 14名

研修会 EM石けん作り

テーマ エコドライブ運転の方法

内容
●エコドライブ10のすすめ(DVD)
1.ふんわりアクセル 2.加減速の少ない運転 3.アイドリングストップ
●一般道での走行体験(4名) 特にアイドリングストップについて実践

実施日 7/15(木)
和同産業職員 20名

研修会 エコドライブ講習会

テーマ 地球温暖化防止活動

内容
温暖化とは？ 紙芝居やスライドで説明身近な生活の中で出来るCO2削減にむけた取り組みの実例など説明振り返りシート
をもとに家族で取り組むことの提案

実施日 7/8(木)
やつふさ・女性短期大学合算 16名

研修会 やつふさ大学・女性短期大学合同講座

テーマ 地球温暖化

内容
●クールアースディの参加行事として、温暖化の現状は？●みんなで出来るCO2ダイエットとエコクイズ
●身の回りの生活から出ているCO2と削減にむけた取り組みについて

実施日 7/7(水)
北上市民 50名

研修会 クールアースデー・キャンドルナイト

テーマ 地球温暖化の仕組み・影響と地球温暖化のための身近な取組み

内容

実施日 7/2(金)
南城小学校5年生 84名

研修会 5年生総合的学習(地球温暖化のために、自分ができることを考えよう。)

地球温暖化の仕組みとその影響を紙芝居やスライドで説明身近な取り組みとして、8つの
CO2ダイエットをエコクイズで子供たちに問いかけ、参加型の講話形式温暖化防ごう隊ノート
への、家庭で取り組みやすいポイントをアドバイス

テーマ 地球温暖化問題

内容

実施日 6/30(水)
看護師 看護助手 70名

研修会 看護師自治体研修会

●地域の環境をみんなで考える ●8つのCO2ダイエットの解説 ・捨てるのはもったいない!

テーマ 3Rの推進について・環境美化について

内容 演題｢キーワードは”その気にさせる!？”｣

実施日 6/24(木)
釜石市公衆衛生組合連合会会員(市内町内会長) 70名

研修会 平成22年度釜石市公衆衛生組合連合会 表彰式・総会・地区組織研修会

テーマ 地球温暖化を防ごう隊隊員ノートについて

内容

実施日 6/22(火)
奥州市立田原小学校4年生児童 19人

研修会 地球温暖化を防ごう隊 隊員ノートの取組に向けた事前学習会

地球温暖化防ごう隊ノートの取り組みに向けた事前学習なので、生活の中にはCO2をだして
いるものがたくさんあること、エコ(節約)が温暖化防止につながっていること、8つのCO2ダイ
エットクイズ、ハチドリのひとしずくを話した。



主催者 山田町立豊間根小学校 推進員 坂下 洋子

対象

主催者 地球っ子広場・奥州 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 岩手県企業局 推進員 高橋 功

対象

主催者 唐丹地区流域環境保全の会 推進員 坂下 洋子

対象

主催者 岩手県公衆衛生組合東盤井支部 推進員 千葉 温

対象

主催者 遠野市環境整備部環境課 推進員 坂下 洋子

対象

主催者 みずさわエコキッズ(奥州市生活環境課) 推進員 東 隆司

対象
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テーマ なぜ今薪の燃料か。

内容

薪ストーブを題材とした学習
1.脱化石燃料 2.里山の役割と保全 3.バイオマスの利活用
4.カーボン・ニュートラル 5.自然エネルギーについて
6.間伐材の用途まとめとして、地球温暖化と人間の
   生活の関係を説き、理解を深めた

実施日 8/4(水)
みずさわエコキッズ会員 21名

研修会 みずさわエコキッズ第4回活動 

テーマ 地球温暖化・エネルギーについて

内容
地球温暖化についての紙芝居、エネルギーのかばんを使用しての各国のエネルギー消費量体験、地球温暖化と水循環の
仕組みについて、発電体験、みつろうキャンドル作り(環境学習交流センター エコカーゴ出張学習会と同時・協力開催)

実施日 8/3(火)
こどもエコクラブ(附馬牛児童館：白岩児童館) 101名

研修会 環境学習会

テーマ 環境保全、温暖化対策について

内容

実施日 7/29(木)
支部理事(各地域会長)、代議員、表彰者 40名

研修会 平成22年度岩手県公衆衛生組合連合会東磐井支部研修会

持続可能な活動にする為に、お年寄りの皆さん持っている、地元学で、自立型の地球温暖化防止活動にしよう。

テーマ 森林の役割とは何か、そのためには何が必要なのか、そして自分たちには何が出来るのか？

内容

地球温暖化の原因・背景や今回の活動の果たす役割など、私が話す前に会長さんや市の担当者から十分に話され、かつ会
場が炎天下の中、その後の作業(植樹・育樹)も待っていたので、私のほうからは、私自身の前日体験した炎天下の中アス
ファルト上約20キロ歩くという遠足の体験談を取り上げ、同じ炎天下の作業であっても、アスファルトと土の上での作業は違
い、自然の恵みや、やさしさ(照り返しがない、雨が降っても土だとその場で吸収してくれるがアスファルトだとすぐに蒸発する
のでその場の空気が蒸す等)を経験できることを伝え、自分達はそれを守っていく作業の一役を担っていることなどを伝え作
業に入っていった。 その後、山での育樹作業を終えた後、みんなでそれぞれの労をねぎらい、意見交換をする中で自分達の
作業の果たす役割などを確認し各自昼食をとり下山した。

実施日 7/25(日)
環境保全の会会員、小中学生 80名

研修会 平成22年度唐丹地区｢環境の森創造事業｣

テーマ 環境・エネルギー

内容

実施日 7/24(土)
1.小中学生とその保護者 2.一般の方  61名

研修会 平成22年度岩手県企業局施設見学会

発電所見学に合わせたものであることから、手づくりのパネルを使い1二酸化炭素による温
暖化の仕組み2電気を使っても二酸化炭素は排出される3色々な発電の方法4無駄な電気は
使わず二酸化炭素の抑制、について説明後、ミニ発電機を使った発電体験を実施しました。

テーマ エコ石ケンづくり

内容

｢親子で体験 エコ石けん作り｣
・ＥＭ石けんと合成洗剤の違いをスライドで説明
・家庭排水で川を汚さないための工夫
・廃油石けんの作り方と体験(夏休み自由研究や作品展示用)

実施日 7/24(土)
小学生と家族 25名

研修会 親子で体験!エコ石ケンづくり

テーマ 地球温暖化を防ごう

内容

実施日 7/22(木)
豊間根小学校5・6年生 50名

研修会 ｢地球温暖化を防ごう隊ノート｣事前学習

パワーポイントで世界の様々なところで起こっている温暖化の影響を、ビジュアルに訴えるよ
うに伝え、その後｢地球温暖化を防ごう隊員ノート｣を利用し、夏休みに隊員として取り組む事
例を紹介した。地球を取り巻く空気の層の現状を理解しやすくする為に、地球儀ビーチボー
ルを使って説明した(この地球儀を半径1メートルだとすると空気の層は1センチets.)その後風
呂敷の便利さやエコさを手持ちの地球儀ビーチボールをその場で包むことで伝えた。



主催者 遠野市環境整備部環境課 推進員 坂下 洋子

対象

主催者 一戸町観光天文台 推進員 梅野 克雄

対象

主催者 株式会社スパット北上 ニコッと店 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 岩泉町立釜津田中学校 推進員 泉山 博直

対象

主催者 水沢公民館 推進員 川辺 弥生 

対象

主催者 大船渡市立蛸ノ浦小学校 推進員 坂下 洋子

対象

主催者 奥州市市民環境部生活環境課 推進員 東 隆司

対象

主催者 甲子川・小川川流域環境保全の会 推進員 坂下 洋子

対象
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テーマ 環境保全・地球温暖化防止への取組みについて

内容
｢豊かな自然を次世代に引き継ぐために｣
●地球温暖化が進む現在、世界で何が起きているのか…スライド ・次世代にこの問題をどのように伝えていくか
●どのような考えを持って地球温暖化に取り組んでいけばいいのか

実施日 9/2(木)
環境保全の会会員、行政関係者 30名

研修会 平成22年度 甲子川・小川川流域環境保全の会 総会

テーマ 地球温暖化

内容

●温暖化の仕組み、原因・家庭から出るCO2、特に電気との関係について説明
●地元衣川にある木質バイオマスを活用した施設について解説
●温暖化の影響、特にツバルの海面上昇について映像で説明
●自分達でできる地球温暖化防止

実施日 9/1(水)
奥州市立衣川中学校3年生 61名

研修会 地球温暖化に関する学習会 

テーマ 地球温暖化防止隊になろう

内容

●地球ボールを利用しできるだけわかりやすい地球温暖化のしくみを説明。
●目をつぶってそれぞれのイマジネーションを働かせ地球温暖化の様子を想像してもらった後、パワーポイントを使って温暖
化の現状をみてもらう
●｢地球温暖化を防ごう隊員｣に任命されたことをみんなで確認し、隊員ノートを利用し、地球の為に自分達ができることを身
近なところで確認・風呂敷活用法を実演・感想交流

実施日 8/26(木)
4～6年生 児童 61名

研修会 地球温暖化を防ごう隊講習会

テーマ my箸づくり

内容
●温暖化についてパワーポイントで説明●身近な生活の中で出来るエコについて
●森林保護の話から竹を削ってマイ箸を作ったり、 箸袋の手作り体験
●命のもとを頂くお箸や食べ物に感謝することの大切さ

実施日 8/24(火)
女性の方中心 10名

研修会 平成22年度Myeco講習

テーマ 水棲生物調査

内容 地球温暖化による気象変動と川の生態系への影響(水棲生物調査を含む)

実施日 8/23(月)
中学生 教師 13名

研修会 水生生物調査 

テーマ 廃油でせっけん作り

内容

実施日 8/11(水)
北上市内 小学4～6年生 6名

研修会 廃油せっけん作り 自由研究教室

●環境に優しい生活 エコやリサイクルについて ●廃油石けんの作り方と体験(夏休み自由研究教室)
●合成洗剤と石けんの違いについて

テーマ 地球温暖化について

内容
●五大陸の写真解説●全国星空継続観察
●プラネタリウム(光害体験)地球温暖化の原因はなにか。どんな影響をうけるか。
 全く大気汚染をしていない国や地域が大きな影響をうける事。

実施日 8/10(火)
一戸町民 他 21名

研修会 一戸星空継続観察会 

テーマ 地球温暖化・エネルギーについて

内容
地球温暖化についての紙芝居、エネルギーのかばんを使用しての各国のエネルギー消費量体験、地球温暖化と水循環の
仕組みについて、発電体験、みつろうキャンドル作り(環境学習交流センター エコカーゴ出張学習会と同時・協力開催)

実施日 8/5(木)
こどもエコクラブ(綾織児童館：宮守児童館) 99名

研修会 環境学習会



主催者 宮古市立河南中学校 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 矢巾町流通センター公民館 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 盛岡市中央公民館 推進員 梅野 克雄

対象

主催者 岩手席書連盟 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 釜石市市民生活部環境課 推進員 坂下 洋子

対象

主催者 宮古市立鵜磯小学校 推進員 泉山 博直

対象

主催者 宮古市水道工事業協同組合青年部 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 宮古市水道工事業協同組合青年部 推進員 坂下 洋子

対象
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テーマ 水環境・生活環境について

内容
環境絵本を使って環境問題への切り口とし、身近でできる環境への取り組みをお話した。
クイズ問題でそれぞれができるエコを確認した。

実施日 10/3(日)
子供・一般 50名

研修会 宮古市産業祭り (出展ブースでの一般客への環境セミナー)

テーマ 水環境・生活環境について

内容 温暖化防止紙芝居とCO2ダイエット宇宙から見た夜の地球(写真)温暖化関連の環境クイズ

実施日 10/2(土)
子供・一般 70名

研修会 宮古市産業祭り (出展ブースでの一般客への環境セミナー) 

テーマ 水棲生物・水質調査

内容 今年の夏の気温と温暖化の関係、海への影響(水棲生物調査を含む)

実施日 9/29(水)
鵜磯小学校児童 13名

研修会 水棲生物による水質調査

テーマ 森林と環境保全との関わりについて

内容
植樹に参加した子ども達を対象に植樹活動の大切さ、意味などをわかりやすく伝えた。｢植樹｣ということが地域の水や土、空
気を守っていくことにつながり、その水や空気が巡りめぐって他の地域にもつながっていくことや、地球温暖化を防いでいく為
にも大切な活動であることを伝えた上で植樹活動に取り組んだ。

実施日 9/26(日)
鵜栗地域環境保全の会会員及び小学生等  62名

研修会 環境・共生のまちづくり事業(植樹会・環境学習会)

テーマ 環境・自然保護

内容 ●8つのCO2ダイエット●エコクイズ●ごみ減量とエコふろしき●はちどりのひとしずく

実施日 9/18(土)
小学生～中学生中心 他一般 100名

研修会 第13回みちのく発進全国書道展 表彰式・講演会

テーマ 地球規模の環境教育

内容
地球温暖化の原因は何か。どんな影響を受けるか。全く大気汚染をしていない国や地域が大きな影響を受ける。展示してい
る写真によって説明を補足。事前に五大陸の環境問題について76葉の写真を展示していたので(講座一週間前から展示)諸
外国の環境問題についてある程度理解しており、温暖化だけでなく大気汚染やその他の環境破壊の実態が分かったと思う。

実施日 9/15(水)
盛岡市民と家庭教育学級、社会教育学級加入者 23名

研修会 平成22年度地域社会教育促進事業｢公開講座｣

テーマ EM石けん作り講習会

内容
●廃油石けんと合成洗剤の違いなどをスライドで説明●作り方の説明後、子供達に計量してもらい石けん作りの体験
●せっけんの攪拌は父兄や老人クラブの皆さんも体験●温暖化防止紙芝居を読んでCO2ダイエット関連クイズ
●生活排水の汚染が食物連鎖で私たちの口に入ることなど ・エコふろしきや廃油ローソクについて

実施日 9/11(土)
町民・一般親子 45名

研修会 環境学習会・廃油からEM石けん作り

テーマ ゴミ問題、地球温暖化、省エネルギー

内容
●温暖化の現状をスライド(パワーポイント)で説明●温暖化防止紙芝居とCO2ダイエットの説明
●エコクイズ ・ゴミ問題の現状とゴミを減らす初級編から上級編まで
●はちどりのひとしずく。宇宙から見た夜の地球の写真など

実施日 9/10(金)
宮古市立河南中学校 第3学年 102名

研修会 総合的な学習の時間



主催者 岩手県立花巻農業高等学校 推進員 藤根 正悦

対象

主催者 宮古市立河南中学校 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 金ヶ崎町総合政策課 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 やまだまち女性セミナー 推進員 坂下 洋子 

対象

主催者 飯豊婦人会 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 北上市公衆衛生組合連合会 推進員 木村 廣子

対象

主催者 岩手県立一関第二高等学校 推進員 佐々木 勝裕

対象

主催者 坂杉公民館 推進員 八重樫 千代子

対象
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テーマ 身近なエコ生活について

内容
●県が進める8つのダイエット。1つずつわかりやすく、川柳を加えながら説明していった。
●パルプ100％と再生紙の違いを水で溶かしてみる。パルプ100％をトイレに流さないこと。
●一人の百歩より、百人の一歩を力説した。

実施日 11/5(金)
集落民 22名

研修会 坂杉公民館 文化講演会

テーマ 地球温暖化防止のための身近なエコ活動

内容 ｢地球環境の現状と私達のできること｣

実施日 11/4(木)
生徒および教職員 250名

研修会 平成22年度一関第二高等学校校内エコマネジメント講演会

テーマ ごみ減量 3Rの推進 具体的な方策 実践例

内容
｢県内のごみ減量化の取組や今後の方向性｣
1.生ごみの堆肥化 2.指定袋や有料化 3.レジ袋の削減 4.｢紙製容器包装｣と｢プラスチック容器包装｣の分別回収
5.3Rの推進と循環型社会の構築

実施日 11/4(木)
北上市公衆衛生組合連合会 組合長 95名

研修会 平成22年度北上市公衆衛生組合連合会 組合長研修

テーマ 環境を考える ゴミ減量等

内容
●環境に優しい生活～廃油石けんの作り方と体験●ごみ減量について～EMボカシ作り方と体験
●飯豊文化祭でのエコもの作り体験コーナー

実施日 10/31(日)
婦人会員、一般来場者 40名

研修会 飯豊婦人会研修及び一般(町民)との交流

テーマ エコバックとしての風呂敷の使い方や包み方の講習

内容 芸術祭の中の講座のひとつとして開催。大小様々な風呂敷きの実演を通してエコのお話をさせて頂いた。

実施日 10/30(土)
町民(子供から大人まで。郷土資料室・来場者) 22名

研修会 山田町民芸術祭 女性セミナー｢風呂敷活用講座｣

テーマ ゆめあかり作成(牛乳パック)、廃油ローソク

内容

1.廃油を活用したろうそく作りで環境に配慮した夢灯り作成
2.生活排水が川や海の汚染源になっていることや、魚が住める水にするためには廃油の場合、
  浴槽の132杯分の水が必要
3.牛乳パックを活用した夢灯りスタンドの作成4、身近な生活の中で出来るエコについて

実施日 10/16(土)
一般住民、児童来場者 150名

研修会 ゆめあかり作成、廃油でつくるローソクの作成

テーマ マイ箸作り

内容

9月の総合学習の時間に引き続き、自分たちで出来ることをテーマ毎に決めてマイ箸作りに挑戦。マイ箸を持つことによりゴミ
の排出が減り、その焼却による二酸化炭素の排出も減る。森林をより多く残すことは地球温暖化を防ぐ。命のもとを頂くお箸
に愛着を持つ事などお話しました。割り箸の97％が輸入でその99％が中国産であること。日本の森林面積は68％、中国の森
林面積は17％で森林の大切な役割を説明。そして竹で作るお箸について、竹の性質や身近に利用されている製品など資料
を準備して説明しました。

実施日 10/8(金)
宮古市立河南中学校 第3学年  30名

研修会 総合的な学習の時間

テーマ 自然との調和の中でのゴミ分別、リサイクル

内容

実施日 10/4(月)
全校生徒、教職員 370名

研修会 平成22年度 保健講話

実際に実践されている農法や体験談と共に、身近な環境問題、命のつながりについて自分
たちにもできる活動について考える



主催者 盛岡市立桜城小学校 推進員 上村 雅生

対象

主催者 花泉地域公衆衛生組合連合会 推進員 槻山 チエ

対象

主催者 NPO法人環境パートナーシップいわて 推進員 杉枝 武雄

対象

主催者 一関製箔 株式会社 推進員 山下 政治

対象

主催者 盛岡市立大新小学校 5年生 推進員 坂下 洋子

対象

主催者 盛岡市立河北小学校 推進員 梅野 克雄

対象

主催者 一関市立涌津小学校ＰＴＡ 推進員 佐々木 勝裕

対象

主催者 跡呂井エコの会 推進員 若生 和江

対象
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テーマ 家庭でできるエコ

内容

実施日 11/20(土)
婦人部 19名

研修会 跡呂井エコの会｢もったいない講座｣家庭でできるエコ活動

｢もったいない講座｣ おうちでできるエコ特集～体も地球も元気になれる暮らし方～
・添加物、ゴミ、石油、水、森林、温暖化のこと ・岩手県では 地球にやさしい暮らし グリーンコンシューマー 等

テーマ 温暖化問題と省エネについて

内容
『｢温暖化｣ってなあに？どうすればよいの!』 ―太陽光発電もそれを防ぐ一つの方法です－
1，今地球に起きていること 2，地球温暖化の原因と予測 3，温暖化を防ぐには 4，太陽光発電システム

実施日 11/20(土)
ＰＴＡ会員及び児童 77名

研修会 ＰＴＡ講演会

テーマ 地球温暖化について

内容
1世界における温暖化の現状について(アラスカ・ヒマラヤ・アフリカ等)
2日本(特に東北地方における)の温暖化の現状について 3私たちが出来る温暖化防止のくらしについて

実施日 11/19(金)
小学5年生 39名

研修会 盛岡市立河北小学校 第5学年 校外学習

テーマ
・環境を守るのは身のまわりのことから
・自分達にもできる環境を守る運動

内容

●導入に子ども達が楽しくなるようなゲームを取り入れ子ども達が乗ってきたところを確認してから地球ビーチボールを使って
地球があつくなってきていることの説明。 ●さらにその影響をパワーポイントで説明。 ●地球がこれ以上暑くならない為にみ
んなでできることを確認する。(絵本の読み聞かせも取り入れながら) ●5年生の国語でちょうどゴミ問題の単元がありその中
からピックアップした内容をあらためてピックアップ。大人の自分達もついおろそかにしがちな内容を小学5年生で学んでいる
すばらしさを伝えることで、物を大切にする心を共有。 ●実際にできることのひとつとして楽しい風呂敷包みの方法を紹介・実
演 ●まとめの中で最初にやったゲームがエネルギーを使っていないゲームだったことをあらためて紹介し頭と知恵でエネル
ギーがなくても楽しい遊び方があることをみんなで確認した。

実施日 11/17(水)
5年生児童 98名

研修会 総合的な学習の時間 ｢守ろうぼくたちの自然｣

テーマ エコドライブ

内容
1.自身のエコドライブ実践をもとに発信・走行・減速・停止について具体例を示し解説した。
2.アイドリングストップ車購入時の補助や、レクーについて説明した。

実施日 11/15(月)
社員 27名

研修会 エコドライブの講演

テーマ エコドライブについて

内容
エコドライブ普及員としてコンテストにおける活動
●コンテスト参加者に対するコース案内●実車によるエコドライブ操作の説明
●参加者車両に同乗し、エコドライブ操作のチェック・評価

実施日 11/14(日)
一般県民 14名

研修会 エコドライブコンテストinいわて

テーマ 地球温暖化問題。家庭でできる地球温暖化対策。

内容
｢地球温暖化－今私たちにできること－｣
1.地球温暖化ってなぁに？ 2.レジ袋とエコバック持参 3.家庭で出来る温暖化防止

実施日 11/12(金)
花泉地域公衆衛生組合連合会、花泉町地域婦人団体協議会役員及び一般 32名

研修会 エコライフ教室(環境にやさしいキャンペーン)

テーマ
・温暖化がおこる理由とこのままでは困ることの実際、自分たちでできることのヒント
・生活と二酸化炭素排出のかかわり

内容
1.地球温暖化問題とはどのような内容なのか。 2.地球が熱くなったのはなぜなのか。 3.二酸化炭素はどうして増え、増えすぎ
るとどんなことが起こってしまうのか。 4.二酸化炭素を減らす方法はないのか。

実施日 11/5(金)
5年生 教諭 61名

研修会 総合的な学習



主催者 社会福祉協議会狐禅寺支部 推進員 山下 政治

対象

主催者 上郷児童館 推進員 坂下 洋子

対象

主催者 岩手県立岩谷堂高等学校 推進員 東 隆二

対象

主催者 岩手県立一関第二高等学校 推進員 佐々木 勝裕

対象

主催者 花巻市立小山田小学校 推進員 八重樫 千代子

対象

主催者 岩手町立 石神の丘美術館 推進員 下天广 浩

対象

主催者 水沢公民館 推進員 高橋 昇一郎

対象
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テーマ 一人のエコから、みんなのエコへ

内容
●異常気象のメカニズムとその事例講話 ●家庭でできる温暖化防止活動の解説
●最先端温暖化防止エネルギーの解説 ●質疑応答

実施日 12/21(火)
成人(女性多数) 40名

研修会 平成22年度Myeco講習

テーマ
・児童・生徒にもわかりやすいエコのお話
・初めての方にも取り組みやすいエコのきっかけづくりのお話

内容

実施日 12/12(日)
町民一般/活動に関心のある方 20名

研修会 キャンドルナイトin石神の丘2010冬至

｢推進員のウチはどこまでエコ？～下天广家を訪問～｣
●H22.12に新築した自宅をスライドで紹介。新エネ・省エネのポイントを説明。町・県産材活
用、薪ストーブ、エコタップ、古材・廃材利用等。●自分なりにできていること、私にもできてい
ないこと、を参加者と共有し、参加者の実践につながるよう、参加者の立場で話した。

テーマ 木についての説明

内容
●校庭に植えられている植物の種名と特徴の説明●環境面での役割●植物と昆虫、自然の働きとの関係
●実の実物と違いを解説●300年以上のイチョウの木の写真を見せた、今と違うところを知らせた

実施日 12/7(火)
第4学年 17名

研修会 総合的な学習｢小山田小の木について｣

テーマ 地球環境の現状

内容 ｢地球環境の現状と私達のできること｣

実施日 12/7(火)
本校第1学年生徒及び関係教職員 248名

研修会 平成22年度第2回校内エコマネジメント講演会

テーマ 環境学習(地球温暖化について)

内容

テーマ｢地球温だん化のはなし｣
●地球温暖化の仕組み、原因 ・地球温暖化の影響。特にツバルの海面上昇について映像で解説
●地球温暖化防止へ向けた世界的な取組●経済発展と地球環境保全の両立●自分たちでできる地球温暖化防止活動
●問題提起＝エコロジカルフットプリントを題材に地球環境問題について考えるきっかけ作り

実施日 12/2(木)
岩谷堂高校1年次生 226名

研修会 岩谷堂高校1年次の授業｢産業社会と人間｣社会人講師講演会

テーマ エコについて楽しく学ぼう

内容

実施日 11/22(月)
小学生低学年 27名

研修会 エコについてのお話

●導入に子ども達が楽しくなるようなゲームを取り入れ子ども達が乗ってきたところを確認し
てから地球ビーチボールを使って地球があつくなってきていることの説明。●さらにその影響
が出ている場所をパネルで見せる。●地球がこれ以上暑くならない為にみんなでできること
を確認する。(絵本の読み聞かせも取り入れながら)●実際にできることのひとつとして楽しい
風呂敷包みの方法を紹介・実演みんなでやってみる。●まとめの中で最初にやったゲーム
がエネルギーを使っていないゲームだったことをあらためて紹介し頭と知恵でエネルギーが
なくても楽しい遊び方があることをみんなで確認した。

テーマ 自然エネルギー活用による省エネ

内容 1自然エネルギー活用による温暖化防止について 2身近に出来る温暖化防止活動例について

実施日 11/22(月)
協議会会員 17名

研修会 社会福祉協議会狐禅寺支部



主催者 NPO法人岩泉地域活動推進センター 推進員 高橋 良和

対象

主催者 太田振興センター 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 ㈱スパット北上 環境対策室 ニコッと店 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 JAいわて花巻女性部花巻地域支部東和支部 推進員 八重樫 千代子

対象

主催者 雫石町環境対策課 推進員 梅野 克雄

対象

主催者 遠野児童館 推進員 川辺 弥生

対象

主催者 盛岡市立緑が丘小学校 推進員 川辺 弥生

対象
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テーマ 身近な生活の中でできる環境にやさしい実践活動の体験・お話

内容

実施日 2/1(火)
第5学年 30名

研修会 ふれあい学習｢見つめよう ネイチャー＆エコ｣(総合的な学習の時間)

1.『南極ペンちゃんの地球があっちっち』紙芝居
2.廃油の活用→廃油石けん作りと廃油ろうそく作り
3.身近に出来るエコライフ(ふろしき・マイ箸・4Rについて)
4.温暖化についてのお話とエコクイズ 5ゴミの減量 初級編～中級編～上級編 など

テーマ 石鹸作り

内容

実施日 1/22(土)
一般 17名

研修会 環境学習会

環境保全につながる体験で、身近に出来ることを学ぶ
1.『南極ペンちゃんの地球があっちっち』紙芝居 2.パワーポイントで石けんと合成洗剤の違いを説明
3.エコクイズや身近なリサイクル品の紹介 4.廃油せっけん作り 5.廃油ろうそくつくり

テーマ 地球温暖化について

内容

実施日 1/20(木)
町内女性部5団体連絡協議会員 34名

研修会 第2回雫石町女性部5団体連絡協議会環境を考える会

1.温暖化の原因は何か。どんな影響を受けるか。全く大気汚染していない国や地域が大きな
影響を受ける。IPCC第4次報告書に基づく温暖化の現状と今後の進行について、自分が体
験した凍土地帯の溶解・キリマンジャロの雪の減少・タクラマカン砂漠の拡大・ケニアの森林
火災などのすらいどを提示するとともに世界地図に一昨年中から発生している異常気象によ
る災害地の分布図を示した。日本国内の温暖化の現状について説明した。 2.マイバック運動
について講師の調査報告と取組にて資料を紹介した。

テーマ リフォーム、リサイクル

内容

実施日 1/15(土)
女性部員、農家組合生活部 15名

研修会 リフォーム手ぬぐい帽子等作り 講習会

●環境がこれ以上悪化しないように、一人ひとりができることから実行すること。
●身近なことに目を向ける大切さ●エコの話
●不要な物を使って、今利用できるように作り変える工夫

テーマ 身近に出来るエコライフ

内容

実施日 1/14(金)
小学生・大人 12名

研修会 冬休み 親子で体験♪廃油石けん＆ローソク作り教室

｢親子で体験 廃油石けん作り｣｢廃油ろうそく作り｣｢夢灯り作成｣
●ＥＭ廃油石けんと合成洗剤の違い●ごみ減量や家庭排水で川を汚さないための工夫
●廃油石けんの作り方と体験 (冬休み自由研究や作品展示用)
●牛乳パックリサイクルの応用 ろうそくスタンド作り

テーマ ECOと身近な環境学習

内容
1.『南極ペンちゃんの地球があっちっち』紙芝居 2.エネルギーのかばん、もてるかな？を体験 エコクイズ
3.廃油ろうそくつくりの説明してから実演 4.牛乳パックをリサイクルして夢灯り作成(絵を描いて、カットする)

実施日 1/6(木)
太田小学校低学年 40名

研修会 太田振興センター 冬休み子ども教室

テーマ 100万人のキャンドルナイト 地球温暖化の状況

内容

実施日 12/22(水)
小学生とその親 20名

研修会 環境講座

1.地球温暖化を簡単に説明した後、対策を考えるため、環境に配慮している家と全く配慮し
ていない家の図を配布し参加者に見てもらい、各自気がついた違いをみんなの前で発表。 2.
環境は自分で考え行動することが大事。その考えるポイントを、家を中心において、家に入る
前(インプット)の状態と、家から出た(アウトプット)状態の3つを押さえることを図に描いて説
明。例えば、アウトプットで、ゴミを減らすには、分別しかない。一つ前の段階だと生ゴミの水
切りを考えると幅が広がり、効果も大きい。家に入る前に考えるとその効果はさらに大きい事
を話す。4Rでも説明。 3.口笛演奏で子どもたちの心をこちらに向かせ、環境にやさしい楽器
であると説明。 4.子どもと親に別れ、楽しみながら環境ゲームを楽しんだ。 5.最後に、今日の
話のポイントを繰り返し話した。



主催者 盛岡市立緑が丘小学校 推進員 八重樫 千代子

対象

主催者 盛岡市立緑が丘小学校 推進員 木村 廣子

対象

主催者 久慈間税会・(社)久慈法人会 推進員 葛巻 祐二

対象

主催者 一関水と緑を守る会 推進員 佐々木 勝裕

対象

主催者 大船渡市立三陸公民館 推進員 永澤 淳一

対象

主催者 株式会社東北テーケィアール 推進員 佐々木 勝裕

対象

主催者 久慈市 推進員 高橋 良和

対象
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テーマ 事業所における地球温暖化対策

内容

希望テーマ『事業所における地球温暖化対策』に対して、『環境は、考えて行動することが必要ですが、そのための知識や気
づきはもっと大切です』を参加者に伝えた。
1.省エネ出前授業で使ったDVDを見て、地球の環境についての認識を共有。 2.地球環境問題を、循環しないものを捨てる、
循環するものを土に返さないとの視点で見る。 3.身の回りから、地球を考える。・インプットからアウトプットから、環境を考え
る(目先の現象ではなく、少し高い位置から見る) 4.4Rのそれぞれの効果を知る。 5.これって本当に環境にいいの？事例で問
いかける 6.私が見つけた環境に優しい製品の紹介 7.環境の取組み：企業の取り組み。企業が環境をアピールする事例。 8.
自己啓発:仲間作り 9.今日のまとめとして、内容を繰り返した。

実施日 2/21(月)
協議会会員、各事業所担当者、職員 20名

研修会 久慈市温暖化対策研修会

テーマ 地球温暖化・資源枯渇

内容
講演タイトル｢気候変動と世界の食糧事情・エネルギー需給｣
1.今、私達の廻りで起きていること 2.懸念される持続性 3.エルニーニョ&ラニーニャ
4.世界の食糧事情 5.エネルギー需給 6.温暖化対策とは

実施日 2/19(土)
従業員 105名

研修会 環境保全教育

テーマ 環境に優しい家計に優しい生活について

内容 負担にならない気軽なエコについての情報

実施日 2/14(月)
成人 12名

研修会 綾里地区 市民・くらしの講座

テーマ 進む地球温暖化と岩手の現状

内容

講演タイトル｢地方から持続可能社会を －気候変動と水資源－｣ はじめに:何故百姓暮らしか?
1.今、私達の廻りで起きていること 2.水資源と水環境 3.懸念される持続性
4.エルニーニョ&ラニーニャ 5.温暖化対策とは 6.家庭での対応 7.吸収源としての森林
8.地方が目指す持続可能社会

実施日 2/12(土)
主に会員・会員以外でも関心のある人達 40名

研修会 地球の気候変動と岩手の水資源への影響

テーマ 私たちに身近な気候について

内容 ●久慈地方の気候特徴と最近の気象傾向●地球温暖化についての最近の話題

実施日 2/10(水)
会員 50名

研修会 新春講演会

テーマ 身近な生活の中でできる環境にやさしい実践活動の体験・お話

内容

実施日 2/1(火)
第5学年 30名

研修会 ふれあい学習｢見つめよう ネイチャー＆エコ｣(総合的な学習の時間)

●地球温暖化を止めるために｢青い地球の物語｣を活用 ・エコ(環境保全)への私自身の考
え、思いを話す ●環境保全をはじめたきっかけ(イギリス、オランダ、ドイツ)での海外研修で
学んだことやエピソード ●体験活動として｢お茶がら｣と布きれ端を利用しての動物フクロウ
作り

テーマ 身近な生活の中でできる環境にやさしい実践活動の体験・お話

内容

実施日 2/1(火)
第5学年 32名

研修会 ふれあい学習｢見つめよう ネイチャー＆エコ｣(総合的な学習の時間)

『県産小麦粉を使って手作りガンズキ』正しく計量してむだなく出来上がり、エコであること。
捨てるところがない。健康にもいいことである等。



主催者 一関地球温暖化対策地域協議会 推進員 薄井 信次

対象

主催者 JAいわて花巻砂子農家組合 推進員 八重樫 千代子

対象

主催者 JAいわて花巻女性部花巻地域支部 東和支部 推進員 八重樫 千代子

対象

主催者 飯豊子ども教室 推進員 八重樫 千代子

対象

主催者 大和リース株式会社盛岡営業所 推進員 高橋 良和

対象
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テーマ CO2発生の仕組み、削減・抑制の方法

内容

『環境は、考えて行動することが必要、そのための知識や気づきはもっと大切』を中心に話す。
1.地球規模で考え、足元から行動するということで、地球温暖化の仕組みから、参加者と問題の共有化を図る。
2.地球環境問題を、循環しないものを捨てる、循環するものを土に返さないとの視点で見てほしい。
3.身の回り事例を、インプットアウトプットの図に記入して説明。後のほうで環境を考えるほど、効果は出にくいことを伝える。
4.4Rの各効果と優先順位があることを伝える。
5.これって本当に環境にいいの、と問いかけて何が環境に優しいかを理解してもらう。
6.私が見つけた環境に優しい製品の現物紹介 7.環境の取組み:企業の取り組み。企業が環境をアピールする事例。
8.自己啓発:仲間作り 9.今日のまとめとして、再度重要な点を繰り返す。

実施日 3/8(火)
社員 40名

研修会 CO2削減啓発セミナー

テーマ 温暖化・環境について

内容
●紙しばい｢地球がたいへんだ!｣●ペットボトルのリサイクル…カレットの大きさを順に、布になるまでを見せた
●再生紙とパルプ100の違いを、容器に水を入れて見せた

実施日 3/7(月)
飯豊小学校第一学年 75名

研修会 飯豊子ども教室

テーマ 自分たちで出来る環境を守る対応

内容
●CO28つのダイエットについて説明
●再生紙とパルプ100の違いを水の入った容器の中で示した。トイレには再生紙
●もったいないをどこまでも、リユースの方法、私のエコはこうしていると実例。終わってから自由見学

実施日 3/5(土)
女性部員 80名

研修会 女性部花巻地域支部東和支部総会

テーマ リフォーム

内容
●地球温暖化を防止するため、一人ひとりのもったいない節約を実行しなければ将来大変になる事
●一般的な環境問題について●身近に出来るリフォーム実習

実施日 2/27(日)
農家組合員、家族 18名

研修会 砂子農家組合 リフォーム講習会

テーマ 地球温暖化対策

内容
一関市の｢エコ友チャレンジ｣のテキストで子どもたちが勉強・実践した結果、実行に結びつかない部分があったので、実行す
るためのモチベーションを主に行った。自分たちの実生活では温暖化の現象が体感しにくいので、主にアフリカの同年代の子
どもたちがどのような生活になっているかを学び、自分たちで何が出来るかを考えた。

実施日 2/25(金)
一関市立南小学校4年生 80名

研修会 環境教育事業(エコ友チャレンジ事業に係る事前授業)


