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ー岩手県民のてとてをつなぎ、環境の輪を拡げるためにー

訪問学習の様子

盛岡市立米内小学校2年生

今号で特集しています！

滝沢市立姥屋敷小学校1・2年生

着物リメイクファッションショー
in アイーナ復興バザー

（10月2日開催）

陸前高田市、山田町、大槌町から
お越しいただいた皆さんと
講師の環境アドバイザー・小赤澤直子さん

今年も気付けば11月となり、寒さも次第に厳しくなってきました。環境学習
交流センターでは、これから始まる冬休みに向けて様々なイベントを企画して
います。ご家族、団体でのご参加をお待ちしております！

○団体紹介
○センター情報
・訪問学習
・エコカーゴが行く〜第22回〜
釜石市立甲子公民館事業「ふれあい広場」
・新着図書のご案内

・NPO法人いわて環境と循環プロジェクト（盛岡市）
・たきざわ環境パートナー会議（滝沢市）

○冬のキャンペーン・イベントに参加しよう！
○県内のイベント情報、
環境学習交流センターからのお知らせ

センター情報
◎訪問学習

〜ご利用をお待ちしております！〜

環境学習交流センターでは、学校や団体向けに訪問学習の受入れを行っています。
毎年、9月から11月にかけて利用のピークを迎え、これから冬休みが始まると子ども会行事での利用なども増えて
きます。今号では、いくつかの事例をご紹介しますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。

日詰20区子ども会（訪問日：7月23日）
訪問学習プログラムの中から、「キューブびんキャンドルづくり」を
実施し、使い古しのキャンドルや廃びんを利用したキャンドルづくりを
通して、リサイクルや資源の大切さについて学習しました。ロウが固ま
るまでは、「アイーナの森たんけん」（自然に関するクイズラリー）に
挑戦していただきました。子どもたちからは「難しかった」という声も
出ましたが、親子で楽しみながら環境について考える機会になったので
はないでしょうか。
<カラフルなキューブ状のキャンドルをびんに詰めているところ>

雫石町

町民環境講座（訪問日：9月21日）

雫石町の環境講座の一環としてセンターを訪問していただきました。
参加者の皆さんの関心は高く、環境団体に所属されている方や、日頃か
ら環境保全活動に取組まれている方々でした。前半は、地球温暖化防止
コミュニケーターによる講座「地球温暖化と気候変動」を受講していた
だき、地球温暖化問題の影響や対策にまつわる最新情報を共有しました。
後半はセンターのプログラムから「もてるかな？エネルギーのかばん」
を実施し、普段エネルギーをどのくらい使っているか、どんな場面でエ
ネルギーを消費しているか考えました。
<「地球温暖化と気候変動」受講の様子>

盛岡市立高松小学校2年生（訪問日：9月29日）
２グループに分かれて、
アイーナ館内見学ツアー、
岩手県立図書館見学
と組み合わせたローテーションでご利用いただきました。「環境紙芝
居」を観た子どもたちが活発に発言する様子から、地球温暖化とエネル
ギーについての理解が深まったことが実感できました。普段の生活の見
直しや環境にやさしい暮らしに気付き、実践につなげてほしいと思いま
す。
※訪問学習では、受け入れ可能な人数を超える場合には、
グループに分かれていただき対応しています。

<環境紙芝居を熱心に観る児童の皆さん>

人数や時間に合わせて、様々な形で受入れをしています。お気軽にご相談ください！
○訪問学習の「申込書」および「プログラム一覧」はホームページよりご覧いただけます。または、当センター
までお問合せください。
○ご利用にあたり、事前に当センターまで日程等の確認をしていただき、訪問日の2週間前までにご予約ください。
○これまでの訪問学習受入れの様子は、ブログでも紹介しております。
ブログ「エコハッちゃんと仲間たち」：http://blog.iwate-eco.jp/

釜石市立甲子公民館事業「ふれあい広場」
第22回

出動日：平成28年８月５日（金）
場 所：釜石市 甲子学童育成クラブ
内 容：牛乳パックでリサイクルハガキを
つくろう

昨年度もご利用いただいた甲子学童育成クラブの皆さん。今年は牛乳パックから
ハガキを作る体験を通して、リサイクル（再生利用）など資源を大切にすることを
身近に感じてもらう内容でした。当日は53名の子どもたちが参加した他、釜石市
にお住いの環境アドバイザー加藤直子さんにもお越しいただき、夏休みらしい賑や
かで楽しい学習会となりました。
季節の植物をハガキの模様・デザインとして使い、一人ひとりの個性溢れるオリ
ジナルの作品が出来上がると、子どもたちからは、
「楽しかった」
、
「紙すきはなかな
かできない体験だった」などの感想が聞かれました。後日、子どもたちからお礼の
メッセージも届き、スタッフみんなで読ませていただきました。皆さん、ありがと
うございました！

その他、こんなところにも行きました！
■親子で学ぶ環境学習ツアー
「めぐるちゃん環境わくわくツアー」
（盛岡市）
出動日：７月29日（金）
■スターウォッチング☆いちのへ2016（一戸町）
出動日：７月30日（土）
■第8回五葉湖畔の集い
「元気です！水と緑の鷹生ダム」（大船渡市）
出動日：７月31日（日）
■「雪国の文化と生き物展」in クロステラス盛岡
出動日：８月11日（木）
■いわて銀河フェスタ2016（奥州市）
出動日：８月20日（土）
■本宮ゆいっこまつり（盛岡市）
出動日：８月21日（日）
■東北農業研究センター「公開デー2016」（盛岡市）
出動日：９月３日（土）

■しぇあハート村 リサイクル工作（盛岡市）
出動日：９月16日（金）
■2016岩手流通センター活き活き祭（矢巾町）
出動日：９月18日（日）
■炎の匠展2016（北上市）
出動日：９月24日（土）
■ひまわりの会 リサイクル工作（盛岡市）
出動日：９月25日（日）
■盛岡市立北厨川小学校リサイクルキャンドルづくり
出動日：９月11日（火）
■森林総合研究所一般公開「森を知る」（盛岡市）
出動日：10月15日（土）
■住宅祭2016（一関市）
出動日：10月30日（日）

・・・・・ 今後の出動予定 ・・・・・
滝沢市環境フォーラム
出動日：11月26日（土） 場所：ビッグルーフ滝沢

100万人のキャンドルナイトinいわて2016―冬編―
出動日：12月18日（日） 場所：紫波町情報交流館（オガールプラザ内）

◎新着図書のご案内
環境学習交流センターでは環境問題に関する図書の閲覧・貸出をしています。
この度、新しい図書を追加しましたので、この機会にぜひご利用ください。
・『電気の選び方―わが家の電力自由化ガイドブック―』電気新聞（編著）
・『森ではたらく！27人の27の仕事』古川大輔・山崎亮（編著）
・『となりの野生生物』高槻成紀（著） …など

〜ご利用にあたって〜

○貸出は、お一人5冊まで、2週間借りられます。
○貸出にはアイーナの会員カード（3階総合案内にて作成）
が必要となります。
岩手県立図書館のカードはご使用いただけませんのでご注意ください。

※予定は変更となる場合もございます。
今後の情報は環境学習交流センター
のホームページからご確認ください。
※出張環境学習会（エコカーゴ）ご利
用の際は、事前に環境学習交流セン
ターまで日時・内容についてお問合
せの上、開催日の1ヶ月前までにお
申込みください。詳細はホームペー
ジをご覧ください。

団体紹介
『NPO法人いわて環境と循環プロジェクト』
（盛岡市）
私達の団体は、文明社会で生じる使い捨ての不用品や廃棄物
を再利用して循環させるように研究、実践をしています。
毎月１回、中古品交換会を開催、各自持ち込んだ不用品や中
古品をオークション型式で競売し再流通させています。但し、法
律により古物商許可証を持っている個人や事業者だけが参加で
きるので、一般の人は資格業者に委託をしなければなりません。
また、耕作放棄地の農地を借り受け再利用して、農産物を生
産しています。農場では、家庭や事業所から出る食品くずを使っ
たリサイクル有機肥料を使い、無農薬、無化学肥料で生産され

た農産物は、会員や廃棄食品提供者に還元されたり、NPO法人
インクルいわてが実施している「インクルこども食堂」に無料提
供されたりしています。
そのほか、バイオマス燃料の試みもしていますが設備不足で
頓挫しております。
今後の活動について、当団体は「もったいない」を基本にして、
限りある資源を有効に再利用させるために、行政や団体と提携
して再利用流通を促進させたいと考えております。

『たきざわ環境パートナー会議』
（滝沢市）
滝沢市の良好な環境の保全と創造を目指す、住民、事業者、
行政の協働組織です。「滝沢市環境基本計画」を推進するた
めに設立され、今年で13年目となりました。現在、環境基
本計画の進行管理を軸に、様々なフィールドワークを展開し
ています。
平成26年には、特定外来生物オオハンゴンソウの市民参
加型調査活動について、環境省主催の「東北地方ESD*プロ
グラムチャレンジプロジェクト」で優秀賞をいただきました。
平成28年には、ホタル生息地の保全活動について、（公財）日
本鳥類保護連盟より「野生生物保護功労者」として表彰を受
けました。そして新たに、岩手県により整備が進められてい
る木賊川遊水地について、生物の調査活動と保全活動を開始
しました。他に、市内の学校林を拠点とし、子どもたちを巻
き込んだ里山の保全活動を試みています。また、「滝沢市産
業まつり」などの大規模イベントにおけるゴミ減量を目指し、

リユース食器の普及活動を実施しています。
我々の活動は、滝沢市民、研究機関、近隣大学の学生、そ
の他多くの皆様に支えられて成り立っています。これまでに
培ったネットワークとノウハウを大切にしながら、今後も活
動の継続と発展に努めます。お気軽にお問い合わせください。
*Education for Sustainable Development：一人ひとりが世界の人々や
将来世代、また、環境との関係性の中で生きていることを認識し、持続可能な
社会の実現に向けて行動を変革するための教育。
（環境省パンフレットより）

たきざわ環境パートナー会議

事務局

〒020-0692 滝沢市中鵜飼55 滝沢市市民環境部環境課内
TEL：019-656-6510
FAX：019-684-2120
E-mail：kankyou@city.takizawa.iwate.jp
Twitter：https://twitter.com/takizawa̲envpp

冬のキャンペーン・イベントに参加しよう！
これから本格的な寒さを迎えます。岩手県は全国と比べても、冬季の電力需要や灯油代は高くなる傾向
にあり、省エネや地球温暖化防止はもちろん、お財布も暖かくなるような取組みが必要となります。
ここでは、これから参加可能なキャンペーンやイベントの情報をお届けします！

予告 ≪省エネ・節電キャンペーン第２弾≫
その１

ecoチャレンジいわて【冬】

【キャンペーン期間：2016年12月１日〜2017年２月28日】

「ecoチャレンジいわて」は岩
手の皆さんの省エネ・節電活動を
応援するキャンペーンで、まもな
く冬のキャンペーンが始まります。

◉ウォームシェア・コース

キャンペーン期間中にお出かけ いわてウォームシェア
した「いわてウォームシェアス スポットのロゴ
ポット」対象施設・地点を書いて
応募すると、抽選でQUOカードが当たります。

予告 「いわて温暖化防止フェア」
その２ 開催決定！

これまでアイーナで開催してきた「いわて温暖化防止
フェア」ですが、3回目となる今回は、会場をイオン
モール盛岡に移し、2017年1月28日（土）・29日（日）
に開催することが決定しました。セミナーや各種体験・
展示ブースなどお気軽に参加いただけます。今後の詳細
情報をお楽しみに！

■いわて温暖化防止フェアHP：
http://www.aiina.jp/environment/warmingfair/

◉チャレンジ・コース

12月または1月の電気使用量が前年同月より削減で
きた方に抽選で県産品が当たります。
詳細は追ってホームページ上でお知らせしていきます。
皆様からのご応募をお待ちしております！

■ecoチャレンジいわてHP：
http://www.aiina.jp/environment/ecochalle/
※ホームページでは、これまで応募者の皆さんからお寄せいただ
いたエコチャレンジのアイディアを公開中です！

＜昨年の様子＞

さらに、具体的な省エネ・節電対策を知りたいという方には…

「うちエコ診断」を受けてみませんか？

受診
無料

受診されるご家庭のエネルギー使用量や光熱費などの情報をもとに、うちエコ診断士
が、専用ソフトを使って、お住まいの地域やご家庭のライフスタイルに合わせ、無理な
くできる省エネ・省CO2対策をご提案します。
家庭から排出されるCO2の量は、どのご家庭でも同じというわけではありません。自
分の家ではどのくらいCO2を排出しているのか、また、他の家庭と比べてわが家の省エネ度はどのくらいなのか知り
たいという方もぜひうちエコ診断を受診してみませんか？

実施件数：20件程度（定員になり次第締切）
診断所要時間：50分程度

※事前にご自宅の光熱費等をお伺いするアンケートにお答えいただきます。

【問合せ・申込み】
うちエコ診断岩手県地域事務局／岩手県地球温暖化防止活動推進センター
T EL：019-681-1904（直通）または019-606-1752
FAX：019-681-1906
E-mail：iccca@aiina.jp

■家庭エコ診断制度HP： http://www.uchieco-shindan.go.jp/

めの
策のた
地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE（＝賢い選択）」
対
化 っています！ 2015年に温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」が採択されました。
暖
始ま
日本は2030年に向けて、温室効果ガス排出量を26%削減（※2013年度比）する目標を掲げており、
球温
地 運動も
「COOL CHOICE」は、この目標達成のために、省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動等、温暖化
民
対策に資する「賢い選択」をしていこうという取組みです。
国
例）高効率な照明に替える、公共交通機関を利用する、
ウォームビズの実践などライフスタイルを見直す、等

※「COOL CHOICE」公式HP：https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/

県内のイベント情報
①森・里・川フェスタ
〜みんなでつくる恵み豊かな水と緑の流域〜
【日 時】12月17日（土）
10：00〜15：30
【会 場】アイーナ4Ｆ県民プラザなど
【参加費】無料
【内 容】恵み豊かな盛岡広域管内のふるさ
との森・里・川を守り育て、次世
代へ引き継ぐ活動を応援するイベ
ント。ミニセミナーや環境保全活
動紹介コーナー、フリマなど。
【①問合せ】
盛岡広域振興局保健福祉環境部
TEL：019-629-6588
②冬の網張の森を歩く
（スノーシューハイキング）
【日 時】12月23日（金）
9：30〜12：30
【集合場所】網張ビジターセンター
【参加費】大人500円 小学生300円
【定 員】20名

○イベントの詳細については、それぞれの主催団体へお問合せください。
○環境関連イベントの情報をぜひお寄せ下さい！
③鞍掛山麓アニマルトラッキング
（スノーシューハイキング）
【日 時】1月21日（土）
9：30〜14：00
【集合場所】相の沢駐車場
【参加費】大人500円 小学生300円
【定 員】20名
【②〜③問合せ・申込み】
網張ビジターセンター
T EL：019-693-3777
FAX：019-693-3778

⑤虫の目で見るネイチャーランド
【日 時】1月15日（日）
10：00〜12：00
（9：50集合）
【集合場所】滝沢森林公園ネイチャーセンター
【参加費】無料 ※予約不要
【④〜⑤問合せ】
岩手県滝沢森林公園ネイチャーセンター
TEL：019-688-5522

④自然の宝もの見つけ隊
「葉っぱのステンドグラス」
【日 時】12月18日（日）
10：00〜12：00
（9：50集合）
【集合場所】滝沢森林公園ネイチャーセンター
【参加費】無料
※お気に入りの押し葉をご持参ください。

イベント情報をお寄せください！
環境関連イベントやセミナー等の
情報をお持ちの方は、環境学習交流
センターまでお知らせください。ホーム
ページ等でご紹介する他、チラシや
ポスターを送付・持参いただいた場
合には館内で掲示させていただいて
おります。

環境学習交流センターからのお知らせ
12月環境学習講座「お米大好き！ごはん大好き！」
日時：12月10日（土）10：00〜12：00
会場：アイーナ６階調理実習室
定員：大人20名（要申込）
約10年の歳月をかけて岩手が本気で開発したお米「銀河のしずく」
が誕生しました。本講座で、自然の恵みであるお米を試食しながら、
「食と環境」について、また岩手の環境を未来につなぐため私たちに
できることを一緒に考えてみませんか？

参加無料
太陽

銀河

人の愛情

大地
水

土

空
豊かな稔り
肥料

100万人のキャンドルナイト in いわて2016 −冬編−
日時：12月18日（日）10：00〜19：00（予定）
会場：紫波町情報交流館（オガールプラザ内）
︿昨年の様子﹀

夜の２時間だけ電気を消してロウソクの灯りで過ごしてみ
る事で、環境の事や地球温暖化・エネルギーの事を考えてみ
ようと呼びかけるイベントです。
◆内容：工作体験、環境パネル展示、ステージトーク、
エココンサート、キャンドル点灯他

●「いわて環境情報板」更新中です！●
岩手県や県内自治体の環境情報、イベント情報、助成金情報などを中心にお伝えします。
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、その時々のタイムリーな情報と切り口でお届けします。
毎月更新していきますので、お楽しみに！

「いわて環境情報板」：http://www.iwate-eco.jp/know/mailmag.html

今年は希望郷いわて国体・大会が盛り上がりましたね！
センターでも開催情報を掲載し、選手への応援や復興支援
に対するお礼メッセージの記入ブースを設けました。盛岡
駅に近い施設ということもあり、少しでも多くの方にメッ
セージが届いていれば良いなと思います。

［E - m a i l］eco@aiina.jp
［Website］http://www.aiina.jp/environment/
［b l o g］http://blog.iwate-eco.jp/
［Twitter］http://twitter.com/iwate̲eco
［Facebook］https://www.facebook.com/iwate.eco
◎環境学習交流センターは、認定特定非営利活動法人
環境パートナーシップいわてが岩手県から委託を受け
て運営しております。

