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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

ル!
リニューア

この冬リニューアルした「いわてわんこ節電
所」は皆さんご覧になりましたか？今号ではリ
ニューアルしたポイントをご紹介しています。
「家庭のエコチェック」を通じて、日々の省エ
ネや地球に優しい暮らしを実践していただいた
結果2月28日現在で延べ7,226名の方に参加
していただき、373,401kgのCO 2 削減とな
りました！皆さんのお手元に「てとて」が届い
ている頃には、どのくらい削減できているでし
ょうか？
®わんこきょうだい

小学生から
用いただいた
センターを利
になってい
タッフの励み
のお便り︒ス
す♪
とうございま
ます！ありが

環境学習交流
センターでは
︑定期的に
展示を入替え
︑県内事業
所
の環境に関
する取組など
をご紹介して
います！

冬の寒さが厳しかった分、春の訪れが待ち遠しい今日この頃です。
今年度は「いわてわんこ節電所」
という新しい事業がスタートし、県内各地のイベントや講座など
様々な機会で家庭のエコチェックをしていただきました。今後もどんどんご参加ください！

○「いわてわんこ節電所」リニューアルして展開中！
○小学生も取り組んでいます！「地球温暖化を防ごう隊」
○団体紹介：こどもエコクラブ登録団体「みずさわエコキッズ」
（奥州市）
○こどもエコクラブ交流会が開催されました！
○センター報告
○県内のイベント情報
○環境学習交流センターからお知らせ
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今年度オープンしたWebサイト「いわてわんこ節電所」が
一部リニューアルし、省エネ行動の成果の見える化をする「家庭のエコチェック」に加え、
地球温暖化情報を発信する機能が追加されました。

ス
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地球温暖化に関する最新情報やイベント情報、皆さんの参加状況やプレゼントキャン
ペーンの情報などを更新中！タイムリーな情報をゲットしよう！
地球温暖化のメカニズムや、今後、岩手県内でも起こると予測される影響、また地球
温暖化の主な原因と言われる二酸化炭素（CO2）の排出状況を、イラストや写真等を交
えて解説したページ。地球温暖化防止のために家庭でできる省エネ行動について、具
体的なアクションを提案！

このほか、Webサイトのコンセプトや「家庭のエコチェック」への参加方法を説明したページも。これから
参加する人はチェックしてみましょう！
CO2削減アクション

イメージ図

詳しくは

いわてわんこ節電所
で検索♪
URL：https://www.co2-diet.com/

スマートフォン
からも簡単に
アクセス！
！

～遠野市立上郷小学校～

〜事業者の皆さんへ〜

参加者プレゼント協賛企業を募集しています！

いわてわんこ節電所の取組に賛同し、参加者プレゼントキャンペーンで使用する商品を
協賛品として提供いただける岩手県内の企業を募集しています。提供いただいた商品につ
いては、キャンペーンページにて、商品情報及び企業URL等を紹介させていただきます。

賞品例

県産品

省エネ・節電関連商品

常温保存可能な食品

環境に配慮した商品

県内全域で使用可能な商品券、旅行券 等

ご興味がある場合は、こちらまでお問合せください！

岩手県地球温暖化防止活動推進センター

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目7-1 アイーナ５F（環境学習交流センター内）
TEL：019-606-1752 FAX：019-606-1753 E-mail:iccca@aiina.jp
プレゼントキャンペーンページ：http://www.aiina.jp/environment/co2-diet/present.html
※本年度のキャンペーン締切は３/15です。次年度は４月より開始予定です。
新年度を迎えるにあたり、家電の買換え等をお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時は、「省エネ製品買換ナビゲーション しんきゅうさん」を活用してみてはいか
がでしょうか？
※詳しくは、「しんきゅうさん」ホームページをご覧ください。

https://ondankataisaku.env.go.jp/shinkyusan/
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「地球温暖化を防ごう隊」

小学生も
取り組んでいます！

岩手県では、平成16年度から「地球温暖化を防ごう隊（以下、防ごう隊）」の取組を
進めています。防ごう隊は、参加する児童を「地球温暖化を防ごう隊員」に任命し、
各家庭において地球温暖化対策を任務として遂行してもらいながら、普段の生活の見
直しや環境にやさしい取組などに気づき、実践して、家庭での省エネルギー活動に対
する知識と理解を深める活動です。児童には「地球温暖化を防ごう隊員ノート」が配
られます。また、実際に実践した省エネ行動はチェックシートへ記入し、ふりかえり
も行います。

取組例

～遠野市立上郷小学校～

遠野市立上郷小学校も防ごう隊取組校の一つです。
冬休み期間中、５年生と６年生の児童15人で防
ごう隊に取り組んだ結果、61,345g（約61kg）
のCO 2 を削減しました。「ご飯を残さない」や
「玄関を開けっぱなしにしない」など自ら工夫も
していたとのこと。児童の感想の中には「最初は
大変だったが慣れれば気にかけなくてもできるよ
うになった」、「意識したら誰もいない部屋の電気
を消したりすることができるようになった」など
の声もありました。
上郷小学校では、地域での取組として、白樺樹
液採取体験や水生生物調査、廃品回収などの取組
も行っています。
小学生の取組が、家族や地域の方も巻き込み、
地球温暖化防止のための一歩となっています。こ
れからも、それぞれの立場でできるCO2削減アク
ションに取り組んでいきましょう！

１月27日「平成29年度いわて水と緑の交流フォーラム」内
にて防ごう隊の取組を発表する上郷小学校の皆さん

「地球温暖化を防ごう隊」について詳しくは岩手県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.iwate.jp/kankyou/seisaku/ondanka/002975.html

講師派遣も
活用できます
防ごう隊実施にあたっては、事前学習などの機
会に知識や理解をより深めるため、岩手県地球温
暖化防止活動推進員など講師の派遣をご利用いた
だくことをお勧めしています。次年度もご利用を
お待ちしております！

＊講師派遣についてはこちら

http://www.iwate-eco.jp/use/koushi.html
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団体紹介
こどもエコクラブ登録団体『みずさわエコキッズ』
（奥州市）
平成16年度の水沢市時代から現在の奥州市まで14年活動し
ています。その間は、生活環境課の主導で行われ、古代の流れ
源流「網代滝」を守る会が後押しをしました。
子どもたちの登録も多く20人から30人で活動し、各種の補
助事業にも助けられ、岩泉町のこどもエコクラブさんとの交流
や、震災後の釜石市の子どもたちとの交流、もちろん地元での
交流も数知れません。前沢区にある「大曲の水辺に夢をつくろ
う会」との交流では、船に乗って中洲での自然体験、我が方に
来てもらい網代滝での自然体験等思い出深い体験が盛りだくさ
んです。
現在の体制は、古代の流れ源流「網代滝」を守る会の主導で
開催しており、春夏秋冬と年6回の活動としています。春は、
田植え、タケノコ掘り、夏は、たんぼの生き物調査、川の生き
物調査、網代滝探検、スイカ割り、秋には、稲刈りや、ビオト
ープ探索、冬には、小正月行事（ミズキ飾り）や黒石小学校で
開催されるジャンボかるた大会へ参加しています。10月中旬には奥州スカイツリー（奥州市にある大鉢森山のこと、東京スカ
イツリーとほぼ同じ約634m）登山を、「奥州めぐみネット」開催の市民登山と合同で実施しました。今年度は２月17日に、
そりっこ乗り、春めっけ（ネコヤナギ、ばっけ取り等）、まんじゅうづくり、閉講式で終了しました。
現在登録者は11人で少数です。来年度には、水沢区内のみではなく広く募集してみたいと考えています。学校行事や地域行
事、子ども会行事と重なりなかなか全員がそろうことが少ないです。活動の中では、環境アドバイザーや地球温暖化防止活動
推進員にも来ていただくことがあります。
みずさわエコキッズ事務局 千田正典
このように、みずさわエコキッズは1年間をとおして自然体験
〒023-0101 奥州市水沢区黒石町字袖ノ沢21−３
や農業体験からエコについて少しでも学ぶ活動を実施しています。
TEL：0197-26-3581／080-5556-5168
E-mail：sp3u36m9@song.ocn.ne.jp

●「こどもエコクラブ交流会」で冬の自然を満喫！
２月３日（土）、４日（日）の２日間、岩手県立県北青少年の家（二戸市）にてこどもエコ
クラブ交流会を開催しました。いわいずみエコクラブに加え、一戸町、花巻市、北上市から
一般のご家族の参加もあり、総勢約30名で冬ならではの遊びや体験をしてきました！
冒頭の「水のお話」では、水の性質と私たちや環境との関わりのお話＋クイズ
に挑戦。体の約70%が水である事（子どもの場合）、地球の中でも水が循環して
命を育んでいる事など、水の大切さについて学びました。野外では、埋められた
ボールを探し当てる「宝さがし」や、低学年から大人まで混合の計５チームに分
かれて「かまくら作り」を体験。頭としっぽと足をつけて亀にしたり、雪だるま
を立てたり（ユキダルマックスと命名！）、階段をつけたり…それぞれの発想がつ
めこまれた個性的なかまくらが完成しました。夕食後の「プラネタリウム」は冬
の大三角や星座のお話を聞きました。夜空も環境と関係して
いて、街の灯り（電気）で星が見えづらくなってしまうとい
うお話では驚きの声が上がっていました。２日目のプログラ
ムは「スケート体験」。岩手県スケート連盟のお二人に丁寧
に指導していただき、初めて氷の上に立ったという子ども達
も、最後には壁から手を放して滑ることができるようになっ
ていました。
水や雪、氷に囲まれて楽しく過ごした2日間。また皆でこ
うして体験や交流ができればなと思います。
※こどもエコクラブへの登録や活動のヒントなどはホームページをご覧
ください。

「こどもエコクラブ〜地球にいいことはじめよう〜」

http://www.j-ecoclub.jp/
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最新情報は
FacebookやTwitterで発信中！

センター情報

◎「ミニチュア箱庭・枯山水ワークショップ」を開催しました
日時：2017年12月3日(日) 13:00〜15:00
身近にある自然に興味を持ってもらおうと、木の実や枝、葉など
を使った作品作りを実施しました。何と言っても、素材の種類・量
の豊富さに驚きます。これらの素材は講師の川村晃寛さん（環境ア
ドバイザー、森林インストラクター）が野山や公園などで採取して
きたものばかり。並べられた素材を目にした参加者の皆さんは、創
作意欲がふつふつと湧いてきたようで、素晴らしい作品が完成して
いました。
私たちが気づいていない、見過ごしているだけで、今回使用したような木の実などは、普段何気なく歩いている
ような道端や近所の公園などでも見つけることができます。宝探しをしているような気分で、おらほの街を散策し
てみても良いかもしれませんね。

写真に収まりきらないほど豊富な素材！

川村さんから素材についてのレクチャーを受ける参加者

環境に関するミニ講座を開催してみませんか？
環境学習交流センターでは、県民の皆さんに環境に関連する活動内容の紹介や知識・情報を提供するための講座を主催す
る個人・グループを募集しています。土曜日または日曜日の13：30〜15：00の時間帯で、ミニ講座を開催してみませんか？
（開催日は平日も可能です。また、時間帯についてもご相談下さい）当センターが皆さんの自主的な講座の開催を応援します。
詳しくは、当センターにお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。

http://www.iwate-eco.jp/info/minikouza.html

第26回

ステラパル冬まつり（二戸市）
出動日：２月18日（日）
場 所：岩手県立県北青少年の家

冬の出張環境学習会は、県北の二戸市へおじゃましてきました！
環境学習交流センターブースでは、みつろう※キャンドルづくりや
県産の間伐材を使用したつみ木、環境パネル展示、環境クイズなど
を実施しました。それぞれ個性を持った生き物たちがつながり合っ
て豊かな自然環境が育まれていることに気付いていただけたのでは
と思います。
※みつろう（蜜蝋）：ミツバチが巣の材料として分泌するロウ成分のこと。
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県内のイベント情報
①根開きのブナの森で春を探そう
（スノーシューハイキング）
【日 時】４月８日（日）
９：30〜14：00
【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
②早春の網張自然観察会
【日 時】４月30日（月）
９：30〜14：00
【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！
【①②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
③植物の不思議探検隊
【日 時】３月18日（日）
10：00〜12：00
【集合場所】滝沢森林公園ネイチャーセンター
【参加費】無料
【③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

皆様からの情報もお寄せください！
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
「平成29年度地球温暖化を防ごう隊」参加校の取組紹介
「地球温暖化を防ごう隊」とは、将来、地球温暖化の影響
を受ける可能性のある小学生を対象に、家庭でできる省エネ
等の取組を通して、地球温暖化防止に対する意識を高めるこ
とを目的とした活動です（詳しくはp.２で紹介）。今年度、
防ごう隊に参加した小学校のうち、数校の取組について展示
を行います。子どもたちが環境活動にどのように取り組んで
きたのか、壁新聞などで紹介します。

展示場所：アイーナ５階
展示期間：３月中を予定

環境学習交流センター内

昨年度の展示の様子

（詳細はホームページでお知らせします！）

「エコ×アート作品展」開催しています！
季節の草花や野菜・果物などをじっくり観察することで、身近な自然に親しむ心を育んできた水彩画サー
クル「エコ×アート」。今年度、会員の皆さんが描いた作品を環境学習交流センター内で展示しています。

日時：第Ⅱ期展示

３月２日（金）〜３月31日（土）9：00〜19：00

※第Ⅰ期展示は終了しました。

場所：アイーナ５階

環境学習交流センター内

小学生の取組について取り上げましたが、県内では
水生生物調査や森林学習会、エネルギー学習会などを
行っている学校があります。学ぶ環境が身近にあり、
地域の人たちによってそのような場が創られているこ
とも忘れてはならないなと思います。

［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、県とNPOとの協働により運営しております。

