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代表 鈴木 克彬

環境アドバイザー重点行動テーマ

・・・研修・情報交換の場を広く・・・

・・・研修・情報交換の場を広く・・・

◎鈴木代表が群馬県環境賞を受賞

平成１５年９月２１日に県庁でぐんま環境フェスティバルが開催され、同時に平成１５

年度群馬県環境賞の表彰式が昭和庁舎正庁の間で執り行われました。その中で、当連絡

協議会の鈴木克彬代表が長年の功績を認められ、群馬県環境賞を受賞されましたので、

ご報告致します。

◎マイ・バッグ・キャンペーン（買い物袋持参運動）実施中（２ページ）

～９月１日～１１月３０日の３ヶ月間・県内４９９店舗が参加～

◎エコムーブ号（移動環境学習車）県内各地で活躍（３ページ）

～サポーター登録者のための実地研修会実施中～

◎活動の報告とご案内（４ページ）

～地域環境学習推進事業・専門部会等～

◎群馬県環境フェスティバルに参加（５ページ）

～県庁前広場でテントを担当、マイバッグの販売と水質テストを担当～

◎環境アドバイザー宿泊研修会のご案内（６ページ）

～１１月８日（土）・９日（日）・国立赤城青年の家～

◎リサイクル施設（埼玉県）の見学会（６ページ）

～１０月２２日（水）「回収されたトレイ・ペットボトルの行方を探る」と題して～

◎ヨーロッパ環境視察旅行のご案内（７ページ）

～平成１６年５月、環境先進国ドイツ・デンマーク・スウェーデンを訪問～

◎ 地域ブロックと専門部の世話役・連絡先紹介（８ページ）

グリーンニュース 第２０号
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エコムーブ号（移動環境学習車）サポーター

～～～登録者のための実施研修会始まる～～～

群馬県には環境問題に対する意識啓発・高揚のため、環境関係機器・パネル等を整備搭載したトラック（エコム

ーブ号）が用意されています。そして、小中学校をはじめとして、子ども会・公民館・その他イベント等、県民

多くの方々の有意義な活用を願っています。

平成 15 年 7 月 5 日（土）１３：３０～１６：００ 群馬県庁 昭和庁舎 ２６会議室及び正面玄関前に

て環境教育専門部会でのエコムーブ号の活用説明会（勉強会）が行われました。実際に活動されている群馬県環

境アドバイザーの城田博巳氏（前橋市）下城茂夫氏（伊勢崎市）から グループに分けて実験をしながら、学校

及び地域現場での経験を基にご説明いただけました。実験をマニュアルに沿って正確に行い、わかりやすい結果

を示せればよいだけでなく、こどもたちを飽きさせないようにうまく導かなければなりません。子どもたちが環

境学習を楽しく興味を持って学べるように雰囲気作りも重要だなと感じました。

平成 15 年８月 2９日（金）１０：３０～１５：３０頃 群馬県庁 昭和庁舎 ２１会議室及び正面玄関前に

て「動く環境教室」環境学習サポーター実務研修会が開催されました。平日にもかかわらず大勢の皆さんが熱心

に受講されました。

環境への負荷が少ない、持続的な発展が可能な社会を構築していくためには、次の世代を担う子どもたちの将

来にわたる環境意識を高めていくことが重要です。また、平成１４年度から前面実施されている「新学習指導要

綱」の中で、総合的な学習の課題として「環境」が例示され、環境学習の推進は今日的な大きな課題となってい

ます。

こうしたことから、「エコムーブ号」の事業をとおしてより多くの児童生徒が、環境問題を科学的に理解し、体

験し、そして発展的に考えることができるように支援することをこの事業の目的としています。

エコムーブ号「動く環境教室」の運営について等の説明の後 マニュアルによる学習テーマに入りました。

今回は （１）水のよごれを調べよう

（２）地球が暖かくなる仕組みを調べてみよう

（３）自動車から出るガスのよごれを調べよう

（４）ごみについて調べてみよう

の四項目でグループに分かれて、実験等をしながら体験研修をしました。

マニュアル通りにいくかなという不安と慣れてくると結果をわかりやすくしてしまう工夫等の裏話も伺えまし

た。

研修は主に学校授業型ですが、自由参加型で3 回エコムーブ号をお借りしたことがあります。

２回は、群馬県地域環境学習推進事業で活用しました。上記の実験のほか、太陽光発電、パソコン、パネル展示、

生きて動いている水生生物のアップをビデオに写し出したりしました。そのたびに思うことは、もっと使いこな

せたらなあとかたくさんの機器が積まれているのでもったいないなあという事です。こどもを対象にしています

が、大人も教えながら一緒に楽しいし、充分に勉強になると感じました。

1 回は都市計画課のワークショップ「県庁前ひろばの日常利活用」の実験のときにお借りしました。まず、エ

コムーブ号を知らない方がけっこういました。また、車に展示されていて乗れば見られるものと思っている方も

多かった。

まちづくりと環境はおおいに関係ありますし、県庁前ひろばの利活用はまちづくりの縮小です。ひろばにでき

るモニュメントはこどもたちのものと聞きます。高齢化社会、心の時代と言われて久しい現在、これからを支え

る子どもたちのため、環境教育、まちづくり教育、住教育は重要でありましょう。そして、これらは、日常のこ

とからであり、大人たちの意識のもと環境アドバイザーが中心となって取り組まなければ、より効果は得られな

いと思います。

エコムーブ号（移動環境学習車）をもっともっと活用していきましょう。

（文責 西村 良子）
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(・ω・)ノ 活動の報告とご案内 (・ω・)ノ

☆８月１０日（日）「ダイオキシンの夏」映画上映会 環境アドバイザー利根沼田連絡協議会
沼田市及び利根郡教育委員会、コープ群馬の後援をいただいて、８月１０日（日）10:30 と13:30 から利根沼

田文化会館で映画上映会を行いました。約150 人の参加者があり、70 人の方が感想を書いてくれました。以下が

感想の一部です。

「ダイオキシンのこわさを知ったので、自分でも気をつけて、ごみをもやしたりして

ダイオキシンを増やさないようにして行こうと思いました。」こども

「今日の映画を見て、本当に豊かなくらしは何だろうと思いました。

くらしは便利になりましたが、その分危険も伴うのだと認識しました。

今まで考えていなかったので、これからはもう少し考えていきたいと思います。

よいきっかけになりました。ありがとうございました。」おとな

☆専門部会
・環境教育部会

１０月４日（土）ＰＭ１：３０ 県庁昭和庁舎１１会議室

議題 部会の運営と課題、エコムーブ号、エコクラブ合宿、県学習事業、講演会のことなど

・ごみ問題部会

１０月２２日（水）リサイクル施設見学会

・エネルギー部会

１２月６日（土）ＰＭ１：３０県庁昭和庁舎１１会議室

☆今後の地域環境学習推進事業
１０月１７日（金）９：３０～１１：３０ 利根川河川敷の自然・清掃活動

前橋市下川渕公民館集合

連絡先 小川 仁司 （０２７－２６１－９１６０）

１０月１７日（金）１３：３０～１６：００ 雑古紙１００％安全安心のトイレットペーパー

集合場所 社会福祉法人「しののめ会」、通所授産施設「とも」

申込先 西村 良子（０２７－２６６－０８２６）

☆ＦＭぐんまよりご案内
コスモ・アース・コンシャスアクトＦＭぐんまクリーンキャンペーン

日時 １０月１９日（日）午前９：３０～１２：３０頃

場所 前橋嶺公園・中央駐車場

内容 清掃活動・植樹・嶺りんご狩りの複合イベント

詳しい情報はＦＭぐんまホームページでどうぞ。

http://www.fmgunma.com
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群馬環境フェスティバルに参加

あいにくの雨の中で、昭和庁舎前のテントの中の芝もグチャグチャでしたが、たくさんの環境アドバイザーや

一般の方々が参加し、にぎやかなフェスティバルでした。

地球温暖化について、エコクラブの活動、ごみ問題部会で調査した回収ボックス設置状況、水生生物、ドイツ

環境視察の時の写真等が展示され、アドバイザーの説明に熱心に聞き入ってくれました。

エコムーブ号はテントの前に駐車していましたが、雨が降り込んでは困るので、残念ながらほとんど使われま

せんでした。

水の水質チェックについては、約３０本の県内あちこちからの水が持ち込まれ、ＣＯＤ（汚れ具合）とＰＨ（酸

性度）のチェックをしましたが、ＣＯＤは５～１０ぐらいが多く、あまり汚れはありませんでした。ＰＨも中性

に近いものがほとんどでした。

ゆうまちゃんの顔入りのマイバッグはテント内、県庁舎１階と３２階で売った結果、４３７袋売れました。

元気な高校生達が活動発表をしたり、たくさんの親子連れが訪れ、雨に見舞われましたが、熱気ムンムンの環境

フェスティバルでした。 （真下淑恵 記）

マイ・バッグ・キャンペーン啓発活動

沼田市生活学校連絡協議会

利根沼田環境アドバイザー連絡協議会

のみなさんのスナップです。

ご苦労様でした！！

m(_ _)m 

宿泊研修会のご案内

２００３年１０月１日

Ａコープ沼田店にて
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日時 平成１５年１１月８日（土）１１：３０～９日（日）１２：３０

場所 国立赤城青年の家（勢多郡富士見村）１泊２日

主催 群馬県環境アドバイザー連絡協議会

会費 宿泊 ３，５００円（４食付き）

日帰り １，５００円（２食付き）

当日、受付で徴収します。

講演会 「世界各国の環境政策の実態について～ごみ・エネルギー・自然環境保護」

講師 國學院大學教授 菅井 益郎先生

講師プロフィール 國學院大學経済学科経済ネットワーキング学科教授、エネルギー問題が専門です。

「足尾銅山鉱毒事件」「資源エネルギー消費社会とソフトエネルギー」等著書多数

・１１月８日（土）

11:00～ 受付開始

11:30～12:00 入所・オリエンテーション

12:00～13:30 昼食

13:30～14:00 宿泊研修開講

14:00～16:00 講演会

16:15～17:15 意見交換「環境アドバイザーが考えていること」

～環境アドバイザー登録申請書より～

17:30～19:00 夕食

19:00～20:30 分散会 テーマに基づき意見交換（４班程度に分かれて討議）

21:00～ 入浴・懇談・就寝

・１１月９日（日）

6:30 起床

7:10～7:30 朝のつどい

7:30～8:30 朝食

9:00～12:00 全体会 地域環境学習推進事業のあり方について

“連絡協議会の運営等”質疑応答

12:00 昼食・解散

※申込先 県庁環境政策課 伊藤まで TEL：027-226-2818 FAX：027-243-7702

申し込みの際に、宿泊・食事の有無をお知らせ下さい。

なお、別途通知はしませんので、ご了解下さい。

満員御礼！

１０月２２日（水）に予定している、リサイクル施設見学会（トレイ・ペットボトルの行方を探る）は募集人

員いっぱいとなり、募集を締め切らせて頂きました。

なお、１１月第一土曜日に予定の専門部会（ごみ問題）はこの見学会に振り替えさせて頂きます。
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群馬県環境アドバイザー
ドイツ・デンマーク・スウェーデン環境問題視察研修

年月日 平成１６年５月２７日（木）～６月６日（日） ９泊１１日

主催・企画 群馬県環境アドバイザー連絡協議会

後援 群馬県・グリーンコンシューマー群馬ネット

参加対象者 群馬県環境アドバイザー登録者

費用 ３５９，０００円を予定

参加予定人員 ３０名程度を予定

☆行程

２００４年

５月２７日（木）～５月３１日（月）

ドイツ国内にて環境の勉強（フランクフルト、カールスルーエ、ハイデベルグにて環境視察、その他、

ライン川観光、ケルン市内観光あり）

６月１日（火） 航空便にてコペンハーゲンへ

コペンハーゲン市内観光

６月２日（水） コペンハーゲン環境視察

６月３日（木） 列車にてストックホルムへ

ストックホルム市内観光

６月４日（金） ストックホルム環境視察

６月５日（土） 航空便にて帰路へ

６月６日（日） 成田着

～全体的な特徴～

① 施設見学などハードの視察だけでなく、スーパーで買い物をしたり地下鉄や市電に乗ったりして、

その国の国民性・文化・倫理観なども学ぶ機会を作ります。

② 宿泊するホテルは、各都市連泊して、ゆったりとした時間をつくることに配慮致しました。

③ 夕食も出来るだけ自由として、その国の雰囲気を味わうと共に、行動の選択幅を多くしました。

④ 世界の中で環境先進国といわれる、ドイツ・デンマーク・スウェーデンを訪問し、自然環境の美し

さ・景観を楽しむと共に、自分の目で「地球温暖化対策など」その取り組み体勢（姿勢）を学べるよ

うに企画いたしました。

当件は同封にて、その案内書及び申込書をお送りします。皆様のご参加を期
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平成１５・１６年度群馬県環境アドバイザー連絡協議会

連絡網一覧表（世話人・連絡責任者として）

Ａ 地域ブロック

区域 ブロック 郵便番号 氏 名 住 所 電 話 ＦＡＸ

371-0847 城田博巳 前橋市大友町2-6-23 027-251-6753 027-251-6753

中部 371-0037 片山満秋 前橋市上小出町3-19-25 027-232-5391

東部 379-2154 菊川照英 前橋市天川大島町1-36-15 027-224-9757 027-224-9757

西部 371-0842 鈴木浩子 前橋市下石倉町23-5 027-252-6947 027-252-6947

南部 379-2131 西村良子 前橋市西善町267-31 027-266-0826 027-266-0826

北部 371-0037 片山満秋 前橋市上小出町3-19-25 027-232-5391

富士見村 371-0105 鈴木克彬 勢多郡富士見村石井2445-219 027-288-4297 027-288-4297

大胡町 371-0223 武藤 哲 勢多郡大胡町大胡244-2 027-283-2296 027-283-2296

宮城村 371-0241 石橋光男 勢多郡宮城村苗ヶ島972 027-283-6921 027-283-6921

前橋

粕川村 371-0214 宮田荘二 勢多郡粕川村女渕1427-7 027-285-5655 027-285-5655

高崎１ 379-0134 山口牧夫 安中市簗瀬104-5 027-385-4223 027-385-4223

高崎２ 370-0864 杉本清司 高崎市石原町1610-3 027-323-6199 027-323-6199

安中 379-0116 小宮ふみ子 安中市安中1-12-16 027-382-0847 027-382-0847

群馬郡 370-3106 安田金蔵 群馬郡箕郷町東明屋409-4 027-371-2650 027-371-2650

高崎

碓氷郡 379-0302 滝澤武夫 碓氷郡松井田町五料301-2 027-393-3693

桐生
桐生

藪塚・笠懸
376-0034 三ツ橋淳子 桐生市東4-6-33 0277-22-9777 0277-22-9777

372-0024 下城茂夫 伊勢崎市下植木町949-3 0270-24-3448 0270-24-3448伊勢崎

372-0823 吉江富雄 伊勢崎市今井町266-7 0270-24-2349 0270-24-2349

赤堀町 379-2201 千葉弘孝 佐波郡赤堀町間野谷538-11 0270-62-9473 0270-63-1450

(佐)東村 379-2200 増茂 満 佐波郡東村東小保方1032-1 0270-62-4672 0270-62-4672

境町 370-0124 北爪郁子 佐波郡境町境549 0270-74-0413 0270-74-0424

伊勢崎

玉村町 370-1132 嶋田重一 佐波郡玉村町下新田493 0270-65-2812 0270-65-2812

太田
太田

新田・尾島
370-0321 田村輝夫 新田郡新田町木崎1246-1 0276-56-5485 0276-56-5485

館林
館林

邑楽郡
374-0067 相場澄子 館林市岡野町165 0276-73-5095

沼田
沼田

利根郡
378-0015 真下淑恵 沼田市戸鹿野町319 0278-23-6498 0278-22-1134

渋川渋川

北群馬郡
377-0203 小沢加代子 北群馬郡子持村吹屋419-1 0279-23-2091 0279-23-2091

藤岡藤岡

多野郡
375-0024 井口邦子 藤岡市藤岡1119-3 0274-23-0830 0274-23-0830

富岡 370-2316 飯井哲子 富岡市富岡1944-3 0274-62-0020富岡

甘楽郡 370-2462 吉田 孝 富岡市下丹生19-1 0274-67-3135

中之条 吾妻郡 377-1411 萩原元夫 吾妻郡長野原町応桑1448-8 0279-85-2321

Ｂ 専門部会

部会名 郵便番号 氏 名 住 所 電 話 FAX

ごみ問題部会 370-0004 新井靖衛 高崎市井野町1149-3 027-361-4688

379-2154 菊川照英 前橋市天川大島町1-36-15 027-224-9757 027-224-9757温暖化・エネルギー部

会 370-0051 宮崎薩道 高崎市弓町99 027-322-2923 027-322-2923

環境教育部会 371-0847 城田博巳 前橋市大友町2-6-23 027-251-6753 027-251-6753

各地域での活動や専門部会についてのお問い合せは、上記の方々にお願い致します。


