
さがみはら地球温暖化対策協議会に入会して、温暖化対策に
一緒に取り組みませんか。協議会の目的に賛同する個人・事業
者・団体で協議会事業に積極的に参加いただける方ならどな
たでも入会できます。市外の方も入会可能です。前号でお知らせしたさがぼー

くんのラインスタンプは
28年度から配布開始予定
です。もう少しお待ちくだ
さい。

〒252-0236
相模原市中央区富士見1-3-41相模原市立環境情報センター内
TEL・FAX：042-753-9550
Eメール：info@s-ontaikyou.jp
HPアドレス：http://www.s-ontaikyou.jp/

さがみはら地球温暖化対策協議会

この会報は環境に配慮した紙・インクを使用しています。

活動内容や会員の紹介、講座やイベントの
ご案内等を掲載しています。
フェイスブックページもあります。
URL　http://www.s-ontaikyou.jp/

さがみはら地球温暖化対策協議会からのご案内
～ホームページに『さがぼー時計』が誕生！
　　　　　市民のみなさんのエコ宣言をご覧ください！～

入会を希望する方は、お気軽に右記協議会事務局に
お問い合わせください。

会員募集中です！

会費…１口  1,000円・個人会員/１口以上
・事業者・団体会員/２口以上

さがみはら
地球温暖化対策協議会

会員紹介
個　人 22名
事業者 33社
団　体 35団体
合計 90
（平成 28年 2月 1日現在） NPO法人ナレッジ・リンクでは就職

希望者・就職が困難な方に対して、
就業支援・職業能力の開発に関する
事業を行い、人々の成長・雇用機会
創出・経済活動の活性化に寄与する
ことを目的として活動しています。ま
た、西門商店街にて認定就労訓練事
業所として喫茶室ノスタルジーを運
営しております。お近くにお立ちより
の際には是非ご来店ください。

NPO法人ナレッジ・リンク

gooブログ　環境を考える相模原の会
メール　yamamasa@mtd.biglobe.ne.jp

相模原市就職支援センターでは、就職
活動を行っている皆様を支援するた
め、無料にて就業支援事業を実施し
ています。就職に関する悩みなど何
でもご相談ください！職業紹介、
ハローワークさんとの連携、しごと・
子育てワンストップ相談、南区で出張
職業紹介、保育士等の専門相談も実
施しています。
電話番号：042-700-1618
相模原市緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと6階
http://www.sagamihara-city.jp/shushoku/
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通称「そうしょうれん」です。『未来の
子ども達の命を守るために』をテーマ
に、食の安全、せっけん運動、水、ごみ、
地球環境など、身近な暮らしの問題
について活動しています。世界各地で
異常気象が多発し、食料生産への影
響も大きく、輸入依存の日本の食料自
給率の問題について、市民祭り、消
費生活展、食育フェア等で、消費者
の視点から啓発しています。

相模原市消費者団体連絡会 相模原市就職支援センター 相模原事務用品協同組合

環境を考える相模原の会

「環境を考える相模原の会」は、環境保
全と地域共生型のまちづくりをめざし、
「原発からのすみやかな撤退」と「自然
エネルギーの導入」を進めることを目的
として活動しています。毎月第２火曜
日午後７時から城山公民館第２会議室
で定例会を行うとともに、公民館まつ
りへの参加、講演会、見学会、政策提
言等を行っています。
皆様の参加をお待ちしています。

会員紹介は
掲載希望の
会員から順次
掲載します。

私たち相模原事務用品協同組合は、
平成18年9月に認証取得し環境に
やさしい協同組合として積極的に活動
しております。

相模原市中央区中央3-12-3 商工会館内 
ＴＥｌ.042-750-2838
Ｅ-mail:kumiai@e-jimu.jp
http://www.e-jimu.jp/

エコアクション21
環境への取り組み

相模原事務用品協同組合の新しいロゴマーク

ＬＩＮＥスタンプ
もう少し
待ってね！

ペコリ

地球温暖化対策協議会 会報さ が み は ら

さがぼー通信 〒252-0236 
相模原市中央区富士見 1-3-41
相模原市立環境情報センター内
電話 /ファクス 042-753-9550
Ｅメール　info@s-ontaikyou.jp
●http://www.s-ontaikyou.jp/

さがみはら
地球温暖化対策協議会

発行日
平成28年2月

第5号

さがみはら地球温暖化対策協議会は、個人・事業者・団体・市が連携・協力しながら、日常生活に起因する
温室効果ガスの排出削減などのために必要な対策の協議や活動を実施し、市域の地球温暖化対策を推進していきます。

　平成27年12月13日（日）橋本のソレイユさがみにて、さがみはら地球温暖化
対策協議会と相模原市の共催で「さがみはら地球温暖化防止フォーラム」を開催し
ました。あいにくの雨模様にもかかわらず、多くの皆様の参加で、活気あふれる
イベントとなりました。

〇相模原環境川柳コンテスト表彰式
〇小中学校の環境活動についての発表
　・田名北小学校「未来へつなぐ　カワラノギク」
　　絶滅危惧種である｢カワラノギク｣を10年前から児童会中心に育てています。
　・相原小学校「目指せ！地球に優しい学校」
　　節電・節水・資源箱の設置でゴミの削減を推進しています。
　・上溝中学校「地域さらには地球規模の環境保全を目指して」
　　自分たちが身近にできることを考え、宣言し、実行しています。
〇らんま先生のエコ実験パフォーマンス
〇家庭で実践できる温暖化対策

　らんま先生は、日本で環境省から唯一
認定された＜環境パフォーマー＞で、第
12代科学の鉄人に選ばれています。らん
ま先生が海外で経験した植林の写真を見な
がら環境への思いを伺った後、水、風船、
ダンボールなどを使ってのパフォーマンス
が始まり、会場は大いに盛り上がりました。
　

　小中学校３校の環境活動に
ついての事例発表のほか、会場
前ではさがみ風っこISO認定校
の活動発表展示も行いました。
　いずれも子どもたちの環境に
対する意識の高さが感じられる
内容でした。

～子どもも大人も地球温暖化対策！～

を開催しました

田名北
小学校

相原
小学校

上溝
中学校

プログラム

らんま先生のステージ

さがみはら地球温暖化
防止フォーラム
さがみはら地球温暖化
防止フォーラム
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　事業者の方の省エネ対策を後押しするため、
ＥＳＣＯ事業説明会を開催しました。ビルや工場
などのエネルギー効率の改善による削減効果を
保証し、省エネルギー設備への更新等によって
削減した光熱費分で投資額を回収する省エネ
対策事業をＥＳＣＯ事業といいます。説明会に
参加されなかった事業者の皆様も省エネ対策の
一つとして検討されてはいかがでしょうか。

　さがみはら地球温暖化対策協議会会員が、環境に配慮
した調理実習と相模原市のごみについての講義を受け、
毎日の暮らしの中からの地球温暖化対策を学びました。
　協議会ではエコなクッキ
ングやごみの処理の問題
など、市民の皆様がすぐ
実行できる、身近な温暖
化対策をお伝えしていき
たいと思っています。

　昨年５月のかんきょうフェアから始まった「さが
ぼーくんとエコ宣言」をさがみはら地球温暖化対策
協議会ホームページで見ることができます。名付け
て『さがぼー時計』です。トップページ右上の「届け！
みんなのエコ宣言　さがぼー時計」をクリックして
ください。１分おきに市民の皆様のエコ宣言が流れ
ます。
　これからも市内のイベントで「さがぼーくんとエコ宣
言」を実施しますので、皆様も参加して、ぜひ『さがぼー
時計』デビューを
してください！

事業者向け

ESCO事業
説明会を開催

9/11
（金）

8/ 8（土）

10/18（日）

10/25（日）

11/ 8（日）

会員向け

エコ・
クッキング講習会

9/30
（水）

『STOP ！温暖化ハウス』は市民の皆様に「エコな家」と
「エコでない家」の違いを体験していただくために、市内
のイベントなどで展示しています。この度、ハウスの
屋根に太陽光パネルを設置して、さらにエコになりまし
た。引き続き展示していきますので、ご家庭の省エネ・
創エネ対策の参考にしてください。

「STOP！温暖化ハウス」
　　　がもっとエコに！

 eco♥

田名ふるさとまつり　
相武台ふるさとまつり
津久井やまびこ祭り　
さがみはら
市民活動フェスタ　

【27年度8月以降の参加イベント】

エコ宣言！！
さ が ぼ ー 時 計環

境
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト

入
賞
者
発
表
！！

たかめよう　気温じゃなくて　エコ心

僕はとても動物が大好きです。地球温暖化が進むと南
極の氷が溶けて　動物に多大な影響を及ぼします。
環境への関心をたかめてほしいという思いをこめてつ
くりました。最優秀賞に選ばれてとてもうれしいです。

望月　泰良 様　（中学３年生）

7/28
（火）

11/11
（水）

東京ガス㈱根岸LNG基地
東京電力㈱浮島太陽光発電所
かわさきエコ暮らし未来館
ノジマメガソーラーパーク、南清掃工場
宮ケ瀬ダム、愛川第１発電所

市民向けバス見学会

「エネルギーを作る
　現場を見にいこう！」

家庭でできる
エコについて話し合う
良い機会を得ることが
できました。
まずは１人１人が
できる事から！
全世界がCO2の削減に
協力すべきだ！！

参加者アンケートより

これはエコ　ケチではないと　胸を張る

“ケチケチしている”と“エコしている”とでは、やってい
るこちら側の気持ちもずいぶん変わってまいりますね。ど
ちらとも物を無駄にしないで始末することを指すのですが、
“地球のためにエコ暮らしをしている”と思えば、自分の
ことがとても誇らしく思えます。貧乏生活もこの心意気で
乗り越えています。みんな、胸を張ってエコしよう！！

横尾　伸子 様

次世代へ　つなぐ相模の　木々と空
川本　　浩 様

優秀賞一般
の部

エコ運動　みんなが地球の　お医者さん

自分が風邪をひいた時、病院のお医者さんに診ても
らいました。地球温暖化が地球の病気だとしたら、
医者が必要だと思いました。その医者に、私達 1 人
1 人がエコ運動をすることでなれるのかも知れないと
思い、この川柳を作りました。

瀬野　真依 様

退職後　稼ぎ頭は　屋根の上

今年定年退職を迎えました。住まいもマンションで
太陽光パネルを設置することは出来ませんが、もし
一戸建てで設置していれば、年金生活が少しでも
楽になるのかとの思いで作りました。

三村　雅則 様

自然を大切にすることが地球環境を守ることにつな
がり、そこに住む様々な命の暮らしを豊かで健やか
なものにする…そんな思いでこの川柳を書きました。

森林は　皆を守る　防波堤
佐々木　百葉 様　（小学６年生）

ちょっとでも　みんながやれば　地球規模

一人がするエコでは地球にとっては小さな力ではある
けど、それが百人、千人と増えていくと地球規模に
までなるはずです。いろんな人にエコを意識してもら
いたくて、意味がないと思っている人の気持ちを変え
たいなと思ってこの句を書きました。

柳原　嘉文 様　（中学３年生）

優秀賞青少年
の部

エアコンが　うちわに変わる　夏祭り

夏はとてもあつく、エアコンを使ってしまいますが、
未来の地球の事を考えると、うちわでがまんした方が
いいと思い、この川柳を書きました。

生方　海威 様　（中学３年生）

相
模
原

さがぼー賞
最優秀賞
青少年の部

　さがみはら地球温暖化対策協議会では「地
球温暖化」をテーマに環境川柳コンテストを実
施いたしました。６月から11月の募集期間に
全国から一般の部４２７句、青少年の部３４１句
のご応募をいただきました。応募作品はどれ
もすばらしく、地球環境を思う気持ちのあふ
れた句ばかりでした。ご応募いただいた皆様、
ありがとうございました。
　11月末に選考の結果、一般の部と青少年
の部の最優秀賞と優秀賞が決定
し、12月13日のさがみはら地球
温暖化防止フォーラムで発表、
表彰をいたしました。

さがみはら
地球温暖化対策
協議会会長賞

最優秀賞
一般の部

　市の面積の約6割は森林です。現在は国内の森林の多くが手入れ不足で荒廃
が進んでいると言われますが、適切に整備された森林は二酸化炭素の吸収源に
なります。当協議会では、森林整備を推進するためにも森林資源を利用してい
くことが大切だと考えています。そのため、津久井地域などの地元産材の利活
用をテーマとして会員研修を実施しました。
■10/19（月）講演会
　基調講演「相模原市の森林の現状について」
　                               　　津久井郡森林組合代表理事専務　坂本　重光 氏
　活用事例紹介
　　「循環型社会の新たな木質２次加工製品の紹介」 ㈱SION　原　　三郎 氏
　　「教室に木の温もりの学習机が来た」
　                    さがみ湖森･モノづくり研究所　丸茂　喬 氏　淵上美紀子 氏　　　
■11/９（月）視察研修　木質ブロックの利用状況の視察他
　視察先：羽村駅周辺、青梅市立第二小学校、青梅の森
　

会 員 研 修 会

で

一般の部

青少年の部

優秀賞青少年
の部優秀賞青少年

の部

優秀賞一般
の部

優秀賞一般
の部

平
成
27
年
度
実
施
事
業


