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さがみはら地球温暖化対策協議会

●協議会キャラクター「さがぼーくん」のPRソングやダンスの作成
●「さがぼーくんジャンボかるた」大学生バージョンの作成
●「会報さがぼー通信」の編集協力、記事やイラストの提供
●「さがぼーくん」運用への協力（さがぼーくんになれる！）
●地球温暖化防止のためのイベント企画
●子どもたちへの環境教育の協力 etc.
良いご提案については、当協議会が相応の経費の負担をいたします。
こんなことができる！という方、何かできるかも…という方、
お気軽に下記協議会事務局までご連絡ください。

会員募集中！！
　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。当協議会の目的に賛同する個人・
事業者・団体はどなたでも入会していただけます。また、
市外の方の入会も可能です。

１口  1,000円／年
個人会員１口以上　事業者・団体会員２口以上会費

地球温暖化対策の講座やイベントを開催しませんか

　さがみはら地球温暖化対策協議会では地球温暖化対策について
の講座やイベントを実施しています。
ぜひ公民館やこどもセンターなどの事業にご活用ください。無料で
講師の派遣をいたします。
　以下に実施例をご紹介します。子ども向け、大人向け、親子向け、
また下記をいくつか組み合わせた講座も可能です。お気軽に当
協議会事務局にお問い合わせください。

出前講座実施中
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　世界中で深刻な問題となっている地球温暖化、さがみはら
地球温暖化対策協議会は市民のみなさんと共にこんなご協力を
希望しています！

大学生のみなさん! 
地球温暖化を防ぐために
力を貸してください!!

〈講座の実施例〉
①地球温暖化対策の体験講座：温暖化の説明、
　省エネ実験、エコな暮らし探しなど。
②工作教室：材料費（200円～ 500円）は
　実費となります。
　（例）ソーラーオルゴール工作
　　　ソーラー LED ランタン工作
③さがぼーくんジャンボかるた大会：
　小学校低学年から参加可能。かるた貸し出しも可。

ソーラーLED
ランタン

 例えば大学生のボランティア募集

さがみはら
地球温暖化対策協議会

会員紹介
合　計 120
（2019年８月１日現在）
個　人 42名
事業者 42社
団　体 36団体
会員紹介は掲載希望の会員から
順次掲載します。

当社は、1993年8月、「計測と制御」
をテーマにした電子回路装置の受託
開発からスタートしました。現在では、
医療機器やロボット用の組込システム
の開発から組込基板の量産手配まで
を手掛け、その他にも家庭用防犯カ
メラの販売や産業用ロボットの導入支
援等を行っております。
ユニークな社名は、「Creativity(創造) 
And Revolution2（革新２） Of Technology」
の略称です。「お客様に仕事を通して、
創造的・革新的な要素を組み入れ、
付加価値の高い製品を提案していく」
との思いが込められています。

    

1947年の創業から70年以上にわた
りエンブレムを作り続けております。
今は、自動車のミリ波エンブレムと言
う衝突防止用レーダーを透過する特
殊な機能エンブレムを主に、キーマー
ク、メーターリングなど生産をしてお
ります。
環境に関しては日本だけでなく進出し
ている海外拠点タイ、中国、香港、
マレーシア、アメリカなど新光グルー
プ全体での取組が出来たらと考えて
おります。
どうぞ宜しく御願い致します。
http://www.shinko-name.co.jp

㈱キャロットシステムズ 新光ネームプレート㈱

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
令和元年８月

第11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。

　暮らしの中での温暖化
防止行動を呼びかける歌

を会員の協力で作りまし
た。みんな

で元気に温暖化に取り組
むイメージを表していま

すので、ぜひ聴いてみて
ください。

「さがぼーくんのうた」
～ストップおんだんかマ

ーチ～の動画は当協議会
ホームページ

（http://www.s-ontaikyou
.jp/）、facebook（https://w

ww.facebook.com/sagam
ihara.ontaikyou） 

でご覧になれます。       
 

｢さがぼーくんのうた」
～ストップおんだんかマー

チ～できました！

クールシェアイベントを
行いました。

　2020年東京オリンピック競技大会を
1年後に控えて自転車ロードレース競技
テストイベントが７月21（日）に開催
されました。
　当協議会は梅雨の蒸し暑い不安定な
天候の中、熱中症に注意しながら沿道
で安全に楽しく観戦してもらうために、
相模原市緑区相原２丁目交差点の観戦
スポットに、涼んでもらうためのブース
を設けました。
　ブースでは地球温暖化防止活動に
役立つ「さがぼーくんジャンボかるた」
の展示を行い、家族で気に入ったかる
たの札にシールを貼ってもらいました。
　また缶バッチ製造機でお手製の「さが
ぼーくんバッチ」を作ってもらいました。
「さがぼーくんぬりえ」は好きな図柄を
選んで塗ってもらいました。子どもが
丁寧に塗る様子に感心している保護者
の姿が微笑ましかったです。
　選手達が通過する前には本村賢太郎
相模原市長も激励に来てくれました。

クールシェアとは？

一人一台のエアコン
をやめ、

涼しい場所をみんな
で

シェアすることだよ
。



17の目標 具体的な内容 私たちができること 17の目標 具体的な内容 私たちができること 17の目標 具体的な内容 私たちができること
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次世代自動車と
二酸化炭素排出
削減について

次世代自動車と
二酸化炭素排出
削減について

　８階で行われた「環境ショータイム」の「ゆるキャラ
と一緒にCOOL CHOICE宣言」では、「さがぼーくん」
が登場し、「さがぼーくんのうた」を初めてお披露目し
ました。さがみん、ミウル、パンピーレッド、けい太
くん（京王電鉄キャラクター）がCOOL CHOICE宣言
をしてくれました。
　また、協議会のブースでは、お子さん連れのご家族
など多くの方がCOOL CHOICE宣言をして、さがぼー
くんと写真を撮ってくれました。

2019.7/17水
　日産自動車株式会社渉外部　永澤
実氏を講師に迎え、会員研修講演会
を行いました。
　質疑応答では、活発な意見や質問が
出され、有意義な研修会となりました。

　相模原市では、本協議会と連携し「さがぼー
くん」を隊長とする「COOL CHOICEキャラ
バン隊」を結成して、家庭の省エネ対策など
の普及啓発活動を行います。
ぜひ遊びに来てください。

リサイクルフェア2019
（相模原麻溝公園）

9/7
（土）

10/27
（日）

11/16日
（土）

11/17
（日）

10/13
（日）

出典：神奈川県「toward SDGs未来都市・神奈川県2030」

相模原ギオンスタジアム
（「SC相模原」ホームゲーム）
さがみおおのハロウィン
フェスティバル2019
（相模大野駅北口）
潤水都市さがみはら
フェスタ2019
（相模総合補給廠一部返還地） 

あらゆる場所の
あらゆる形態の貧困を
終わらせる。

飢餓を終わらせ、
食料安全保障及び
栄養改善を実現し、
持続可能な農業を促進する。

あらゆる年齢のすべての
人々の健康的な
生活を確保し、
福祉を促進する。

すべての人々に
包摂的かつ公平な質の
高い教育を確保し、
生涯学習の機会を促進する。

ジェンダー平等を達成し、
すべての女性及び女児の
能力強化を行う。

すべての人に水と衛生の
利用可能性と持続可能な
管理を確保する。

すべての人々の、
安価かつ信頼できる
持続可能な近代的な
エネルギーへの
アクセスを確保する

包摂的かつ持続可能な経済成長
及びすべての人々の完全かつ
生産的な雇用と働きがいのある
人間らしい雇用（ディーセント・
ワーク）を促進する。

強靭（レジリエント）な
インフラ構築、
包摂的かつ持続可能な
産業化の促進及び
イノベーションの推進を図る。

各国内及び各国間の
不平等を是正する。

包摂的で安全かつ強靭
（レジリエント）で
持続可能な都市及び
人間居住を実現する。

持続可能な
生産消費形成を
確保する。

気候変動及びその影響を
軽減するための
緊急対策を講じる。

持続可能な開発のために
海洋・海洋資源を保全し、
持続可能な形で利用する。

陸域生態系の保護、回復、持続可能
な利用の推進、持続可能な
森林の経営、砂漠化への対処、
ならびに土地の劣化の阻止・回復及
び生物多様性の損失を阻止する。

持続可能な開発のための平和で
包摂的な社会を促進し、すべての
人々に司法へのアクセスを
提供し、あらゆるレベルにおいて
効果的で説明責任のある包摂的な
制度を構築する。

持続可能な開発のための
実施手段を強化し、
グローバル・パートナーシップを
活性化する。

世界や国内の
貧困や格差の
問題を知ろう。

「もったいない」を
意識し、
食べ残しを
減らそう。

体重・歩数など
日々の健康情報を
記録しよう。

読書の習慣を
身につけよう。

女性だから
男性だからと
決めつけるのは
やめよう。

蛇口はこまめに
閉めよう。

LED電球に
かえよう。

上手に働き
しっかり休もう。

公共交通機関を
利用しよう。

「かながわ
パラスポーツ」を
体験してみよう。

ハザードマップ・
避難所を
確認しよう。

使い捨てより
長く使えるものを
選ぼう。

買い物には
エコバッグを
持参しよう。

海岸・河川の
清掃活動に
参加しよう。

森林と触れ合い
緑を大切にしよう。

平和の紛争を
理解し平和に
ついて学ぼう。

地域活動に
参加しよう。

　持続可能な開発目標（SDGs）とは2015年9月に
国連で採択された持続可能な世界を実現するため
の17の開発目標です。
　自治体、企業では数年前から2030年のSDGｓ
実現に向けて様々な取り組みをしています。
　私たちもこの17の目標達成に向けて自分ででき
る身近なところからチャレンジしていきましょう。

実現しましょう！！SDGs

持続可能な開発目標（SDGsエス・ディ・ジーズ）とは、
2015年９月に国連サミットで採択された持続可能な
世界を実現するための開発目標です。17のゴール・
169のターゲットから構成され、地球上の誰一人とし
て取り残さない（leave no one behind）ことを誓って
います。

神奈川県は、（SDGs未来都市・自治体SDGsモデ
ル事業」に選定されました。国は、全国でSDGsの
達成に向けた優れた取組を行う29自治体を「SDGs
未来都市」として選定し、そのうち、特に先導的な
10の取組を「自治体SDGsモデル事業」として選定
しました。

2030年に向けて世界が合意した「持続可能な開発目標」 神奈川県は、SDGs未来都市

相模原市立環境情報センター

会員研修講演会今後の予定かんきょうフェア20
19

かんきょうフェア20
19

さがみはら環境まつ
り

さがみはら環境まつ
り

2019.5/11土・12日
ミウィ橋本５階インナーガーデン

８階杜のホールはしもと

相模原市立環境情報センター
2019.6/30日　相模原市民若葉まつりの中で相模原の環境をよくする会と共催で 「かんきょう

フェア2019」を開催しました。
　協議会ブースでは「あなたにできる温暖化対策をみつけよう！」をテーマとし、
さがぼーくんとCOOL CHOICE宣言、間伐材の工作、LED照明と蛍光灯の消費
電力の比較体験、太陽光発電設置事例の展示、電気自動車・燃料電池自動車の
パネル展示や展示説明を行いました。クイズラリーでは、協議会ブースで「家庭で
一番多く二酸化炭素を排出しているのは何か？」と「さがぼーくんジャンボかるた」
の中で自分にも出来そうな温暖化対策について選ぶという2つのクイズを実施
し、大いに盛り上がりました。
　また5/11(土 )はさがぼーくんと一緒にパレードにも参加し、多くの方に
温暖化対策について知っていただく良い機会になりました。

さがぼー隊長と行く
COOL CHOICE
キャラバン

エス・ディ・ジーズ
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