
　エコ市民会議では、２つのワーキンググループに分かれて活動しています。今年度もコロナウイルスの

影響によってできなかった活動もありましたが、昨年の経験を生かして、工夫をしながら活動しました。

　こども園で、種から植物を育てる楽しさ

を知る「ゴーヤの種まき教室」を行いまし

た。土に触れて種を植え、みんなで水やりを

します。ぐんぐん大きく育ちますように！

エコ活あわらワーキング

エコ市民会議 検索

「ゴーヤの種まき教室」（令和３年５月）

　あわら市でグリーンカーテ

ンを広めるため、市内に住む

人や事業所に、ゴーヤの苗を

無料で配布しています。今年

は、新聞紙で作ったエコバッグ

に入れて配布しました。

「ゴーヤの苗配布」（令和３年６月３日）

　マイバッグ推進の一環とし

て、子どもクラブでマイエコバッ

グを作りました。布用クレヨンで

絵を描き、アイロンで押し当て

たら世界にひとつだけのエコ

バッグが完成です。

「マイエコバッグづくり」（令和３年８月）

　貴重な植物などが自生する北潟国有林を、ガイド

の河田勝治さんと一緒に散策しました。クロモジや

ムラサキシキブなどあまり知らない植物を教えてもらい、国有林内からは

波松海岸を望む場所にも行きました。散策後は、さつまいも掘りととみつ

金時チャウダーの試食など、見て、触れて、食べて、秋のあわらの自然を満

喫できました。

ふるさと自然教室ワーキング

「あわらの自然発見ツアー」（令和３年10月30日）

あわらの自然を愛する会　㈱グリーンシェルター協力

　エコ市民会議としても初めての、

林業の今について学ぶイベントでし

た。刈安山の歴史から迫力ある最新

の林業の重機や、伐採の実演を間近

で見学し、驚きと発見があふれてい

ました。私たちの生活を支えている

林業を勉強できました。

「あわらの森がおもしろい！～林業を楽しく学ぼう～」
（令和３年10月９日）

主催：公益社団法人 福井県緑化推進委員会　協力：坂井森林組合、剱岳地区振興協議会

　今年も制限のある生活が続きましたが、昨年の経験を

生かして工夫をすることで、より多くのイベントを開催す

ることができました。新しい生活様式の中にも自然やエ

コに目を向けて取り入れていきたいですね。
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エコ市民会議の会員になって、一緒にエコや環境
について考える活動をしませんか？
ぜひ事務局までお問い合わせください。

会員募集中！会員募集中！

編集後記

エコ市民会議のfacebookページ
イベント情報や、活動の様子などを随時更新しています。

みなさんの「いいね！」　   をお待ちしています！

　「わたしのグリーンカーテンからみんなの地球へ」

をテーマに、ゴーヤの苗・種の配布や、グリーンカーテ

ンコンテストを行い、ひとりひとりが育てたグリーンカーテ

ンが地球温暖化防止に貢献できるような活動ができました。

セブンイレブン記念財
団より

助成金をいただきまし
た。

エコ市民会議に関するイベントなどの情報を受
け取って、 イベントに参加することができます。
メールや郵便で受け取ることができます。
メールでご希望の方はＱＲコードを読み
取ってお申込みください。

エコ市民クラブメンバー募集中

エコ市民クラブメール

いろいろな団体と協力して事業を開催しました！

福井県 主催 日本野鳥の会福井県 主催

令和４年２月20日

そろそろ北へ帰ろかな！

令和３年11月14日

クリーンウォーキングinあわら市

令和３年6月13日

森にこだます囀りを聴こう！
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ひとりひとりがあわらの未来をつくる



　エコ市民会議をはじめ、あわら市内で活動している環境

団体の活動の展示をしました。エコ活動や北潟湖の生き

物、竹害、食品ロス、地球温暖化についてなど、あわらの

自然や環境を一気に知ることのできる展示になりました。

協力団体：あわらの自然を愛する会、環境ふくい推進協議会、

北潟湖自然再生協議会、ＮＰＯ法人グリーンウェル、

日本野鳥の会福井県、福井県地球温暖化防止活動推進センター

　今年もコロナ禍のため、感染対策や内容を工夫し、展示を

中心とした環境展を開催しました。今年の目玉は、タンカー重

油流出事故の中、奇跡的に助かったイルカの物語が描かれた絵

本『イルカのラボちゃん』特別原画展でした。

環境展を開催しまし
た！

「活動展示コーナー」

　今年のテーマは「食品ロス」でした。食材

を無駄なく使う「使い切り料理」のレシピや原

点に返って食生活を見直す「一物全体食」、

家庭で実践できる「食品ロス削減行動」の紹

介など、盛りだくさんのコーナーでした。

協力団体：自然食品の店 ヒノモト、

あわら市消費者センター、食生活改善推進員

「食の展示コーナー」

　電車やバスなどの公共交通を利用する

ことで、ＣＯ²の排出抑制につながります。

そして今年も小さなお子さんに大人気の

鉄道模型（Ｎゲージ）がやってきました。

協力団体：あわら市えちぜん鉄道サポートの会

鉄道模型愛好会

「公共交通コーナー」

展示を見ながら
エコクイズラリーを解きます

検温をしてから入場します賞状お渡しの様子
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事業所の部  最優秀賞

と　き：令和４年３月６日（日） 11時～ 16時

ところ：金津本陣IKOSSA ３階 市民文化研修センター

活動展示コーナー 模型展示コーナー 食の展示コーナー

　1997年１月に起こったナホトカ号重油流出

事故から、幼いイルカ（ラボちゃん）を救出す

る物語が描かれた絵本『イルカのラボちゃん』

の絵を担当した山崎洋子さんの原画展を、

今回特別に展示させていただくことになりま

した。さらに会場１階の金津図書館での絵本

読み聞かせや「想いをかこう」コーナーなど

もあり、見たり聞いたりして充実

したコーナーになりました。

協力団体：山崎洋子様、

鈴木隆史様（越前松島水族館館長）、

株式会社福井新聞社

「絵本『イルカのラボちゃん』特別原画展」

　「ペットボトルランタンを作ろう！」で

は、使用済みのペットボトルに光ファイ

バーをセットするランタンを作りまし

た。「マイエコバッグづくり」では、絵を

描いたり、古着を切ったり、新聞紙を折っ

たりして、色々なエコバッグを作って楽

しみながら環境について学ぶことができ

ました。

協力：ＦＵＴ科学実験キャラバン、福井工業大学 原道寛教授

「体験コーナー」

一般の部

ユニークの部

事業所の部
児童生徒の部

最優秀賞

優 秀 賞

三　　位

伊井こども園

いちひめこども園

芦原図書館

わが家わが社のエコ報告入賞者
第12回 「もったいないチャレンジ」

取り組みの

結 果

つけっぱなし・あけっぱなし

などをしない

エアコンのエコ

技実践

すだれやグリーン

カーテンの活用取り組めた
65.8％

取り組め
なかった
34.2％
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エコで賞

提出者全員

一般の部

エコで賞

石塚　郁雄

事業所の部

エコで賞

青柳清治郎商店

株式会社パワーユニオン金津

最優秀賞

細呂木小学校

優秀賞

伊井小学校

三　位

金津小学校

○ エアコンをエコモードで冷えすぎないようにした

○ お風呂のお湯が冷めないように一回一回ふたをする

○ 家の中の一部をセンサーライトに交換してみた

○ エアコンの室外機に日よけカバーをつけた

○ 家に帰ったら窓を開けて部屋の温度を少し下げてからエアコンをつけた

○ 冷蔵庫にカーテンをつける

○ 油をかためて捨てる、油は水道管に流さない

○ 環境のことを考えて生分解性の洗剤を使っています 

○ シャワーヘッドを節水タイプに替えた

○ めんのゆで汁に油汚れの食器を入れて油の汚れを浮かせてから洗う

○ プールの水を洗車や野菜の水やりにつかった

○ トイレでなるべくECO小を使っています

○ 新聞紙をゴミ箱に使っている　○ ハンカチを持ち歩いてペーパータオルを使わないようにした

○ 捨てる前のラップを丸めてシンクや洗面所の掃除をして捨てる　○ シリコンストローを使っている

○ 買い物で賞味期限が近い物から買う

取り組まれたエコ活動の回数

取り組めた
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マイボトル

食品ロス対策

マイバッグ
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メルヘンで賞
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よく茂ったで賞
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来年もがんばりま賞
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　　　〃

田海　幹夫

西田夢萌、愛椛

高橋　辰夫

中本　幸子

東　　和枝

小笠原翔子

北岡多美江

山口外美江

金津創作の森財団

安立　　修

伊藤美登里

井上　幸博

江守　保男

大角　洋子

神尾　尚子

車谷　君夫

酒井　早苗

阪藤美千代

袖川　　忍

高木　秀樹

田端　弘美

津谷　尚子

土屋　英夫

坪田　節子

中山　里子

疋田　英子

湊谷利栄子

綿谷銑位知

佐々木理容所

中央公民館

坪江公民館

（敬称略）

学校の部

（敬称略）


