
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！

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。今年度はコロナウイルス
の影響によってできなかった活動もありましたが、感染対策をしながら行った活動もありました。

　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
所へ向けて、ゴーヤの苗を無料で
配布しています。今年はコロナウ
イルス感染対策として、場所を数
か所に分けて配布しました。

エコ活あわらワーキング

エコ市民会議 検索

「ゴーヤの苗配布」 （５月21日）

・子どもからご年配の方まで幅広い世代にグリーンカーテンを知ってもらい、あわら市
で広げ、地球温暖化防止に貢献します

・毎年エコ活動の取り組みを周知することで、エコに対する意識の向上を目指します

・幼少期から自然に触れ合うことができる機会をもうけ、自然に対する想いを育みます

　あわら市エコ市民会議は、あわら市においてＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に取り組んでいきます。

エコ市民会議のSDGsの取り組み

〈あわら市エコ市民会議ができること〉

　普段は立ち入ることのできない北潟国有
林を、ガイドの河田勝治さんと一緒に散策
しました。クリやアケビなど秋ならではの
植物を観察したり、クロモジやゴンズイな
どあまり知らない植物につ
いて学んだりしました。散
策後は、さつまいも掘りと
とみつ金時チャウダーの試
食があり、あわらの自然を
満喫しました。

ふるさと自然教室ワーキング

「あわらの自然発見ツアー」 （10月11日）
あわらの自然を愛する会　㈱グリーンシェルター協力

　今年は何かと制限のある一年でし
た。それでも自然環境は存在し続けま
す。これからの新しい日常でも、これま
でと同じようにエコを意識して生活し
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。

エコ市民会議のfacebookページ

～ 新会長あいさつ ～ 会員募集中！会員募集中！

編集後記

市内で活動している団体と協力して
いろいろな事業を開催しました！

自然発見ツアー

「グリーンカーテンでひとりひとりがあわらを
救う」をテーマに、ゴーヤ苗や種の配布や、グ
リーンカーテンコンテストを行い、市民ひとり
ひとりがグリーンカーテンを通して地球温暖化
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。

２月21日  そろそろ北へ帰ろかな！12月６日  ガンに出会ってみませんか！ 雁行

市民バードウォッチング
日本野鳥の会福井県共催

　令和２年度よりエコ市民会議会長をさ
せていただいている原道寛（福井工大・教
授）です。新型コロナ禍の折、影響を受け
た方々の一日も早い回復と、感染の早期
終息を心よりお祈りいたします。

　さて、このような禍中ですが、市民の皆さまのグリーン
カーテン・節電・節水などの取り組みに対して、感謝と敬
意を示します。本会議も10年を超え、活動が持続できて
いるのは市民の皆さまの普段からのエコへの気持ちの表
れであり、それが「わ・輪・和・環」として集まっている結
果だと思っております。このエコの「わ」を益々大きく、多
様な形にし、SDGsに代表されるような持続可能な活動
にできるように尽力させていただきます。今後とも各WG
活動を中心とし、皆様の活動が楽しく・有意義なものにな
るように一緒に活動させて頂ければと思っております。

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

あわら市エコ市民会議通信

発 行
令和3年3月

No.8
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。エコ活動や食品ロ
ス、意外と知らない身近な生きものについてなど、あ
わらの自然や環境を詰め込んだ展示になりました。
協力団体：あわらの自然を愛する会、日本野鳥の会福井県、
　　　　　あわら市えちぜん鉄道サポートの会、
　　　　　環境ふくい推進協議会、北潟湖自然再生協議会

　昨年の環境展は、コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止させていただきました。そのため「今
年こそは開催したい」という強い思いがあり、感染対策や内容に工夫を重ね、今年は展示をメインとした
環境展を開催することができました。ほかには、グリーンカーテンコンテストやエコ報告の入賞者の方
へ賞状と景品のお渡しや、エコクイズラリーなどを開催しました。

環境展を開催しました！

「活動展示コーナー」
　食材をムダなく使って料理をしていますか？
食品ロスが問題となっている今、手助けとなる
レシピを紹介しました。また、普段食べている
食材の農法も、環境問題に関係しています。今
回は日本の農業について紹介しました。
協力団体：食生活改善推進員、
　　　　　自然食品の店 ヒノモト

「食の展示コーナー」
　小さなお子さんに大人気の鉄道模型（Ｎ
ゲージ）が今年もやってきました。公共交通を
利用することは、ＣＯ２の排出削減に効果があ
ります。いつの日か電車やバスに乗りたいと
思えるようなきっかけになってほしいです。
協力団体：鉄道模型愛好会

「模型展示コーナー」
　廃プラスチックと貝がらをつかって、ＵＶレジ
ンを作りました。よく見ると、普段よく目にす
るお菓子の袋が使われていて、クスっとなるの
も魅力です。ほかには太陽電池の発電体験もあ
りました。

「エコ光体験コーナー」

エコクイズラリーが終わったら賞状お渡しの様子検温をしてから入場します

最優秀賞
優 秀 賞
三 位
三 位
五　　位

島 嵜　敏 雄

山 口　景 子

永 岡 千代子

土 屋　英 夫

酒 本　　 勝

～ ユニークの部 ～

よく茂ったで賞

来年もがんばりま賞

グリーンカーテン賞

参加賞

中本 幸子

松井まさえ

吉江 栄治

佐藤 博美

江守 保男

酒井 早苗

東　 和枝

ほかのみなさん

グリーンカーテンコンテストグリーンカーテンコンテスト

一般の部  最優秀賞

事業所の部  最優秀賞

と き：2月28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 エコ光体験模型展示コーナー 食の展示コーナー

一般の部

～ ユニークの部 ～

よく茂ったで賞

来年もがんばりま賞

参加賞

芦原小学校

芦原図書館

北東ジャパン株式会社

中央公民館

ほかのみなさん

最優秀賞
優 秀 賞
三　　位

細呂木こども園

JA福井県芦原支店

伊井こども園

事業所の部

わが家わが社のエコ報告入賞者
第11回 「もったいないチャレンジ」

取り組みの
結 果

取り組んだ人
1,431人

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

64.6％

取り組め
なかった
35.4％

1,237

789

482
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児童生徒の部

エコで賞
参加したみなさん
　　　（全学校）

一 般 の 部

エコで賞
東　和枝

参加賞
ほかのみなさん

事業所の部

エコで賞
津谷織物株式会社

参加賞
ほかのみなさん

学校の部 最優秀賞
伊井小学校

優秀賞
芦原中学校

三　位
金津中学校

がんばったで賞
芦原小学校

他…○ 寝る時に豆電球じゃなくてちゃんと暗くして節電する
　　○ 出かける前、早めにクーラーを消した
　　○ 寝室の扉に電気を消したか、貼り紙をはった
　　○ 冷蔵庫に食べ物をつめすぎない
　　○ 遮光カーテンを利用、太陽の光と熱を入れるのを和らげる

取り組まれたエコ活動の回数

取り組めた
57.8％

取り組め
なかった
42.2％

取り組め
なかった
10.1％

水の節約

他…○ 水をチョロチョロ出しにした
　　○ 節水モードでキッチンやお風呂の水をつかった
　　○ 油汚れが多いフライパンなどはまず新聞紙などで汚れをふきとる
　　○ 節水のシャワーヘッドを購入して使用している
　　○ お風呂では湯桶に水をためて使うようにした

水をこまめに
止める

水の再利用

水の使用量を
減らす

449

71
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取り組まれたエコ活動の回数

1,104

物の再利用

ゴミの分別

食べ物を
残さない

マイボトル

マイバッグ

取り組めた
89.9％

825

680

1,032

1,180
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他…○ 小さくなった服を自分より小さい子にあげた
　　○ フリマアプリをつかった
　　○ 必要な分だけ買う
　　○ サランラップを水にぬらして拭き掃除をするとキレイに汚れがおちる
　　○ 玉ねぎの皮はしつこい油汚れに効果的です

取り組まれたエコ活動の回数

1,290

（同票）

（同票）

（敬称略）

（敬称略）


