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（６／８発行）
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
環境月間に合わせて、当センターが入居するアイーナ（盛岡市）では、一部照明をグリーンにライトアッ
プしています。お近くにお越しの際は、いつもと少し雰囲気の違うアイーナをぜひご確認ください！
◆◇◆６月は環境月間です━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成 28 年度

北海道・青森県・岩手県・秋田県―環境月間における共同行動―

テレビなどを消して読書・読み聞かせに取り組もう！
～地球温暖化問題は待ったなし！自ら考え行動してみよう～
環境のことを学び、環境のことを考えるきっかけとして、環境に関連す
る図書を読んでみませんか？
また、テレビ・ゲーム・パソコンなどを消して読書や読み聞かせに取り
組むことで、テレビなどの電気使用量が低減し、地球温暖化の主な要因
となっている CO2 の排出量を削減することができます。
岩手県内においては、4 道県共同行動のほか、岩手県小学校長会、岩手県中学校長会等で構成する
「岩手県幼小中高大専 ESD 円卓会議（事務局：岩手大学学務部）」が、幼稚園、小学校、中学校等にお
いて、環境の日を中心に読書等の取組を展開する予定としています。
【呼びかけの主体】北海道・北東北地球温暖化対策推進本部
【岩手県のお問合せ先】TEL:019-629-5329 FAX:019-629-5334 E-mail: AC0001@pref.iwate.jp
※詳細はこちら：http://esd.iwate-u.ac.jp/entaku/（岩手県幼小中高大専 ESD 円卓会議ホームページ）
～地球温暖化の防止を図るため、省エネや再エネに積極的に取り組んでいる県内事業者の表彰と、
受賞事業者による取組事例発表を行います！～
◆「できることから ECO アクション！」表彰式
地球温暖化防止対策として、省エネや再エネに積極的に取り組んでいる県内事業者の表彰と、受賞事
業者による取組事例発表を行います。
取組事例発表は、どなたでも無料で聴講できます（要申込）。
事業所のコスト削減にもつながる取組が聞ける貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。
【日時】2016 年 6 月 16 日（木） 10:00～11:00
【会場】盛岡市 サンセール盛岡１階大ホール（盛岡市志家町 1-10）
【受賞事業者】
(1) ECO アクション賞（4 事業者）
県内事業者をリードする模範的な事業所や総合的に優れた取組を実施した事業者です。
北上製紙株式会社
塩野義製薬株式会社金ケ崎工場
東北電力株式会社岩手支店
東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社
(2) 会長特別賞（4 事業者）
会長が選定する、特定の分野において特筆すべき取組を行った事業者です。
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① 意識啓発部門
岩手県立大学滝沢キャンパス
岩手日日新聞社
② 省エネ再エネ設備等推進部門
株式会社ＦＴＳ岩手工場
志戸平温泉株式会社
※詳細はこちら：http://www.pref.iwate.jp/kankyou/seisaku/ondanka/043969.html

アース王子まつり
【日時】2016 年 6 月 19 日（日） 11:00～16:30 【参加費】無料
【会場】アイーナ 4F 県民プラザ・アイーナスタジオ（盛岡市盛岡駅西通 1-7-1）
【内容】
１． 11:00～16:30：環境ポスター展
（環境パートナーシップいわて会員ならびに環境関連団体の活動紹介）

２． 11:00～13:00：おもちゃの病院がやってくる、ヤァヤァヤァ
※おもちゃ修理は原則無料ですが、部品代の費用がかかる場合がありま
す。また、修理できない場合があります。おもちゃは病状により一時入院し、後日お引きわたし
する場合があります。

３． 11:00～14:00：未就学児童による次世代電気自動車 PIUS 組立体験 ※要申し込み
「君達の手で地球に優しい電気自動車をつくろう！」
４． 14:00～15:30：講演会「サスティナビリティセミナー（市民公開講座）」
講師：スイス近自然学研究所代表 山脇 正俊氏
演題：「次代を担う子どもたちが豊かに生きるために（心地よい豊かさとは何か？）
自然・環境・三陸復興・共生 地域づくりに向けて」

【問合せ】NPO 法人環境パートナーシップいわて事務局
TEL:019-681-1904 FAX:019-681-1906 E-mail: kanpai＠utopia.ocn.ne.jp
１００万人のキャンドルナイトｉｎいわて２０１６－夏編－
キャンドルナイトは夜に電気を消してキャンドルの灯りだけで過ごすことで地球環境の大切さや地球温
暖化の事に目を向けてみようというイベントです。 お家でもキャンドルを灯してゆるやかな時間を過ごし
てみませんか？
【日時】2016 年 6 月 25 日（土）11:00～18:30
【場所】オガール／紫波町情報交流館 1F 市民交流ステージ他
（紫波郡紫波町紫波中央駅前 2-3-3 オガールプラザ内）
【内容】 申込不要・参加無料
●環境にやさしいエコバッグ教室
講師：ニュウスペーパーくらふと作家 千葉顕子さん
①11:00～12:00 ②13:30～15:00 各回定員 25 名程度受付先着順／時間内随時受付
●環境絵本読み聞かせ ①11:15～ ②13:00～
●ぷち省エネ講座 14:00～
おうちで出来る省エネのコツや太陽光発電のこと、電力自由化のことなどお話しします！
講師：高橋功さん（岩手県地球温暖化防止活動推進員）
●地産地消！まめ知識 15:00～
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岩手の食材を使った料理や、みその作り方・昔ながらの調理等を紹介します。
講師：八重樫千代子さん（岩手県地球温暖化防止活動推進員）
●キャンドルナイトトーク＆ライブ サタスト 16:30～18:00
●工作・体験コーナー 11:00～16:00
☆牛乳パックで「夢あかり」工作 講師：小赤澤直子さん（環境アドバイザー）
☆県産材のつみ木広場 ☆発電体験 ☆パネル展示 等
●キャンドル点灯☆ 17:30 から 18:30 まで
【主催／問合せ】環境学習交流センター
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 アイーナ 5F
TEL:019-606-1752 FAX:019-606-1753 E-mail：eco@aiina.jp
【共催】NPO 法人環境パートナーシップいわて／岩手県地球温暖化防止活動推進センター
【後援】紫波町情報交流館 http://studio.town.shiwa.iwate.jp/←サタストの情報もこちら！
特定非営利活動法人 ゆう・もあ・ねっと
◆◇◆二酸化炭素濃度は過去最高を更新（気象庁）━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本付近の大気中の二酸化炭素濃度は増加を続けており、国内の地上観測地点の濃度、航空機に
よる日本の南東上空の大気中の濃度、観測船による日本の南方海上における冬季の海面の濃度のい
ずれも過去最高を更新しました。南鳥島でも濃度の年平均値が初めて 400ppm を超え、これにより、国内
すべての地上観測地点で 400ppm を超えました。
※詳細はこちら：http://www.jma.go.jp/jma/press/1605/31b/2016co2.pdf（H28.5.31 報道発表資料）
◆◇◆クールビズ（ＣＯＯＬ

ＢＩＺ）━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今年も環境省では、地球温暖化対策のため、冷房時の室温を 28℃でも快適に過ごせるライフスタイル
「クールビズ」を呼びかけています。
※平成 28 年度クールビズについて（H28.4.26 報道発表資料）
http://www.env.go.jp/press/102469.html
これまでの継続的な呼びかけにより、現在のクールビズの認知
率が約 9 割と社会的にも定着してきたとのことですが、近年の気温や衣料品の販売売場などの実態に
即し、今年度のクールビズの期間は 5 月 1 日から 9 月 30 日までとなっています。
※詳細はこちら：http://funtoshare.env.go.jp/coolbiz/index.html
◆◇◆動画「気候変動への挑戦 ダイジェスト」の公開（環境省）━━━━━━━━━━━━━
環境省は、気候変動の科学をわかりやすく紹介するとともに、2015 年末の気候変動枠組条約 COP21
におけるパリ協定の採択など、国内外の最新の動向を踏まえ、今後世界がどのように温暖化対策を行っ
ていくのか、そして私たちに何ができるのか等をまとめた DVD『気候変動への挑戦～動き出した世界と
日本～』を昨年度に作成しました。
そしてこの度、本 DVD の概要を約 14 分にまとめたダイジェスト映像が Web 公開されました。映像は下
記 URL よりご覧いただけます。
※詳細はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=r9KSqLZj2vI
◆◇◆環境学習交流センターイベント情報・お知らせ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
外国人との交流会 環境×国際～アメリカと中国では今何が起こっている？～
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6 月は環境月間です。そこで今回は、地球規模で考えなくてはならない「環境」をテーマに、アメリカ出
身、中国出身のゲストお二人の目線からお話をしていただきます。今日本にいるわたしたちがどんなこと
ができるのか一緒に考えてみませんか？
【日時】2016 年 6 月 18 日（土）10:30～12:00
【会場】アイーナ 5 階 501 会議室（盛岡市盛岡駅西通 1-7-1）
【定員】50 名（要申込み）
【ゲストスピーカー】トマス・アンナ氏（奥州市国際化推進員）、陳斌（ちん ひん）氏（岩手県国際交流員）
【コーディネーター】佐々木 明宏（環境学習交流センターチーフディレクター）
【プログラム（予定）】
●アメリカのロングトレイルってどんなところ？～みちのく潮風トレイルとの比較（アンナさん）～
●雲南省昆明市の湖“滇池（てんち）”を救え！～カモメのいる湖～（陳さん）
●交流タイム：英語、中国語、日本語でゲストの皆さんと交流する時間もあります！
【主催】（公財）岩手県国際交流協会、国際交流センター 【共催】環境学習交流センター
【申込み・問合せ先】（公財）岩手県国際交流協会
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 アイーナ 5 階
TEL:019-654-8900 FAX:019-654-8922 URL: http://iwate-ia.or.jp/
E-mail:chatland@iwate-ia.or.jp
市民公開講座「たくさんの国の人が住む都市（まち）だから…」
―環境先進国ドイツ フランクフルトでの暮らしから感じたこと―
【日時】2016 年 6 月 20 日（月） 13:10～14:10
【会場】アイーナ 5 階 501 会議室（盛岡市盛岡駅西通 1-7-1）
【講師】坂下 洋子氏（岩手県環境カウンセラー・岩手県環境アドバイザー・岩手県地球温暖化防止活動推進員）
【参加費】無料（要申込み）
【申込み期限】6 月 15 日（水）
「いわて環境情報板」６月号を更新しました！
※詳細はこちら：http://www.iwate-eco.jp/know/mailmag.html
上記お問合せはこちら

環境学習交流センター

★環境学習交流センターの最新情報やお知らせ

TEL：019-606-1752

メール：eco@aiina.jp

Twitter：https://twitter.com/iwate_eco
facebook：https://www.facebook.com/iwate.eco

―――――――――――――――――∞―――――――――――――――――――――――∞
○各ｲﾝﾀﾋﾞｭｰをﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご覧になる際は、アクセスキーの「888」（半角数字）を打ち込んでください。
○本ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝには著作権が存在します。本誌の記事を転載される場合には発行人まで、ご連絡ください。
○パソコンのメールアドレスをお持ちの方は、メールマガジンへの登録変更をお願いします。
○本メールマガジンは電子メールでも送付しております。可能な方は電子メールでご覧くださるよう、送
付方法の変更について発行人までご連絡をお願いします。
○本ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝに関するお問合せ（住所変更等）及び情報提供又はご意見は、発行人までご連絡ください。

―――――――――――――――――∞―――――――――――――――――――――――∞
編集・発行：岩手県地球温暖化防止活動推進センター・岩手県環境生活部環境生活企画室
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通１－７－１
いわて県民情報交流センター・アイーナ５F
メール：iccca@aiina.jp
TEL：019-606-1752 Fax：019-606-1753
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