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 カンボジア支援訪問 

＊ 大学生を含む 7 人で訪問（11 月５日～11 日） 

＊ カンボジアへの想い  長崎大学環境科学部 4 年 江口 美里 

 

 “とぎつ夏まつり”に出店 

 

 環境及び地球温暖化防止啓発活動 

＊ 長与中学校 1 年生「総合的な学習」に参加 

＊ 若草学童クラブ 環境プログラム「エコまなぼう」 

＊ 多良見町伊木力公民館で「出前講座」 

＊ 地球温暖化防止活動推進員 長崎・西彼地区研修会 

 

 中山菜園だより 

＊クッキング教室 収穫体験準備で悪戦苦闘  （久松 利明会員） 

 

 協働事業（放課後子ども教室“とぎつ いただきますクッキング教室”） 

＊「海の生き物のつながり」について学ぶ（体験教室「海きらら」編）  

 

 紹介記事 

＊「子どもエコ祭」に参加して     （浅利 和子会員） 

 

 ホームページ掲載記事リスト（平成 24 年 7 月～8 月） 
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 お  知  ら  せ   

当法人が呼び掛けて行う時津川の清掃（ごみ拾い）は、  

10 月 27 日（土）午前 9 時から 11 時までの予定で実施します。  

町内外を問わず、多くの方のご参加をお待ちしています。  

（詳細は、時津町内全世帯に配布済みの案内チラシをご覧ください）  
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★ カンボジア支援訪問  

＊大学生を含む 7 人で訪問  11 月 5 日（月）～11 日（日）    

今回は、当法人会員 4 人（友岡、迫野、太

田、青山）に長大生 2 人（江口、平井）福大

生 1 人（山田）の 総勢７人でカンボジアを支

援訪問します。大学生の江口さんは 3 回目の

参加、山田君と平井さんは初参加です。 

 訪問地は、私たちが今支援を続けているバ

ッタンバン州プレアプット村、同州ブオ・ソ

ンクロアチ村、シェムリアップ州、プノンペ

ンなどの貧村地域

や小学校、孤児院な

どです。 

 現地では貧村地

域の自立支援を進

めており、豚の飼育支援を継続し、新しく縫

製技術習得訓練支援などを行ないます。 

一方、国内では訪問に当たって時津小学校

JRC（青少年赤十字）の児童の支援活動と小学

校の先生で結成する 3 つのバンド“はあとん

ぷ”のチャリティーコンサート（8/12、とぎ

つカナリーホール）の中で呼び掛けて集めた

衣類や文房具、絵本などを、カンボジアの子

どもたちへと、訪問団に託されました。 

私たちの支援により昨年は、現地から「ノ

リア孤児院で衛生的な水が飲めるようになり

ました。皆さまのご寄付で教職員の宿泊所も

建設することができました。自立支援の豚飼

育は順調にいっています」とのことで、今年

からさらに進める

縫製技術習得訓練

支援などで、カンボ

ジアの皆さんの生

活向上の一助に貢

献するものと思われます。 

 

今年の訪問団の一人江口美里さんは大学 4 年生。2 年生の時から連続３回の支援訪問になりま

す。訪問の意気込みを執筆してもらいました。 

＊カンボジアへの想い      長崎大学環境科学部 4 年 江口美里 

“現地の方々だけで、自

立した生活サイクルを確

立する”そのサポートをす

るコミュニティ時津さん

の活動に深く感銘を受け

て、今回３回目の同行をさせていただきます。 

カンボジアは通算２週間足らずしか滞在し

たことがありませんが、美しい自然、生活風

景、優しい人々が大好きです。一部の急速な

都市化で広がる格差の中、カンボジアで活動

されているすばらしい方々に出会えることは

非常に勉強になります。 

私事ですが、私は来春から塾の教師になり

ます。生徒たちにカンボジアの現状や、一生

懸命に今を生きるキラキラした目を持つ子ど

もたちのことを、ぜひ伝えたいと思っていま

す。そのためにも、多くのことを考え、学び、

また日本に帰ってきたいと思います。 

活 動 の 詳 細 

時小（JRC）が集めた支援物資 

自立支援 養豚 

江口さん 
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★ “とぎつ夏まつり”に出店 

 8 月 26 日（日）、時津町ウォーターフロント

公園で“とぎつ夏まつり”が開催された。今

年からステージ前の観客席にもテントが張ら

れたため、直射日光が遮られステージ上の催

しを落ち着いて見ることができたと好評。 

 ここ数年の

“夏まつり”は、

どこか途中で強

い雨に見舞われ、

盆踊り大会を中

止した年もあっ

た。今年は終日好天に恵まれ、真夏日の開催

となったが、台風 15 号の接近による強い風が

吹き、テントの中ではさほど暑さを感じなか

った。 

 とぎつ夏まつり実行委員会（委員長 吉田 

義徳 時津町長）主催の一大イベントに、商工

会会員や一般商店、企業、団体、NPO などから

約 50 店舗を出店。会場は 3 万人を超える人出

で賑わった（主催者発表）。今年は若い子の浴

衣姿が多く、まつりが華やかに感じられた。 

 当法人は「かき氷」と「バザー」のお店を

出した。浴衣姿

の若い売り子

さん（大学生）

やベテラン売

り子さんの呼

び込み、または

お客さんの集まり具合を予測した値下げ作戦

などが功を奏し、準備した商品は閉店時間前

に完売した。ご協力ありがとうございました。 

 

町内某所で行なったご苦労さん会には、当

法人のスタッフ 14 人が参加。お酒を飲みなが

ら歓談し盛り上がり 11 時 45 分に終了した。 

朝早くから夜遅くまでお疲れさま！！ 

 

★ 環境及び地球温暖化防止 啓発活動 

＊ 長与中学校 1 年生「総合的な学習」に参加 

6 月 18 日（月）、長崎県長与町立長与中学

校（白石 幹幸校長、生徒数 508 人）1 年生の

総合的な学習の一つであるボランティア学習

に「エコ長与」（西彼地区地球温暖化防止活動

推進員）として参加

し、地球温暖化防止

啓発活動について

話をした。 

 この「総合的な学

習」は、長与町内でさまざまな活動を行なっ

ているボランティアをする人や障害を持つ人、

福祉施設の職員、及びそれを利用される人と

の「ふれあい」や「交流」を通して、自分た

ちの住んでいる町を知り、地域への感謝の気

持ちを持つとともに、自分の将来の生き方を

考える機会とすることを目的としている。ま

た、総合的な学習の目標として「“気づき・

考え・行動する力”を身に付け、たくましく

生きる力を培う」というスローガンを掲げ学

習に取り組んでいる。 

 今回は 1 年生（6 クラス 179 人）が、要約

筆記や手話サークルなどの校内グループと病

バザーのブース かき氷店は左側 

かき氷店には浴衣姿の売り子さんが 

地球温暖化について 
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院や福祉施設を訪ねる校外グループに分かれ

て（計 8 グループ）学習した。 

 「エコ長与」は 1 年 5 組の教室で「地球温

暖化の仕組みと私たちにできること」と「電

気使用量のお知らせ（検針票）の読み方＆二

酸化炭素の排出量の算出法」、電灯別（白熱

灯・蛍光灯・LED）消費電力実験、「エコライ

フチェック」や「エコかるたクイズ」、「エコ

かるた」で遊びなが

らエコライフのヒ

ントを学んだ。その

ほか、室内に地球温

暖化防止策など啓

発用のパネルを展示した。 

参加生徒数は 21 人（男 13 女 8）。担当職

員は臼井 理恵先生。 

「エコ長与」は当法人会員の一番ヶ瀬と当

法人会員で長崎県地球温暖化防止活動推進員

の田窪が講師役を務めた。 

 参加した生徒は、メモを取るなどして熱心

に話を聞き、電灯別消費電力比較テストや展

示パネルなどにも興味を示した。生徒からは

はじめに歓迎のあいさつ、終了後は感想と感

謝の言葉を頂いた。 

 感想では「家庭の電化製品の中で消費電力

が一番大きいのがエアコンとは知らなかった。

これからは、きょういろいろ教わった話を実

行して温暖化防止（省エネ）に努める」とい

う力強い“省エネ宣言”もあった。 

生徒の皆さんには、まとめで「身近にでき

ることから無理をせず長続きすることに取り

組んでください」とお願いした

 

＊ 若草学童クラブ 環境教育プログラム「エコまなぼう」    

7 月 20 日（金）、若草学童クラブ（長崎市若

草町、柴田 友弘主任指導員）で「節電学習会」

を開催した。この日は、城栄商店街での打ち

水も予定されてい

たが、悪天候のため

児童と一緒に行う

「打ち水大作戦」は

中止した。 

学習会は、学童クラブの児童 37 人（小学校

1 年～6 年生）が参加し、午後１時半から 2 時

半まで、「かるた」で遊びながら省エネを学ぶ

ことに主眼を置いて進めた（田窪）。 

地球温暖化の仕組みや影響について簡単に

話をし、温暖化を防止する（省エネ）ために

私たちにできることを「かるた」で遊びなが

ら学んだ。 

 今回は長崎県地球温暖化防止活動推進セン

ターが考え製作した「しりとりカルタ」を使

った。このかるたは、句を詠み終わらないと

絵札が取れないかるたで、「句の内容」をじっ

くりと聞いて、省エネのヒント覚えてもらお

うという狙いが込められている。 

まとめでは「きょう学んだ省エネ対策の中

から、この夏休みに自分で実行できそうなも

のを選んで、エコ宣言をし、取り組むように」

と述べ締めくくった。 

 この子たちが「しりとりカルタ」にあるよ

うに、“省エネマン！ それがぼくの ニック

ネーム”というふうになってくれればいいが

と期待している。（yt）  

「エコかるた」で学ぶ 

「しりとりカルタ」の説明 
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＊ 多良見町伊木力公民館講座で「出前講座」 

8 月 1 日（水）、「今年も省エネ～正しい節

電・省エネのしかた～」というテーマで、諫

早市の伊木力公民館講座が開催された。 

 この講座に伊木力地区住民 10 人が参加。当

法人の田窪が「節

電・省エネ」イコー

ル「地球温暖化防

止」としてとらえ、

「温暖化の仕組み

と影響」「温暖化防止で私たちにできること」

「検針票の読み方」などについて話をした。 

 3・11 東日本大震災での福島原発（原子力発

電所）事故の影響で、定期検査で停止してい

た 54 基の国内原発は、7 月に再稼働に踏み切

った大飯原発を除き、再稼働の見通しが立た

ないという状況にある。このため各電力会社

は、この夏の電力不足による予期せぬ停電を

回避するために、節電要請をするなど節電意

識の高まる中での本講座の開催であった。 

 午前 10時から正午までの2時間の講座だっ

たが、身近な問題であるだけに熱心に聞いて

いただいた。 

質問には「最近、待機電力“ゼロ”という

電化製品もあるが、コンセントから抜く必要

はないのか？」「待機電力が発生するのはどの

ような電化製品か？」「新築の予定があり、太

陽光発電を検討しているが、どうだろうか？」

「検針票の燃料調整費と太陽光発電促進費付

加金というのは何か？」というような質問が

あった。 

受講者からは「検針票でいろいろなことが

分かることを知り驚きでした」「何げない日常

生活が、温暖化に直結していることに今さら

ながら気付かされました」「これからの生活を

見直し身近なことから始めようと思います」

というような声が聞かれた。 

 

＊ 長崎県地球温暖化防止活動推進員 長崎・西彼地区研修会 

7 月 21 日（土）、県民ボランティア活動支援

センター（長崎市 出島交流会館）で、平成

24 年度長崎県地球温暖化防止活動推進員地区

研修会が開催された。 

 地区研修会は推

進員の地球温暖化

防止啓発活動のス

キルアップや推進

員の交流を目的に

開催されているもの。県内 10 地区 91 人の推

進員を対象に、地区ごとに開催。今回の長崎・

西彼地区が最後の研修会であった。 

研修会には推進員 22 人（長崎地区 13 人、

西彼地区 9 人）中 13 人、行政側から長崎市、

長与町、西彼保健所から各 1 人が参加。長崎

県未来環境推進課の赤木 聡課長と推進セン

ターの菊森 淳文センター長のあいさつの後

に、今夏の節電の現状について（県阿比留担

当）、推進員自己紹介、センター事業説明（松

本事務局長）、学習会を開催するポイント（島

田スタッフ）、休憩を挟んでワークショップ 

模擬学習会の実践が行われた。 

ワークショップでは 3 つのグループに分か

れ、ちびっこハウス、婦人会、学童保育を対

熱心に聞く受講者のみなさん 

グループに分かれワークショップ 
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象にした講座の実施要領を話し合い、役割分

担を決めて模擬講座を行なった。 

最後に推進員紹介用の写真撮影を行なって

午後 5 時に終了した。

★ 中山菜園だより 

＊クッキング教室 収穫体験準備で悪戦苦闘  収穫体験ほ場代表 久松 利明 会員 

11 月 17 日（土）に予定されているクッキン

グ教室 野外体験（収穫体験）に備えて、例年

通りのサツマイモ、ダイコン、ジャガイモに

加え、今年初めてニンジンも作ることになっ

た。 

昨年の収穫体験

で約束した強力な

助っ人を得て、5 月

末から収穫体験に

向けての作業を進

めてきた。そんな折、6 月から 7 月にかけて、

イノシシに畑を荒らされて大変な目に遭った。

この対策として（有志の協力を得て）雑草ブ

ロックシートを張り、電気柵を張り直した結

果、その後はなんとか被害を免れている。 

5 月末サツマイモの植え付けを済ませ、9 月

初めダイコンとニンジンの種まき、ジャガイ

モの種芋植え付けを行った。ようやくジャガ

イモ、ダイコン、ニンジンの芽が出てきて喜

んだ矢先に、ダイコンの葉っぱに多数の虫が

付き葉っぱを食いあさっていることが分かっ

た。いつ、どういう方法で駆除するか？さあ

困った。害虫被害のほかに“台風というおま

け”も追い打ちを掛け、真夏日に汗を流して

作った堆肥小屋が、

16 号台風で根こ

そぎ 10ｍも吹き

飛ばされてしまっ

た。流した汗が無

駄になり、自然の猛威に愕然（がくぜん）。 

 

子どもたちの収穫体験（11/17 土）までに

は、何としても収穫できるように、グループ

みんなで知恵を出し合って育てたい。 

 

 

 

★ 放課後 子ども教室 “とぎつ いただきますクッキング教室” 

＊「海の生き物のつながり」について学ぶ（体験教室“海きらら編”） 

9 月 29 日（土）

の野外体験教室は、

佐世保市パールシ

ーリゾート“海き

らら”で「海の生

き物の食の連鎖、生態系、環境」について学

んだ。 

4 教室（北コミ、時小、東コミ、福祉）の子

ども 73人、スタッフ 23人（うち大学生 9人）、

総勢 96 人が２台の大型バスで訪問。 

協 働 事 業 

植え付け前作業 

牛糞堆肥の荷下ろし 

浄化装置の前でいるかの説明 
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この水族館は、長崎出身の下村博士がノー

ベル化学賞を受賞

するきっかけとな

ったオワンクラゲ

やエイ、大ウミガメ

など 120 種類 1 万

3,000 匹の生き物が飼育されており、海中を散

歩し手が届くようなところで見ることができ

て人気が高い。 

 現地に到着した

ら早速、人気の「い

るかショー」に直行。 

「いるかショー」

の後は、バックヤー

ド（水族館の付帯設備ヤード）で、いるかの

水槽の浄化装置や補助水槽（魚の病気やケガ

の手当てをするために隔離する）、調餌場など

を案内してもらい、分かりやすく説明してい

ただいた。 

 

昼食後は、水族館の学芸員駒場先生による

特別講座、「食の連鎖や海の生態系、海の生き

物の環境」について学んだ。植物プランクト

ンに PCB や水銀など有害物質が「10」入ると、

動物プランクトンでは濃縮されて「100」にな

り、さらに大きい魚では「100,000」になると

いう食の連鎖で起こる有害（汚染）物質の濃

縮の話は驚きものだった。 

 

 以下、子以下、子以下、子以下、子どもどもどもどもたちのアンケートからたちのアンケートからたちのアンケートからたちのアンケートから    

・ （連鎖の中で）何か一つこわれると全部がこわれるからこわいと思いました。（5 年女） 

・ いるかがイカを食べていることを初めて知りました。（6 年女） 

・ ケガをした生き物や病気の生き物をちゃんと面倒をみていてすごいと思いました。（6 年女） 

・ 魚と人間がつながっていると分かって勉強になりました。（6 年女） 

・ 魚も人間と同じように苦労している。（5 年女） 

・魚は魚で生きているんだなあーとおもいました。（3 年男） 

・ PCB のせいで魚たちが死んでかわいそうだから助けてあげようと思いました。（4 年女） 

 

 

 

＊ 「子どもエコ祭」 6 月 30 日（土）に実施したクッキング教室の催し 

時津町総合福祉センターの「子どもエコ祭」に参加した浅利 和子会員の感想文を紹介します。

感想文はご丁寧に原稿用紙でいただきましたが紙面の都合上、原文を書き写して紹介します。 

    

～～～～「子どもエコ祭」に参加して「子どもエコ祭」に参加して「子どもエコ祭」に参加して「子どもエコ祭」に参加して～～～～                 浅利 和子会員 

偶然に、「子どもエコ祭」に参加する機会を

得ました。私は長崎外大の茜

せん

茜

せん

さんがリーダ

ーの本場中国の水餃子作りに参加しました。

私の餃子作りは、既製品の皮を利用しますが、

茜

せん

茜

せん

さんは前日の夜から人数分相当の小麦粉

を仕込み準備されていました。 

紹 介 記 事 

海のパノラマ 頭上にはエイ 

チームワーク抜群 いるかショー 
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具の材料のハクサイやネギ、豚ミンチ作り

など、皆さん手際

良く作業が進み、

茜

せん

茜

せん

さんが棒で

小麦粉の玉を広

げ、包む動作はさ

すがに本場仕込みと感心しました。出来上が

った餃子は本場の味でおいしかったです。 

作られた水餃子や冷やしそーめん、かき氷

など、友達と楽しそうに食べている子どもた

ちを見て、幼いころから「食」に対する興味

や認識が深まることは成長する過程で大切な

ことと思いました。 

わずかな時間でしたがコミュニティ時津の

皆さまの活動の一端に接することができまし

た。ありがとうございました。 

   

 ★ ホームページ掲載記事リスト（7 月～8 月 ホームページ 7 件 ブログ 22 件） 

情報満載のホームページも開いてみよう！ 

1. クッキング教室 野外体験「海きらら」で学ぶ 

2. 時津川のごみ拾い案内チラシ 

3. 時津町のパワー全開“とぎつ夏まつり” 

4. 時津町文協鑑賞事業「1 枚のハガキ」 

5. 伊木力公民館講座（節電・省エネ） 

6. 地球温暖化防止活動推進員 地区研修会 

7. 若草学童クラブ（長崎市）節電研修会 

ホームページアドレス：http://www.togitu.org ブログ：http://togitu.blog65.fc2.com/ 

ブログへは当法人のホームページのトップページからアクセスできます。 

《ブログ入口ブログ入口ブログ入口ブログ入口    》という表示があります、   をクリックすると開きます。 

 

★ 会員の皆さんへ   

4 月から新年度に入りました。年会費はお近くの理事にお渡しいただくか、下記預金口座へ

の振り込みをお願いいたします。誠に勝手なお願いですが、年会費は年度初めにご納入くださ

るようお願いいたします。  

  十八銀行時津支店  普通１９１９７３   

親和銀行時津支店  普通２５７５９１９  
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