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2022.3
環境フォトコンテスト入賞作品紹介（自然委員会）
カーボンニュートラルとは？

おしらせ１：イベント開催予定
おしらせ２：各種会議開催予定

防止隊だより
令和４年４月号
再発見！環境フォトコンテスト再発見！環境フォトコンテスト20212021

入賞作品が決定しました！入賞作品が決定しました！Vol.Vol.３３
防止隊だよりの本年１月号および２月号では、大賞２作品（いいところ部門から「のこしたい

賞」、わるいところ部門から「なおしたい賞」）と優秀賞４作品をご紹介いたしました。今回は、優

秀賞２作品と地球温暖化防止隊賞１作品をご紹介いたします。

優秀賞
撮影者：秋屋 實 様

タイトル：春爛漫

撮影場所：稲熊町

コメント：「伊賀川の桜を守る会」や地元の方々のお力

で毎年桜の花を楽しませていただいています。桜並木は私

の大好きなお花見、散歩スポットです。

是非残したい！！いい所にしてほしいです。

優秀賞
撮 影 者：稲垣 日奈子 様

タイトル：水辺で遊ぶ

撮影場所：岡町（男川）

コメント：遠くの海までいかなくても、近くの男川で川

遊びができます。家族連れもいます。

地球温暖化防止隊賞
撮影者：高須 吉郎 様

タイトル：夏の思い出

撮影場所：わんパーク

コメント：広々とした芝生の上で、子供がトンボを捕ま

えていました。緑の中で自由に走り回れる場所があるのは

いいものです。夏の強い日差しも、かなり和らぎます。

岡崎市地球温暖化防止隊では、将来に残

したい「いいところ」、今すぐなおすべき

「わるいところ」の写真を年間通じて募集

していますので、皆さまからの「岡崎市内

の貴重な自然」を撮影した写真をお待ちし

ております。詳細は、以下のホームページ

をご覧ください。

https://

www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1

153/p034857.html
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カーボンニュートラルとは？

今月は、岡崎市地球温暖化防止隊から「カーボンニュートラル」について紹介します。

地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、2015年にパリ協定が採択され、世界共通の長
期目標として、
○世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努

力を追求すること（２℃目標）
○今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達

成すること
等を合意しました。
この実現に向けて、2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロに
する、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び
強化をする必要があります。

【カーボンニュートラルのイメージ図】

「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」※ から、植林、森林管理などによる
「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。 （※人為的なもの）

カーボンニュートラルの実現に向けて、世界が取組を進めており、120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目
標を掲げているところです。

世界の平均気温は2017年時点で、工業化以前（1850～1900年）と比べ、既に約１℃上昇し
たことが示されています。このままの状況が続けば、更なる気温上昇が予測されています。

カーボンニュートラルとは・・・温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します

なぜカーボンニュートラルを目指すのか・・・気候危機を回避するため、

いまから取り組む必要があります
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近年、国内外で様々な気象災害が発生しています。個々の気象災害と気候変動問題との関係を明
らかにすることは容易ではありませんが、気候変動に伴い、今後、豪雨や猛暑のリスクが更に高まる
ことが予想されています。日本においても、農林水産業、水資源、自然生態系、自然災害、健康、産
業・経済活動等への影響が出ると指摘されています。

こうした状況は、もはや単なる「気候変動」ではなく、私たち人類や全ての生き物にとっての生
存基盤を揺るがす「気候危機」とも言われています。

気候変動の原因となっている温室効果ガスは、経済活動・日常生活に伴い排出されています。国
民一人ひとりの衣食住や移動といったライフスタイルに起因する温室効果ガスが我が国全体の排出量
の約6割を占めるという分析もあり、国や自治体、事業者だけの問題ではありません。

将来の世代も安心して暮らせる、持続可能な経済社会をつくるため、今から、カーボンニュート
ラル、脱炭素社会の実現に向けて、取り組む必要があります。
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【消費ベース（カーボンフットプリント）から⾒た⽇本の温室効果ガス排出量】

私たちが、生活の中でちょっとした工夫をしながら、無駄をなくし、環境負荷の低い製品・サービ
スを選択することで、こうしたライフスタイルに起因するCO2削減に大きく貢献することができま
す。みなさんも、「ゼロカーボンアクション」を始め、できるところから、カーボンニュートラルな
ライフスタイルに取り組んでみませんか。

そうしたライフスタイルは、地球環境を守るだけでなく、経済的、快適で、質が高く、心豊かな暮
らしにもつながるかもしれません。

まずは具体的にどんなことをすればいいのか、「ゼロカーボンアクション」の30項目を見てみま
しょう！

脱炭素社会の実現には、一人ひとりのライフスタイルの転換が重要です。
「ゼロカーボンアクション30」にできるところから取り組んでみましょう！

【岡崎市地球温暖化防止隊は今後も「ゼロカーボンアクション30」に関する情報発信に努めてま
いります。】

ゼロカーボンアクションとは・・・できることから始める、暮らしを脱炭素化する取り組みです

※我が国において、家計が消費する製品・サービスのライフサイクル（資源の採取、素材の加⼯、製品の製造、流通、⼩売、使⽤、廃棄）において⽣

じる温室効果ガス排出量

IGES, Aalto University, and D-mat ltd. 2019. 「1.5℃ライフスタイル ー 脱炭素型の暮らしを実現する選択肢ー」より環境省作成

※対象期間は2015年１⽉１⽇から2015年12月31日

資料︓南⻫規介「産業連関表による環境負荷単位データブック」（国⽴環境研究所提供）、Keisuke Nansai, Jacob Fry, Arunima Malk, 

Wataru Takayanagi, Naoki Kondo “Carbon footprint of Japanese health care services from 2011 to 2015”、総務省「平成

27年産業連関表」」より公益財団法⼈地球環境戦略機関（IGES）作成

脱炭素社会の実現には、一人ひとりのライフスタイルの転換が重要です。
「ゼロカーボンアクション30」にできるところから取り組んでみましょう︕
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イベント名 日時 場所 実施部会
（会長名）

市政だより
掲載

現在特にありません

おしらせ１：イベント開催予定※詳細は市政だよりをご確認ください。

おしらせ２：各種会議開催予定

岡崎市地球温暖化防止隊事務局

岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課

0564-23-6685ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp

役員会：代表、副代表、部会長、会計、監事、アドバイザー

日付 時間 場所

４月14日（木） 19：00～ オンライン開催

部会・委員会 日付 時間 場所

さくら部会 ４月７日（木） 10：00～ 竜美丘会館

自然委員会 ４月21日（木） 19：00～ 福祉会館

交通委員会 ４月18日（月） 19：30～ 福祉会館

部会・委員会

<事務局からのお知らせ>

「環境を考える会」を開催します！

岡崎市では、広く市民の方に、地球温暖化、気候変動

による環境への影響やごみ処理の現状などを説明し、

ゼロカーボンとしてどんなことに取り組めるのか、ご

み減量のために何をすべきか、自分ごとして環境問題

を考えるきっかけづくりとして、「環境を考える会」

を開催します。(防止隊の活動も紹介します。)

開催日時：右表のとおり（いずれも午後７時から８時

30分）

※新型コロナウイルスの感染状況によっては

予定を変更する場合があります。開催状況に

ついては市ホームページで御案内します。

４月14日（木） 岩津市民センター

４月21日（木） 六ツ美市民センター

４月28日（木） 東部地域交流センター（むらさきかん）

５月12日（木） 大平市民センター

５月19日（木） 南部市民センター（本館）

５月26日（木） 図書館交流プラザ

<事務局からのお知らせ２>

組織改正がありました。

今までは「環境部ゼロカーボンシティ推進室」でしたが、R4.4.1から「環境部ゼロカーボンシティ推進課」となりまし

た。
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令和４年度

防止隊だより【５月号】

“ぶらっきょろりん“は「歩くこと」の再発⾒・再認識、

⾞のちょい乗りから「歩くこと」へのシフトを⽬指し、

地球温暖化防止につなげる等、環境を考えていただくた

めのプロジェクトです。みなさんは普段生活をする中で、

お気に⼊りの道や場所はありますか︖短い距離でも⾞の

便利さ・快適さに依存していませんか︖

『歩きたくなるような道・まちにしよう』、『歩いても

移動できることを知ってもらおう』ということを目指し、

地球温暖化防止への寄与、交通公害の軽減、渋滞解消、

健康増進などの効果を期待して、この“ぶらっきょろりん

“プロジェクトを推進しています。

〜活動報告〜

未だコロナ禍を抜け出せないままですが、感染対策をしっかりと⾏い、絶好のウォーキング日和の

中、春の「ぶらっきょろりん」を挙⾏致しました。

日程 令和４年 ３月 20 日 AM8︓15〜12︓00

実施コース 【中島町、⻄尾エリア】 ⻑圓寺、悠紀斎⽥（道程約 4.5km）

第２４回 ぶらっきょろりん！

～悠紀斎田と譜代大名

板倉氏のふるさとを訪ねて～

⻑圓寺

貝吹

悠紀斎田

万灯山

広田川

交 通 委 員 会
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〜公共交通機関を利⽤して〜

MMB︕（みんな、もっと、バスに乗ろう︕）

のイベントを活用して、JR 岡崎駅からスタ

ート地点の「貝吹」までと、ゴール地点の「悠

紀の⾥」から JR 岡崎駅までの戻りにバスを

利⽤しました。

ところが、使用したバスは交通系 IC カー

ドの読み取り装置未搭載⾞で、乗⾞代⾦を

10円台まで正確にくずしてから料⾦箱へ投

入する、お釣りの出ないタイプの旧式バスで、⽚側⼀⾞線道路のバス降⾞時に、⼀時的に渋滞が発

生してしまいました。

〜“ぶらっきょろりん“開始〜

ウォーキングスタート地点の「貝吹」で、「地

球温暖化防止隊・交通委員会」による「ぶらっ

きょろりん」の開催趣旨、コース概要、注意点

の説明を⾏い、最初の目的地で板倉氏の菩提

寺である曹洞宗「⻑圓寺」を⽬指しました。こ

こは修⾏を根本とする禅宗寺院であり、普段

は中々⾒学することができない場所です。し

かし、市との共同イベントでの訪問であった

ため、住職からお寺に関する詳しいご説明を聞くことができただけでなく、普段拝観が難しい貴重

な仏像、仏具、美術品を⾒させていただくことができました。

「⻑圓寺」は山の麓に位置し、900 年の歴史を

持つ夏の夜の風物詩「かぎ万燈」が開催される

万灯山の山域を考えると、往時の隆盛が偲ばれ

ます。中島の永安寺の僧として過ごした板倉勝

重公は、江⼾町奉⾏、京都所司代など要職を務

め、「⻑圓寺」は板倉⽒の菩提寺であり墓所で

もあります。本陣の仏像群をはじめ天井には彩

⾊⾒事な花⿃⾵⽉が描かれていたり、⼦供を抱

いた布袋尊が安置されていたり、観光資源とし
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ても十分貴重な品々が並んでいます。そんな

「⻑圓寺」は普段歩かない場所を歩き、新し

い発⾒や新しい興味や楽しみを⾒つける「ぶ

らっきょろりん」 の主旨に十分適う場所で

した。

ウォーキングの途中、道端でつくしを探し

たり、⾒事な紫モクレンや、広田川を悠然と

泳ぐ鯉の群れを眺めたり、自然を感じられる

コースでもありました。

その後、中島周辺の板倉氏ゆかりの各地を

訪ね最終⽬的地「悠紀の⾥」へ到着しました。

大正天皇即位の際、大嘗祭へ奉納する米を

作る斎田の地であり、それを起源に祭式とし

ている場所です。因みに、斎⽥は東⽇本、⻄

日本から各一か所選ばれ、東日本が「悠紀（ゆ

き）」、⻄⽇本が「主基（すき）」と呼ばれるそ

うです。

〜最後に〜

参加した方々の感想は、総じて環境保全に対する意識、「ぶらっきょろりん」の活動主旨への賛

同者が多く、今回の「ぶらっきょろりん」もご満足頂けたかと思います。

≪地球温暖化防止隊事務局からのお知らせ≫

部会・委員会

部会・委員会 日付 時間 場所

役員会 ５月１２日（木） 19︓00〜21︓00 ZOOM オンライン開催

さくら部会 ５月５日（木） － ⻯美丘会館

自然委員会 ５月 19 日（木） 19︓00〜21︓00 福祉会館５階

交通委員会 ５月 20⽇（⾦） 19︓30〜21︓00 福祉会館５階
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みんなで、取り組もう︕ゼロカーボンアクション 30︕

<事務局からのお知らせ>

岡崎市では、広く市⺠の⽅に、地球温暖化、気候変動による環境への影響やごみ処理の現状など

を説明し、ゼロカーボンとしてどんなことに取り組めるのか、ごみ減量のために何をすべきか、

自分ごとして環境問題を考えるきっかけづくりとして、「環境を考える会」を開催しています。

(防止隊の活動も紹介しています)

開催⽇時︓下表のとおり（いずれも午後７時から８時 30 分） ※新型コロナウイルスの感染状
況によって予定を変更する場
合があります。開催状況につ
いては市ホームページで御案
内します（QR→）

〈日程〉
５月 12⽇（⽊）⼤平市⺠センター
５月 19⽇（⽊）南部市⺠センター（本館）
５月 26⽇（⽊）図書館交流プラザ（会議室 301・302）
６月 23⽇（⽊）⻄部地域交流センター（やはぎかん）
６月 30 日（木）額田センター（こもれびかん）

岡崎市地球温暖化防止隊事務局

【岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課内】

TEL︓0564‐23‐6685 FAX︓0564‐23‐6536
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防止隊だより

令和 4 年 6 月号
特集：今月は、岡崎市地球温暖化防止隊から「クールビズ（COOL BIZ）」について紹介します

掲載記事は「COOL CHOICE ウェブサイト（環境省）」（https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/coolbiz/）
を加工して作成しています。

夏の暑い日でも、軽装などによって適正な室温で快適に過ごすライフスタイル「クールビズ」をはじめ

るために、次の取組のようなちょっとした工夫をしてみませんか。

【家庭】編

ビジネスシーンだけじゃない

家庭や個人でできる

「クールビズ」をご提案︕

［２ページ目へ］

【オフィス】編

涼やかな真夏の

ワークスタイル

「クールビズ」をご提案︕

［３ページ目へ］

適正な室温とは︖
クールビズでは、「適正な室温」の目安を 28℃としています。

なお、「28℃」という数値はあくまでも目安です。必ず「28℃」でなければいけないということではなく、

冷房時の外気温や湿度、「⻄⽇が⼊る」などの⽴地や空調施設の種類などの建物の状況、室内に

いる⽅の体調等を考慮しながら、無理のない範囲で冷やし過ぎない室温管理の取組をお願いする

上で、目安としているものです。

例えば、冷房の設定温度を 28℃にしても、室内が必ずしも 28℃になるとは限りません。そういう場

合は、設定温度を下げることも考えられます。

「クールビズ」で呼び掛けている適正な室温の目安「28℃」は冷房の設定温度のことではありません。

＜適正な室温「28℃（目安）」とした背景＞

平成 17 年の「クールビズ」開始の際には、「建築物に

おける衛⽣的環境の確保に関する法律施⾏令」及

び労働安全衛生法の「事務所衛生基準規則」で定

められた室温設定の範囲（17℃以上 28℃以下）

に基づいて、“冷房時の室温 28℃”を呼び掛けまし

た。

特集：クールビズ（COOL BIZ）について紹介

【家庭】編/【オフィス】編

～脱炭素型ライフスタイルにつなげよう～

おしらせ：イベント開催予定

クールビズとは・・・適正な温度での空調使⽤と各⾃の判断による快適で働き

やすい軽装に取り組んでいただくことで、多様で柔軟な

働き方にも資する省エネ・省CO2 を図るものです。
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【家庭】編 家族の健康のため適正な温度でクールな夏の暮らし⽅

専⾨医に聞く︕クールビズ 〜夏こそ適度に汗をかく⽣活を〜

クールビズで環境省が推奨する室内温度は 28℃（⽬安）。エアコンで体を冷やし過ぎないように、
扇⾵機を利⽤するなど「体感温度」を下げる⼯夫をしましょう。冷えに慣れて汗をかかないでいると汗
腺が退化して、体温調整機能が働かなくなってしまう危険があり、発育期の子供にとっては大問題。
⾼齢者も体温調整機能が低下しているため、暑さや冷えへの対応が苦⼿です。適度な冷房使⽤に
ついて、家族が気をつけてあげてください。また汗は肌を守る「皮脂」という天然のクリームになるので、
美容⾯でのメリットも⾒逃せません。家族の健康にもさまざまなメリットがあるクールビズは、地球にも
「人」にもやさしい取組です。

（取材協⼒︓⾺渕メディカルクリニック⾺渕知⼦院⻑）

快適に過ごすスタイルを⾒る

こまめなフィルター清掃で

エアコンの効き目アップ

一つの部屋に集まって

一家団らん、

エアコン稼働も一台に

夏野菜やかき氷を

おいしく食べて

身体の中からクールダウン

グリーンカーテンで

お部屋を涼しい木陰に

冷房使⽤時はせっかく冷やした空気を逃がさないようにドアや窓をしっかり閉める

冷房に加えて扇⾵機を効果的に活⽤する（室内の冷たい空気を循環させること

ができ、冷房効率を上げることができます）

こまめな室温確認で適度な冷房使⽤を⼼がける

⾵鈴を取り付けたり⾦⿂を飼ったり、

涼しげなアイテムを生活に取り入れる

＜その他＞

・室外機のまわりに物を置かないようにし、屋根を付けて直射日光を避ける

・外出前にカーテン、ブラインドや遮熱シートで室温上昇をストップさせて部屋に熱がこもらないように工夫する

・TV など家電からの放熱も冷房効率に影響するので、使わない家電の電源は OFF に

・買い替えの際は、最新機器の購⼊で快適性と省エネ性能の UP

・時短レシピを導⼊し、調理から発⽣する放熱を軽減することで室温上昇を防ぐ

・うちわや扇⼦を利⽤して体感温度を下げる

・朝や⼣⽅の打ち⽔（気化熱により周囲の空気が冷やされます）

・冷却ジェルシートや氷のうなど冷感グッズを活⽤

・ポロシャツやかりゆし、機能・素材を活かしたスポーツアイテムなどの着用
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【オフィス】編 過度なエアコン利⽤を控え適正な室温で⼈も地球も健康に

脱炭素型のライフスタイルにつながるクールビズ

専⾨医に聞く︕クールビズ 〜オフィスの冷え過ぎを防いで健康に〜

クールビズで環境省が推奨する室内温度は 28℃（目安）。でも「まだ暑い」と感じるなら、扇風機
などを効果的に使ってみましょう。肌で⾵を感じることで体感温度がグッと下がります。ビジネスには⾝だ
しなみが⼤切ですが、室温 28℃なら美容⾯にもメリットが。冷えすぎによる⾎⾏不良が改善されて、
顔⾊は良くなりますし、実は抜け⽑予防にも効果的なのです。クールビズは、夏バテ・夏⾵邪を防いで
健康を促進するだけではなく、仕事のパフォーマンス向上にも繋がりそうですね。

（取材協⼒︓⾺渕メディカルクリニック⾺渕知⼦院⻑）

快適に過ごすスタイルを⾒る

ブラインドや断熱シートで

室温上昇ストップ

うちわや扇⼦を利⽤して

体感温度を下げる

清涼感のある色使い、

薄手の素材感など快適に

過ごせる軽装で爽やかに

夏らしい

すっきりアップスタイルで

涼やか美人に

冷感グッズを使⽤してひんやり快適に

＜その他＞

・勤務時間の朝型シフト（残業を減らす効果も期待できるので照明等に使⽤する電⼒の節電にも効果あり）

・扇⾵機を効果的に活⽤して冷たい空気を循環させる

・外回りからオフィスに戻った際は、肌着を着替えて装いを⽴て直す

・OA 機器や照明からの放熱も冷房効率に影響するので、使わない機器の電源は OFF に

・通気性のいい座布団を活用しデスクチェアを快適に

クールビズで2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、再⽣可能エネルギーの普及拡⼤とともに、省エネの取組も重要です。
⽐較的気軽にできるクールビズによる省エネの取組をきっかけに、更に「ゼロカーボンアクション30」なども参考にしていただき、健康、
快適、経済的で脱炭素型のライフスタイルに、まずはできるところから取り組んでいただければ幸いです。

岡崎市においては、年間
を通して、クールビズ・
ウォームビズの取組みを
実施することとしていま
す。
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おしらせ①：岡崎市地球温暖化防止隊、今後のイベント開催予定スケジュール☀

イベント名 日程 開催場所 内容 実施部会

CO２測定・⾒える化報告会
７月 10 日（日）

13 時〜16 時

岡崎商工会議所

中ホール

名古屋産業大学との共同調査で
得た市内 CO₂濃度からわかるこ

ととデータの活用の方法につい
て学習

CO２測定
プロジェクト
委員会

夏休み親子教室
８月 18 日（木）

８時〜15 時

岡崎森林組合 森林組合の⾒学と間伐材を使⽤

した工作
さくら部会

再発⾒・環境フォト

コンテスト 2022

９月 30 日（⾦）
必着

―

市内の緑・水辺・自然で「将来に
残したい、いいところ」または「今
すぐ直したいところ」をデジタル

カメラで撮影し、事務局へ郵送

自然委員会

＊申し込み方法など詳しい情報は、市政だより 7 月号（予定）もしくは岡崎市地球温暖化防止隊事務局までご連絡を♪

おしらせ②：岡崎市地球温暖化防止隊、各種会議開催予定日

役員会︓代表・副代表・部会⻑・会計・監事・アドバイザー

日付 時間 開催場所

６月９日（木） 19 時〜21 時 ZOOM オンライン開催

部会・委員会

部会名・委員会名 日付 時間 開催場所

さくら部会 ６月２日（木） 10 時より開催 ⻯美丘会館５０２室

自然委員会 ６月 16 日（木） 19 時より開催 岡崎市福祉会館 5 階

広報部会 ６月 16 日（木） 19 時より開催 岡崎市福祉会館 5 階

交通委員会 ６月 24 日（⾦） 19 時半より開催 岡崎市福祉会館 5 階

【岡崎市地球温暖化防止隊事務局からのお知らせ】

岡崎市では、広く市⺠の⽅に、地球温暖化、気候変動による環境への影響やごみ処理の現状などを
説明し、ゼロカーボンとしてどんなことに取り組めるのか、ごみ減量のために何をすべきか、⾃分
ごとして環境問題を考えるきっかけづくりとして、「環境を考える会」を開催しています。
(防止隊の活動も紹介しています)

開催⽇時︓下記のとおり（いずれの回も 19 時〜20 時半） ※新型コロナウイルスの感染状
況によって予定を変更する場
合があります。開催状況につい
ては市ホームページでご案内
しております。

（QR→）

〈日程〉
６月 23⽇（⽊）⻄部地域交流センター（やはぎかん）
６月 30 日（木）額田センター（こもれびかん）

岡崎市地球温暖化防止隊事務局

【岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課内】

TEL︓0564‐23‐6786 FAX︓0564‐23‐6536

E メール ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp

2022 年 5⽉発⾏



1

防止隊だより

令和 4 年 7 月号
特集：私たちの生活の中で活かせる、地球温暖化防止につながるライフスタイルを紹介します

城北保育園

6/9（金）10 時から 10 時 40 分まで

天気にめぐまれ、36 人もの子どもたちが参加して

くれました。エコマイエローの登場で盛り上がり、

みんなで「種でっかい！」「けっこうかんたん」と

元気に取り組んでくれました。グリーンカーテンは

通用門付近に設置される予定です。

高年者センター岡崎

6/13（月）10 時 30 分から 11 時まで

報道関係者も来られる中、利用者の皆様が種を植え

てくださいました。日差しが照りつける園内路に置

くことで、少しでも暑さが和らげばと思います。こ

れをきっかけに、みんなで温暖化防止への取り組み

を考えて実践していけるといいですね。

鮮やかな緑でお部屋を涼しく
先月号で取り上げた「クールビズ」でもご紹介したグリーンカーテンを、防止隊の新規協賛事業として

今年度から⾏うことになりました︕

中部電⼒パワーグリッド株式会社がアサガオとニガウリの種を、防⽌隊がプランターなどの資材を提供。

市役所が間を取り持って、城北保育園と⾼齢者センター岡崎のみなさんがグリーンカーテンづくりに挑

戦します。今⽉号では、それぞれの施設の植え初めをご紹介。四季折々に成⻑していく姿も共有して

いきたいと思います♪

中部電⼒グループの活動に興味のある⽅はこちらのウェブページをご覧ください。

中部電⼒株式会社サイト｜緑のカーテン（つる性植物による夏の省エネ活動）

https://www.chuden.co.jp/csr/environment/env_communication/curtain/

特集 1：グリーンカーテンプロジェクト始動！

特集 2：毎日できるゼロカーボンアクション！

～脱炭素型ライフスタイルにつなげよう～

イベント紹介：CO2 測定・見える化報告会

企業・⾏政・防⽌隊が⾏う新規事業「グリーンカーテンプロジェクト」始動︕
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掲載記事は「COOL CHOICE ウェブサイト（環境省）」（https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/coolbiz/）
を加工して作成しています。

節電
家庭からの電気消費量のうち、約 55%も待機電⼒で消費されています。待機電⼒をなくすために
も、こまめなスイッチオフと、電気製品のプラグをコンセントから抜くことを心がけましょう。

暮らしのメリット！

・こまめなスイッチオフは、光熱費を節約できます。
・こまめに電気製品のプラグを抜くことは、漏電による⽕災などの事故防⽌にも。

年間の CO₂削減量

・エアコン 26kg/台

※使用時間を 1 日 1 時間短くした場合

節水
上下⽔道の使⽤にも、浄⽔、供給、下⽔処理などにエネルギーを消費しており、CO₂排出につながっ
ています。こまめに水を止めたり、工夫して使用し、無駄な水を少しでも減らしましょう。

暮らしのメリット！

・節水をすると、上下水道費の節約につながります。

年間の CO₂削減量

・11kg/世帯

※⽔使⽤量を約 2 割削減した場合

家計にも優しい？！毎日できるゼロカーボンアクション！

ゼロカーボンアクション 30 は、脱炭素社会実現に向けた取り組みであるとと
もに、取り組むことで様々な暮らしのメリットが享受できます。
今回は、日々の暮らしの中で、毎日お手軽にできるアクションの⼀例をご紹
介いたします。
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食事を食べ残さない
⽇本の⾷品ロス量は、1 人 1 日あたりおにぎり約 1個分。⾃分の⾷べられる量の注⽂をし、もし残
す場合は持ち帰りましょう。

暮らしのメリット！

・食べ残しの持ち帰り（mottECO）が可能であれば、廃棄も減らせる上に、次の食事として食べる

ことで食費の面でもおトクです。
・適量の注⽂により、⾷事代を節約できます。
詳しくはこちら
http://www.env.go.jp/recycle/foodloss/index.html

年間の CO₂削減量

・54kg/人

※家庭と外食の食品ロスがゼロになった場合

旬の食材、地元の食材でつくった
菜食を取り入れた健康な食生活

現在、日本ではカロリーベースで約 60%を輸⼊⾷品で賄っており、その分フードマイレージ（輸送量
×輸送距離︓輸送に掛かる CO₂排出量も増える）が⼤きくなっています。⾷品を購⼊する際は、
⾷品のトレーサビリティ表⽰（⽣産、加⼯や流通など⾷品の取扱いの記録）、国産の物や旬の物
を意識して選択してみましょう。

暮らしのメリット！

・旬の食材はおいしく、栄養価が高く、新鮮な状態で食べることができます。

・食を通じて、季節感や地域の気候風土を感じることもできます。
詳しくはこちら
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20210913-topic-10.html

年間の CO₂削減量

・地産地消 8kg/人

※一部の野菜・果物を地産地消した場合
・旬の食材 36kg/人
※⼀部の野菜を温室栽培から露地栽培とした場合

脱炭素社会の実現には、一人ひとりのライフスタイルの転換が重要です。「ゼロカーボンアクション 30」は、具体的に
どんなことをすればいいのかを知ってもらうために設定されたので、今後も情報発信してまいります。
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おしらせ①：岡崎市地球温暖化防止隊、今後のイベント開催予定スケジュール☀

イベント名 日程 開催場所 内容 実施部会

CO２測定・⾒える化

報告会

７月 10 日（日）

13 時〜16 時

岡崎商工会議所

中ホール

名古屋産業大学との共同調査で
得た市内 CO₂濃度からわかるこ

ととデータの活用の方法につい
て学習

CO２測定
プロジェクト
委員会

夏休み親子教室
８月 18 日（木）

８時〜15 時

岡崎森林組合 森林組合の⾒学と間伐材を使⽤

した工作
さくら部会

再発⾒・環境フォト

コンテスト 2022

９月 30 日（⾦）
必着

―

市内の緑・水辺・自然で「将来に
残したい、いいところ」または「今
すぐ直したいところ」をデジタル

カメラで撮影し、事務局へ郵送

自然委員会

＊申し込み方法など詳しい情報は、市政だより 7 月号（予定）もしくは岡崎市地球温暖化防止隊事務局までご連絡を♪

おしらせ②：岡崎市地球温暖化防止隊、各種会議開催予定日

役員会︓代表・副代表・部会⻑・会計・監事・アドバイザー

日付 時間 開催場所

7 月 14 日（木） 19 時〜21 時 ZOOM オンライン開催

部会・委員会

部会名・委員会名 日付 時間 開催場所

さくら部会 7 月７日（木） 10 時より開催 ⻯美丘会館５０２室

自然委員会 7 月 21 日（木） 19 時より開催 岡崎市福祉会館 5 階

広報部会 7 月 21 日（木） 19 時より開催 岡崎市福祉会館 5 階

交通委員会 7 月 13 日（水） 19 時半より開催 岡崎市福祉会館 5 階

【イベント紹介︓CO2測定・⾒える化報告会 7/10（日）13時〜】

地球温暖化防止には、二酸化炭素（CO2）を始めとした温室効果ガスの削減が欠かせません。とこ
ろが大気の CO2 は、無味・無色・無臭。これではどこでどれだけ CO2 が増えているのか、なか
なか実感しづらいものです。

そこで防止隊は、名古屋産業大学およびグリーンフロント研究所株式会社と連携して「岡崎市内の
CO2を⾒える化する」事業を進めています。昨年から岡崎市内 3 か所に計測装置を設置し、リア
ルタイムで CO2 濃度を測定してきました。本報告会では名産大の岡村聖教授が、これまで蓄積し
てきたデータの分析結果、ひいては私たちの地域へのつながりを報告してくださいます。

日時は 7/10（日）13 時から 16 時までで、開催場所は岡崎商工会議所中ホールです。申し込み
手続きも参加費も必要ありません。科学的に測定されたデータを活かして「地球温暖化防止のため
に私たちができること」をより具体的に⾏うためにも、みなさまのふるってのご参加を心よりお待
ちしております︕

岡崎市地球温暖化防止隊事務局

【岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課内】

TEL︓0564‐23‐6786 FAX︓0564‐23‐6536

E メール ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp

2022 年 6⽉発⾏
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防止隊だより

令和 4 年 8 月号
特集：若い世代が主役になって市内の温暖化防止活動を広報する、新しいプロジェクトを紹介します

申込要項
申込方法：右記、QR コード・Google フォームにて

申込期限：2022 年 8 月 31 日（水）

対 象：岡崎市在住の 20 代、または岡崎市内の

高校・大学・専門学校に在学中の方

活動期間：2022 年 8 月～2023 年 2 月

※取得した個人情報は、本事業に関わる業務にのみ利用します。

※申込人数多数の場合は選考の上、採用者に詳細をご連絡いたします。

※『広報隊』は仮称です。取材計画も含めて、メンバーの主体的な取り組みを支援します。

※日当等はありませんが、取材交通費は支給予定です。

主管：グリーンフロント研究所株式会社

お問い合わせ：0564-47-7970（月）-（金） 9：00-17：00

特集 1：YouTube Ch.の立ち上げメンバー募集！

特集 2：CO2 測定・見える化報告会を開きました！

～目には見えないものを見える化しよう！～

イベント紹介：再発見・環境フォトコンテスト

本年度の新プロジェクト

岡崎市地球温暖化防止活動広報隊 YouTube チャンネルの立ち上げ

をご紹介します。

本年度、新企画として、岡崎市に在住・在学している若者から広報隊のメンバー

を募り、若い世代はもちろん、全世代にむけた岡崎市の地球温暖化防⽌活動に

係わる PR 動画を製作・発信する 【若者が主役のプロジェクト】 を展開します。

私たちのイベント報告動画に加え、賛助会員のみなさんの温暖化防止活動など

も動画にまとめ、YouTube チャンネルに公開する予定です。

このプロジェクトを通して、SDGs の推進を含め、ソーシャルグッドへの意識の⾼い

若い世代の活躍の場を設けて、シニア中心の岡崎市の温暖化防止活動に新風

を吹き込んで頂こうと思っています。

若い世代の活躍こそ、ゼロカーボンシティ岡崎の実現に必要不可⽋な条件です。

みなさんの周りに対象者がいれば、ぜひお声がけをお願いいたします︕

岡崎市の地球温暖化防止活動広報隊

YouTubeチャンネルの⽴ち上げメンバー募集
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グリーンフロント研究所（株）小串重治講師

名古屋産業大学現代ビジネス学部 岡村 聖教授

主催︓岡崎市/岡崎市地球温暖化防⽌隊、共催︓名古屋産業⼤学

第 1 講：持続不可能な社会の解決に向けた SDGs の取組みと地球温暖化防止対策

会員のみなさんも、近頃は SDGs という言葉を

よく聞くようになったのではないでしょうか。

持続可能な社会づくりための世界共通の目標＝

SDGｓ、そして、目標 14 に位置付けられてい

地球温暖化防止の重要性について紹介。

地球温暖化の原因となる CO2 の存在を身近に

感じられることの重要性について学びました。

第 2 講：CO2 濃度の実測データを利用した低炭素地域づくりのための

市民科学プログラムの開発

昨年から岡崎市内 3 か所に計測装置を設置し、

リアルタイムで CO2 濃度を測定できるネット

ワークを構築。

今回はそのデータの一部を見ることができました。

詳細な分析はまだこれからですが、その際にカギ

となるのが「風の力」です。CO2 は風に乗って

漂うため、濃度も刻々と変動するとのことです。

「風の力」のノイズを除去して岡崎市の CO2 特

性を把握するためには、岡崎市におけるデータの

蓄積と他地との比較検証が必要不可欠です。

現在、岡崎市のデータ蓄積の段階とのことでしたが、近い将来、岡崎市における「風の力」のノイ

ズの除去方法（プログラム）整備ができるとのことです。次の研究報告が楽しみです。

CO2 測定・見える化報告会 開催報告！

目には⾒えない CO2 を⾒える化しよう︕
岡崎市地球防止隊は令和３年 8 月より名古屋産業大学と連携して、CO2 濃度測定プロジェクト

を推進してきました。7 月 10 日（日）には岡崎商工会議所でプロジェクト報告会を開きました。

13 時 30 分〜16時と⻑丁場にもかかわらず、会場から多数の質問や意⾒もいただき、講師も来場

者もともに得るものが大きい会となりました。今回はその学びの一部をお届けいたします。

キーワードは、CO2濃度・⾵の⼒・緑の⼒の⾒える化です。
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意見交換会

講師の報告が終わった後は、来場者のみなさんから活発な意見や質問が出されました。中でも興味深か

ったお話を、2 つ紹介します。

1. 雑多なノイズが混じる測定データから、どうやって地域の CO2 濃度の特性がわかるのか？

リアルタイムで計測しているデータは、刻々と変わる風の力や緑の力などを受けているため、さまざな

な“ノイズ”が入っています。しかしその中にほんの少しだけ、国が測定している地球レベルの CO2

濃度の特性と通じるデータがあり、その共通項も手がかりにして、計測地の CO2 濃度の特性を分

析しようとしているようです。これは岡崎市というローカルな場所の計測プロジェクトが、地球レ

ベルのグローバルな計測プロジェクトとも関連していることを示しているのではないでしょうか。

岡崎市での温暖化対策が、世界の温暖化対策とも通じている。そんな想いを持てました。

2. 緑の力は、森林以外にも発揮できる場所がある！

会場には会員以外の方も来られており、公園の芝生などの緑地管理が CO2 吸収量に貢献する可能性も

語られました。大きな CO2 吸収源となる緑といえば山に生える森林がイメージされますが、水の中の

植物プランクトンや、都市の中の公園緑地など、多様な緑があります。こうした緑の力の見える化も、

今後のプロジェクトと関わりが生まれそうで興味深いものでした。

最後にはアンケートも配布され、熱心なご回答をいただきました。その内容も、またご紹介する機会を

つくれればと思います。会員のみなさんのご理解とご助力のおかげで、このプロジェクトが推進できて

います。岡崎市発の温暖化防止対策としてプログラム化できるよう、今後も支援してまいりますので、

どうぞお楽しみに！

～～Information～～

岡村講師から、本プロジェクトの紹介と計測データがリアルタイムでわかるウェブサイトと、講師が所

属する名産大のプロジェクトである「二酸化炭素濃度常時測定ネットワークシステム」サイトを紹介い

ただきました。いろいろな場所の CO2 濃度が見える化されているので、ぜひ一度ご覧ください♪

CO2 濃度の実測データを利用した 二酸化炭素濃度常時測定

低炭素地域づくりのための市民科学 ネットワークシステム

プログラムの開発

トピック：CO2 濃度減少見える化実験

岡村講師の報告では、ふつうのクチナシの枝葉が箱の中

の CO2 をどんどん吸収する様子を、グラフで見える化

するという実験も行なわれました。

始めの CO2 濃度は 550ppm でしたが 1 時間ほどで、

200ppm まで減少しました。

改めて、緑の力を実感しました。
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おしらせ①：岡崎市地球温暖化防止隊、今後のイベント開催予定スケジュール☀

イベント名 日程 内容 実施部会 市政だより

掲載（予定）

夏休み親子教室

※募集は締め切り

ました

８月 18 日 森林組合の⾒学と間伐材を使⽤した⼯作 さくら部会 7/1 号

再発⾒・環境フォト

コンテスト 2022

９月 30 日
締切

市内の緑・水辺・自然で「将来に残したい、
いいところ」または「今すぐ直したいところ」
をデジタルカメラで撮影し、事務局へ郵送

自然委員会 7/1 号

ぶらっきょろりん
9 月 25 日

⾞を利⽤せずに歩く企画でMMB（みんなも
っとバスに乗ろう）とのコラボレーション

交通委員会 （9/1号）

＊申込方法など詳しい情報は、市政だよりもしくは岡崎市地球温暖化防止隊事務局までご連絡を♪

おしらせ②：岡崎市地球温暖化防止隊、各種会議開催予定日

役員会︓代表・副代表・部会⻑・会計・監事・アドバイザー

日付 時間 開催場所

8 月 18 日（木） 19 時〜21 時 ZOOM オンライン開催

部会・委員会

部会名・委員会名 日付 時間 開催場所

さくら部会 8 月４日（木） 10 時より開催 せきれいホール 102 室

自然委員会 8 月 18 日（木） 19 時より開催 ZOOM（役員会同時開催）

広報部会 8 月 18 日（木） 19 時より開催 ZOOM（役員会同時開催）

交通委員会 8 月 10 日（木） 19 時半より開催 岡崎市福祉会館 5 階

【イベント紹介︓再発⾒・環境フォトコンテスト 2022】
〜募集テーマ〜
岡崎市内の「緑」や「⽔辺」等⾃然の⼤切さを再認識できるものを題材とし、将来に残した

い「いいところ」や今すぐ改善したい「わるいところ」の写真作品
〜応募要領〜
応募資格︓市内在住・在勤・在学の⽅（グループ可）
規格︓2021 年 10⽉以降に応募者本⼈が撮影した未発表写真（携帯電話による写真可。組

写真、写真の合成・加⼯処理および⽂字⼊りは不可。画像サイズは 7MB 以内、300 万画素以
上の高画質を推奨）
申込︓直接、郵送、E メール（zerocarbon@city.okazaki.lg.jp）でデータを岡崎市地球

温暖化防止隊事務局に送付。2022 年 9 月 30⽇（⾦）必着。＊メールの場合、件名は「環境
フォトコンテスト応募」としてください。

詳細については、以下の岡崎市役所 web サイトの各ページをご覧ください。
HP︓https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1153/p034857.html
実施要領︓
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1153/p034857_d/fil/photo2022.
pdf

岡崎市地球温暖化防止隊事務局

【岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課内】

TEL︓0564‐23‐6786 FAX︓0564‐23‐6536

E メール ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp

2022 年 7⽉発⾏
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防止隊だより

令和 4 年 9 月号
特集１：気候変動と防災 ～地球温暖化が与える影響と将来の日本～

近年の地球温暖化の進行は、気象災害の激甚化・頻発化や、米や大豆などの農作物への

影響、生態系の変化など、私たちの生活に大きな影響を与えています。特にこれまでの想

定を超える豪雨による災害が各地で発生し、「気候危機」と言うべき時代に入ったことを

認識する必要があります。

9 月 1 日は「防災の日」、そして 9 月は「防災月間」にあたりますので、「気候変動」

と「防災」について、私たちはどのように対応できるのかをご紹介します。

特集 1：気候変動と防災

特集 2：地球温暖化への適応策と緩和策

特集３：ゼロカーボンアクション 30

イベント紹介：再発見・環境フォトコンテスト

【掲載記事は「2022 年度版スマートライフおすすめ BOOK」（一般財団法人 家電製品協会 URL︓https://shouene-kaden2.net/）、「地球

温暖化と私たちの暮らし・未来」2021 年 3 月(2022 年 3 月改訂)[授業スライド]（環境省）を加⼯して作成】
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特集２：地球温暖化への適応策と緩和策～バランスが大切～

地球温暖化への基本的な対応としては、温暖化による悪影響にあらかじめ備える「適応策」と、
温室効果ガスの排出を抑制する「緩和策」の両⽅を、バランスを取りながら⾏うことが必要です。

地球温暖化への適応策＜健康/農作物/大雨・台風＞

極端な気温・

平均気温の上昇

地球温暖化が進むと

暑い⽇が増える︕

出典︓環境省「熱中症環境保健マニュアル 2018」

・ 暑さを避ける（⾏動、住まい、⾐服の⼯夫）

・ こまめに水分を補給する

・ 急に暑くなる日に注意する

・ 暑さに備えた体を作る

・ 各⼈の体⼒や体調を考慮する

・ 集団活動の場ではお互いに配慮する

【健康面での適応】熱中症対策を知る

【農作物の適応】農作物への対策を取り入れる

着⾊が良好に着⾊不良

出典︓環境省他「適応への挑戦 2012」

・ 暑さに強い品種を植える

・ 影響をやわらげる栽培方法を取り入れる

【トピックス】 内閣府と環境省で連携し、気候危機時代の「気候変動×防災」戦略を公表
想定を超える気象災害が各地で頻発し、気候変動はもはや「気候危機」と言える状況の中、こうした時代の災害に対応する

ためには、気候変動リスクを踏まえた抜本的な防災・減災対策が必要となっています。そのため内閣府（防災担当）と環境

省が連携し 2020 年 6 ⽉気候変動対策と防災・減災対策を効果的に連携して取り組む戦略を公表しています。「気候変

動×防災」に関する共同メッセージの公表について ¦ 報道発表資料 ¦ 環境省 (env.go.jp)
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【大雨・台風への適応】安全な場所を確認する

・ 自分の地域の洪水ハザードマップなどを確認しておく

岡崎市水害対応ガイドブック
～浸水深マップ（洪水）より～

出典︓岡崎市防災ポータル! (https://okazaki-bousai-portal.transmod.jp/sonae/77)

【大雨への適応】浸水被害の軽減

・ 各家庭で⾬⽔を貯留したり浸透させる

岡崎市総合雨水対策計画
～リーフレットから抜粋～

出典︓岡崎市総合⾬⽔対策 岡崎市ホームページ(okazaki.lg.jp)

地球温暖化が進むと

などが発⽣︕

平均降⽔量の変化

極端な降⽔

破壊的な台風

発達した低気圧
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地球温暖化への「緩和策」のエネルギー⾯での重要なポイントは、低炭素エネルギーの開発・利⽤です。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)では、低炭素エネルギーとして、再⽣可能エネルギー、原⼦⼒発電、

⽕⼒発電に CO2 の隔離技術を備え付けたものを対象にしています。

移動⼿段として、なるべく徒歩や⾃転⾞を利⽤したり、CO2 排出量の少ない公共交通機関を選択することも

「緩和策」の重要な取り組みです。

⾃動⾞を利⽤するときは、燃費の良い⾞やカーシェアリングの活⽤も効果的です。カーシェアリングは、2010 年代

から 利⽤者が増加しており、⾃動⾞保有に伴う費⽤負担や⼿間を軽減するだけでなく、⾃動⾞による環境負

荷を低減する等の効果があることが報告されています。

地球温暖化への緩和策＜エネルギー/交通・物流/森林・⼟地利⽤/産業・家庭・オフィス＞

再生可能エネルギー

出典︓環境省 HP
http://www.env.go.jp/guide/budget/h26/h26-gaiyo-2/026.pdf

バイオマス

太陽光

⽔⼒ 地熱

⾵⼒

原⼦⼒発電 ⽕⼒発電＋CO2 の隔離技術

【 低炭素エネルギーの例 】

エネルギー対策のカギは低炭素エネルギー

徒歩や⾃転⾞、公共交通機関等の利⽤

燃費の良い次世代⾃動⾞を利⽤
（プラグインハイブリッド、電気⾃動⾞、燃料電池⾞、⽔素⾃動⾞など）



6

日本の国土の約 3 分の 2 は森林です。森林には、光合成で CO2を吸収してくれる働きがあります。ただ成⻑期
の若い森林は、CO2 をどんどん吸収して大きくなるが、成熟すると CO2 を吸収する割合が低下していきます。
⼀般的には、温暖化対策のために⽊を植えるというイメージが強いが、健全な森林を整備・保全することも、重要
な温暖化対策になります。また、森林は整備をせず放置するよりも間引いて育てた⽅が、CO2吸収量は⼤きくな
るという報告があります。

⼯場やオフィスなどにおける「緩和策」の対策として、省エネルギー性能の⾼い設備（業務⽤ヒートポンプ給湯

器、⾼効率ボイラ）導⼊や LED 等の⾼効率照明の導⼊、エネルギー効率の⾼い製品の開発・提供、建物の

省エネルギー化（ZEB）などが考えられます。

健全な森林の整備や保全も重要

設備・機器の省エネ化とエネルギー管理
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家庭やオフィスにおける「緩和策」として、こまめな省エネルギーに加え、住宅の省エネルギー化や省エネルギー家
電・⾼効率給湯器の導⼊が効果的です。
例えば、冷蔵庫は 10 年前のものと⽐べると約 4 割も省エネになっています。家電を適切に選ぶことにより、⼤幅
な省エネが期待できます。
また家電の適切な利⽤としては、不要な照明を切る、家電を使⽤しない時は主電源から切る、エアコンのフィルタ
ーをこまめに掃除するなど日常生活の中で取り組むことができます。
多くの⼈たちが実践している省エネ⾏動を継続するとともに、実施していない⼈にも、どうやったら⾏ってもらえるの
かを考え、実践を広めていくことが重要となります。

特集３：ゼロカーボンアクション 30～できることからはじめよう！～

気候変動という地球規模の課題の解決に向けて、日本は、「2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」
（2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること）を⽬指しています。
この実現のためには、一人ひとりのライフスタイルの転換が重要です。「ゼロカーボンアクション 30」は具体的な脱
炭素⾏動を取り上げたものなので、できるところからライフスタイルに取り入れてみませんか。

住宅の省エネ化（⾼断熱化(新築・既築)）
省エネ家電・⾼効率給湯器の導⼊
徹底的なエネルギー管理の実施（HEMS）
省エネ⾏動（クールビズ・ウォームビズ・照明や家電の適切な利⽤）
グリーンカーテン・屋上緑化・壁面緑化

できることから始めよう、暮らしを脱炭素化するゼロカーボンアクション
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おしらせ①：岡崎市地球温暖化防止隊、今後のイベント開催予定スケジュール☀

イベント名 日程 内容 実施部会 市政だより

掲載（予

定）

再発⾒・環境フォ

トコンテス 2022

９月 30 日
締切

市内の緑・水辺・自然で「将来に残したい、

いいところ」または「今すぐ直したいところ

をデジタルカメラで撮影し、事務局へ郵送

自然委員会 7/1 号

ぶらっきょろりん 9 月 25 日
⾞を利⽤せずに歩く企画でMMB（みんなも
っとバスに乗ろう）とのコラボレーション

交通委員会 9/1 号

＊申込方法など詳しい情報は、市政だよりもしくは岡崎市地球温暖化防止隊事務局までご連絡を♪

おしらせ②：岡崎市地球温暖化防止隊、各種会議開催予定日

役員会︓代表・副代表・部会⻑・会計・監事・アドバイザー

日付 時間 開催場所

9 月 8 日（木） 19 時〜21 時 ZOOM オンライン開催

部会・委員会

部会名・委員会名 日付 時間 開催場所

さくら部会 9 月 １日（木） 10 時より開催 ⻯美丘会館 502 室

自然委員会 9 月 ８日（木） 19 時より開催 ZOOM オンライン開催

広報部会 9 月 ８日（木） 19 時より開催 ZOOM オンライン開催

交通委員会 9 月 14 日（水） 19 時半より開催 岡崎市福祉会館 5 階

【イベント紹介︓再発⾒・環境フォトコンテスト 2022】
〜募集テーマ〜
岡崎市内の「緑」や「⽔辺」等⾃然の⼤切さを再認識できるものを題材とし、将来に残した

い「いいところ」や今すぐ改善したい「わるいところ」の写真作品
〜応募要領〜
応募資格︓市内在住・在勤・在学の⽅（グループ可）
規格︓2021 年 10⽉以降に応募者本⼈が撮影した未発表写真（携帯電話による写真可。組

写真、写真の合成・加⼯処理および⽂字⼊りは不可。画像サイズは 7MB 以内、300 万画素以
上の高画質を推奨）
申込︓直接、郵送、E メール（zerocarbon@city.okazaki.lg.jp）でデータを岡崎市地球

温暖化防止隊事務局に送付。2022 年 9 月 30⽇（⾦）必着。＊メールの場合、件名は「環境
フォトコンテスト応募」としてください。

詳細については、以下の岡崎市役所 web サイトの各ページをご覧ください。
HP︓https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1153/p034857.html
実施要領︓
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1153/p034857_d/fil/photo2022.
pdf

岡崎市地球温暖化防止隊事務局

【岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課内】

TEL︓0564‐23‐6786 FAX︓0564‐23‐6536

E メール ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp

2022 年 8⽉発⾏
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防止隊だより

令和 4 年 10 月号

特集①：地球温暖化防止隊協賛事業 劇団シンデレラ公演が梅園こども園で開催されました♪

特集 1：劇団シンデレラ♪

～梅園こども園で開催！～

特集 2：グリーンカーテンプロジェクト経過報告

おしらせ：エコドライブコンテストについて

劇団シンデレラって、どのような団体なの︖

環境の保全を図る、一宮市のミュージカル団体さん♪
劇団シンデレラは、”夢と希望と冒険と自然と共に生きること“をテーマにした、ミュー

ジカル上演を⾏っています。そして、地元の文化の発展と多くの人々に⾃然の⼤切さや

生き物たちの声を届け、持続可能な社会の実現に向けて貢献されています︕また、劇団

シンデレラは子供の団員が多く在席するため、子供たちにも十分に伝わる内容にしてく

ださるところが特徴です。

そこで今回は、地球温暖化防止隊協賛事業としてご招待し、地球温暖化防止に関わる公

演を梅園こども園にてしていただきました︕

10 月号では、公演内容や子供たちの様子をご報告させていただきます。

「みどりの森の王子さま」

9 月 13 日、岡崎市⽴梅園こども園にて「みど

りの森の王子さま」が公演されました。

森林伐採の影響で食べ物や住むところがなく

なった動物たちと、好き嫌いの多い王子さまが

登場し、地球温暖化の内容を交えながら、分か

りやすく丁寧に演じて下さりました。

園児たちも劇に惹きつけられる様に、真剣なま

なざしで観賞し、時には歓喜しながら楽しんで

いました。地球温暖化と聞くと、中々イメージ

が湧きませんが、一生懸命に演劇を観賞する園

児たちの様子は王子様、お姫様のように輝いて

いたと思います。

12 月には、あさひこ幼稚園にて劇団シンデレ

ラの公演があります。次回も園児たちの反応や

様子が楽しみです♪
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特集②︓”グリーンカーテンプロジェクト“城北保育園と⾼年者センターの成⻑記録をご紹介いたします♪

企業・⾏政・防⽌隊が⾏う新規事業
「グリーンカーテンプロジェクト」のその後〜

鮮やかな緑でお部屋を涼しく

皆さん、覚えていますか︖防⽌隊たより 7 月号でご紹介した、新規協賛事業の「グリ

ーンカーテンプロジェクト」︕

中部電⼒パワーグリッド株式会社がアサガオとニガウリの種を、防⽌隊がプランター

や温度計などの資材を提供。市役所が間を取り持って、城北保育園と⾼年者センター

岡崎のみなさんがグリーンカーテンづくりに挑戦しました。

10 月号では、アサガオとニガウリのグリーンカーテンの成⻑の様⼦をご紹介いたしま

す♪

【城北保育園】

6 月初旬

６月下旬

8 月初旬

6 月初旬、天気にめぐまれ、36 人もの子どもた

ちが参加してくれました。エコマイエローの登

場で盛り上がり、みんなで「種でっかい︕」「け

っこう簡単」と元気に取り組んでくれたことが

懐かしいです。グリーンカーテンは通用門付近

に設置されることになりました。

6 月上旬、みんなで植えたアサガオとニガウリが

ついに発芽︕子供たちは「ドキドキした︕」「楽

しい」と観察日記を書いてくれました。またグリ

ーンカーテンを作るとどんな良いことがあるの

かを考えながら果実ができることを楽しみにし

ていました。

８月初旬、ツルがネットに絡み始めグリーンカー

テンができあがってきました。アサガオは花が咲

き、ニガウリは実がなり子供たちも、⼤喜び︕

グリーンカーテンのおかげで涼しさも感じてく

れたかな︖
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特集②︓”グリーンカーテンプロジェクト“城北保育園と⾼年者センターの成⻑記録をご紹介いたします♪

【⾼年者センター岡崎】

6 月初旬

8 月中旬

8 月中旬

8 月中旬

6 月初旬、報道関係者も来られる中、利⽤者の

皆様が種を植えてくださいました。日差しが照

りつける中、園内路に設置され、皆さんグリー

ンカーテンの成⻑を⾮常に楽しみにされてい

ましたね。

そんな⾼年者センター岡崎のグリーンカーテ

ンですが、8 月中旬にはしっかりと根を張り、

ネットにツルを絡ませながら、上へ上へと成⻑

していました。経過を観察しに訪れた際、驚か

されたことがあります︕なんと、ホースに穴を

あけプランターの上に接合することで、同時に

水やりができるシステムが設置されていまし

た。

館⻑さんのお話によると、利⽤者のみなさん

は、自分の植えた種に目印をつけて成⻑を楽し

まれているようです。また 8 月初旬にはみなさ

んでニガウリの果実の収穫をされました。

その時には、多くの方がとても喜んでくださっ

たそうです。

⽴派で美味しそうなニガウリですね♪

こうしたプロジェクトが地球温暖化防止への

取り組みのきっかけづくりとして、多くの方に

知っていただき、考え、実践してもらえれば嬉

しいですね。

今後もグリーンカーテンの成⻑を温かく⾒守

っていただければと思います♪
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おしらせ①：岡崎市地球温暖化防止隊、今後のイベント開催予定スケジュール☀

イベント名 日程 内容 実施部会 市政だより

掲載

（予定）

鍋布団でエコを

目指そう♪

11 月 14 日

（月）

保温効果のある鍋布団を作成し、エコな調理

を目指します

さくら

部会

11 月 1 日

号

エコドライブ

コンテスト

11 月 20 日
（日）

⾃動⾞から排出される CO₂削減を目的に、燃

料消費量の削減、交通安全にも役⽴つエコド

ライブコンテストを⾏います

交通員会
11 月 1 日

号

＊申込方法など詳しい情報は、市政だよりもしくは岡崎市地球温暖化防止隊事務局までご連絡を♪

おしらせ②：岡崎市地球温暖化防止隊、各種会議開催予定日

役員会︓代表・副代表・部会⻑・会計・監事・アドバイザー

日付 時間 開催場所

10 月 13 日（木） 19 時〜21 時 ZOOM オンライン開催

部会・委員会

部会名・委員会名 日付 時間 開催場所

さくら部会 10 月６日（木） 10 時より開催 ⻯美丘会館

交通委員会 10 月６日（木） 19 時半より開催 図書館交流プラザりぶら

広報部会 10 月 13 日（木） 19 時より開催 ZOOM オンライン開催

自然委員会 10 月 13 日（木） 19 時より開催 ZOOM オンライン開催

【イベント紹介︓エコドライブコンテスト】

岡崎市地球温暖化防止隊事務局

【岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課内】

TEL︓0564‐23‐6786 FAX︓0564‐23‐6536

E メール ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp

2022 年 9⽉発⾏

募集要項

日時 11 月 20 日（日） 8 時 30分〜12 時

場所 上地⾃動⾞学校 （上地３丁目）

対象 岡崎市在住または在勤で運転免許証（普通免許を含む）を有する方

定員 16 名（抽選あり）

申込み E メール（下記記載）またはハガキに共通項目を記入し、ゼロカーボンシティ推進課内

地球温暖化防止隊事務局まで。11 月 14（月）必着。※メールの場合は件名を「エコドラ

イブコンテスト応募」としてください。

共通項目 参加者全員の①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④電話番号
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防止隊だより

令和 4 年 11 月号

特集︓MMB︕岡崎とのコラボ企画、第 26 回ぶらっきょろりんが開催されました

特集：MMB！岡崎とコラボ♪

～ぶらっきょろりん開催！～

～防止隊だよりに中学生が挑戦！？～

おしらせ：鍋布団について

MMB︕岡崎とぶらっきょろりんについて簡単にご紹介★

MMB︕岡崎は「皆、もっと、バスに乗ろう︕岡崎」の略称です。

自家用⾞の利⽤機会が多い岡崎市において、路線バス等の公共交通

機関を利⽤していただきCO₂排出量低減に貢献します。

ぶらっきょろりんは、「歩きながら地域の魅⼒を再発⾒してもらお

う」、「歩いても移動できることを知ってもらおう」ということを考えて、地域の活性化、地球

温暖化防止への寄与、交通公害の軽減、健康増進などの効果を期待し推進するプロジェクトで

す。今月号では、そんな 2つの事業のコラボ企画をお届けします♪

MMB︕岡崎+第26回ぶらっきょろりん
「どうした広忠、清康」〜家康前夜〜

日程

9 月 25 日（日）

天気

晴れ☀／ウォーキン

グ日和

実施コース

桑谷・舞木エリア

「⻑善寺・広忠寺・

山中城跡」

（約 4．5キロ）

参加人数

15 名

第26回ぶらっきょろりん コース紹介★

今回は岡崎市の南東、桑谷・舞木エリアをぶらぶらと散策しました。名鉄「美合駅」から「桑

谷」までバスを利⽤し、徒歩で桑谷から⻑善寺、広忠寺、山中城跡を経て名鉄「名電山中駅」

を目指します。果たして地域の魅⼒や歩く楽しみを感じることができたのでしょうか・・・。
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MMB︕岡崎★〜公共交通機関を利⽤して、いざ出発︕〜

ぶらっきょろりん開始★〜最初に訪れたのは⻑善寺〜

名鉄バス「美合駅」バス停前ロータリーに

て地球温暖化防止隊交通委員会から、開催趣

旨、コースの概要、コロナ対策などをしっか

りと説明し、ぶらっきょろりんスタート地点

「桑谷」を目指しました。

初めて参加される方から、4 回以上参加し

たことのある常連さんまで、皆さん非常に楽

しみにされているご様子でした♪

名鉄「美合駅」からバスに乗り、住宅街の

隙間を抜け、のどかな風景の中を走ること十

数分、出発地点「桑谷」に到着しました。

ぶらっきょろりん前日の天気は大荒れでし

たが、当日は強い日差しを浴びることなく、

快晴でウォーキング日和になりました♪

最初に訪れたのは、バス停より徒歩で 5

分程にある「⻑善寺」。⻩⾊い 5 本の筋塀が

印象的でした。ちなみにバス停から⻑善寺ま

での道は、旧桑谷村と⻄の郡（現在の蒲郡市）

を結ぶ重要な往還道だったそうですよ。

⻑善寺に到着した⼀⾏は、正面の本堂に上

がらせていただき、ご住職から貴重な資料や

沿革についてお話を聞かせていただきまし

た。

非常に興味深いお話で参加者の方々も聞

き入っておられました。左の写真に写ってい

るのは本堂の正面より右手にある、浄土真宗

の親鸞聖⼈像です。親鸞聖⼈が正面を向いている絵は非常に珍しいそうです。ご住職の説

明を聞いた⼀⾏は、次の目的地「広忠寺」を目指します。「広忠寺」へ向かう途中、ふと

空を⾒上げると 40 羽程の鷹が旋回し「鷹柱」をつくっていました。鷹柱とは上昇気流の

ある所に鷹が集まり旋回・上昇している状況のことです。鷹柱を形成し、⾶⾏⾼度を増し

てから⻄の方へ渡っていきます。気がついた時には東の方からどんどんと集まってきて、

総数 150羽程⾒ることができました。
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ぶらっきょろりん開始★〜最初に訪れたのは⻑善寺〜

2つ目の目的地に到着★〜家康公の父、広忠を奉る広忠寺へ〜

「⻑善寺」からさらに南へ徒歩 5 分、⼀⾏

は今回のタイトルでもあります、「広忠寺」へ

到着しました。「広忠寺」は永禄 5 年（1562

年）に家康公が、非業の死を遂げたといわれる

父、広忠の菩堤を弔うために創建したお寺だそ

うです。境内には、広忠（父）、お久（⺟）、忠

政（広忠とお久の子）のお墓がある他、家康公

が戦場に「守り本尊」として持参したといわれ

る⼤⿊天があり、寺宝となっていました。

最終目的地からの眺めはいかに★〜目指すは頂上、⼭中城跡〜

「広忠寺」を出発した⼀⾏は、最終目的地

である「山中城跡」を目指しました。向かう

道中は稲刈りの終わった田んぼや彼岸花な

どがたくさん咲いており、季節を感じなが

ら、ゆっくり、のんびりと歩きました。

登山口である⽻栗口に到着するといよい

よ入山です。前日に降った雨の影響で、少し

足元が悪かったのですが、気を付けながら慎

重に登ります。頂上へ向かう途中、山城であ

ったことが分かる「堀切や堅堀」の看板も⾒ることができました。入山してから約 30

分、いよいよ山頂「山中城跡」に到着です︕ 山中城は県下最大級の城域を誇る山城で

あり、東海道と吉良道との分岐点を⾒下ろす標⾼約 200mの⼭上に⽴地し、軍事上の要

地であったそうです。⼭頂から⾒た景⾊は、開放感と達成感に溢れ、気持ちがよく、最

高でした。自分たちが歩いてきた集落を⾒下ろしながらゆっくりと休憩を取り、ゴール

地点名鉄「名電山中」駅へ向かいました。最後に終了式を⾏い、参加者の方にはアンケ

ートに答えていただきました。アンケートには「次回も参加したい」、「参加してよかっ

た」という意⾒を多くいただくことができ、事故や怪我もなく無事終えることができ大

変嬉しく思います♪

本号の編集は常磐中学校の生徒さん♪

実は今回の防止隊だより 11 月号のレイアウト編集は、

常磐中学校の生徒さんに取り組んでもらいました︕

職場体験という中学校の学習で、事務局の仕事を体験し

ていただくことになりました。少しでも多くのことを学

んでいただけたらと願っています♪
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おしらせ①：岡崎市地球温暖化防止隊、今後のイベント開催予定スケジュール☀

イベント名 日程 内容 実施部会 市政だより

掲載（予定）

鍋布団でエコを

目指そう♪

11 月 14日

（月）

保温効果のある鍋布団を作成し、エコな調理

を目指します

さくら

部会

11月 1日

号

エコドライブ

コンテスト

11 月 20日
（日）

⾃動⾞から排出される CO₂削減を目的に、燃

料消費量の削減、交通安全にも役⽴つエコド

ライブコンテストを⾏います

交通員会
11月 1日

号

＊申込方法など詳しい情報は、市政だよりもしくは岡崎市地球温暖化防止隊事務局までご連絡を♪

おしらせ②：岡崎市地球温暖化防止隊、各種会議開催予定日

役員会︓代表・副代表・部会⻑・会計・監事・アドバイザー

日付 時間 開催場所

11 月 10日（木） 19時〜21 時 ZOOMオンライン開催

部会・委員会

部会名・委員会名 日付 時間 開催場所

さくら部会 11 月３日（木） 10時より開催 ⻯美丘会館

交通委員会 11 月 11日（水） 19時半より開催 図書館交流プラザりぶら

広報部会 11 月 10日（木） 19時より開催 ZOOMオンライン開催

自然委員会 11 月 10日（木） 19時より開催 ZOOMオンライン開催

【イベント紹介︓鍋布団でエコを目指そう︕】

岡崎市地球温暖化防止隊事務局

【岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課内】

TEL︓0564‐23‐6786 FAX︓0564‐23‐6536

Eメール ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp

2022 年 10⽉発⾏

募集要項

日時 11 月 14 日（日） 13 時〜16 時

場所 岡崎市⻯美丘会館３階３０３号室 （東明大寺町）

対象 岡崎市内在住の方（18歳以上）、10 名（抽選あり）

参加費 500 円

申込み 電話または Eメール（下記記載）に共通項目を記入し、ゼロカーボンシティ推進課内

地球温暖化防止隊事務局まで。11月 14（月）必着。※メールの場合は件名を「鍋布団応

募」としてください。（ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp）

※共通項目 参加者全員の①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④電話番号
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防止隊だより

令和 4 年 12 月号

特集︓防止隊の新たな試み 〜スコシズツ、マーケットに出展してきました︕〜

「スコシズツ、マーケット」は、それぞれの持続可能な暮らしかたを持ち寄って共有でき

る、岡崎発の新たなマーケットです。ここは単にモノを売り買いする場ではありません。

私たち防止隊の取り組みとも重なった、岡崎市の SDGs（持続可能な開発目標）の実践に

意欲的な出展者の方々が集まっています。

そこで防止隊も、10 月 30 日に籠田公園で開催されたマーケットに出展してきました！

秋晴れの空の下で、来場者はもちろん他の出展者のみなさんともたっぷり交流できた、実

り豊かな一日でした。今号ではその交流の一部をご紹介します。岡崎生まれの SDGs の実

践を、どうぞご覧ください。

特集：スコシズツ、マーケットに出展しまし

た！

おしらせ：自然エネルギー見学会について

できることからスコシズツ、持続可能な暮らしかた
日々の暮らしからSDGsの実践を目指す
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まずは実感できるコトが大切——防止隊ならではの体験型展示

私たち防止隊は、手回し式発電

の点灯機や自転車式発電の送風

機、鍋布団、環境フォトコンテス

ト入賞作品などを展示しました。

展示品に共通するのは、難しい理

屈はさておいて、まずは大人も子

どもも「実感」できることです。

ざっくりいうと、地球温暖化の

1 つの原因として、身の回りにあ

る当たり前のような電気エネル

ギー等を作るのに大量の CO2 が大気に排出されることが挙げられますが、そもそも電気

がどうして起こるのか、電灯が光るのか、環境にどんな影響を及ぼすのかといった前提が

わからないと地球温暖化防止の話にもつながりにくいでしょう。

そこでモノの売り買いではなく、手で回したり足でこいだりして電気エネルギーを生み

出す大変さを体感でき、身近な自然環境がどうなっているかを実感できる「コト」を体験

できるようにしてみました。

体験からの気づき——大人も子どもも楽しんで

今回の展示物の中でも特に人気だったのが、自転車

式の発電機。ペダルをこぐと電気が起こり、自転車の

目の前にある筒の下から送風ファンが動きます。する

と筒の上の方へと紙が舞い上がるのです。

子ども達が「これなあに？」「もう 1 回やりたい！」

と、たくさんチャレンジしてくれました。自分の力で

ペダルをこぐのに合わせて紙が上下するので、どれだ

け頑張ったかが目に見えてわかります。「パパもやっ

て！」とお願いされたりして、親子のコミュニケーシ

ョンの場にもなっていました。

親御さんからは「子どもが興味をもってくれる」、

「努力が形になるし、面白い」という感想をいただき

ました。そこから地球温暖化や省エネなどのお話をし

て、防止隊のリーフレットもご紹介。中には法人賛助

会員の一覧を見て「協力してくれる岡崎の企業がこん

なにあるんだ！」と驚く方もいらっしゃいました。さらに興味をもっていただけた方には、

すぐ近くの「岡崎市役所ゼロカーボンシティ推進課」のコーナー等へご案内することもあ

り、たくさんの来場者や出展者の方々と楽しい時間を過ごせました。
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岡崎生まれのアクションプラン——未来の子ども達へ向けて

午前 11 時には岡崎市内の関連団体から 5 名が集まり、活動紹介と座談会を行うイベン

ト「はなす場」が開催されました。テーマは「地球温暖化みんなのアクション」で、これ

に私たち防止隊の織田代表が出席。今年取り組んでいるイベントを紹介しました。

さらに座談会では織田代表と社会福祉に興味がある高校生が対話し、防止隊のイベント

を踏まえて交通に関するアイデアを話し合いました。特に話題が深まったのが MMB（皆、

もっと、バスに乗ろう！岡崎）でした。自動運転などの技術革新、地域医療や福祉へのア

クセスを支えていること、老人だけではなく若者の課題でもあることを共有。いかに若い

人にもバスに乗ってもらうかを意識し、情報発信をしていくかが大切だという意見が生ま

れました。また高校生からケータイやスマホといった、今の時代ならではのことを活かし

たアイデアも。リモートワークなどコロナ禍で変わる働き方を進めれば、通勤時の自動車

の排気ガスも減らせるでしょう。他の団体の方々からも、多くのアイデアが生まれました。

私たちの周りには、地球環境問題解決に向けて、できていることもできていないことも

たくさんあります。知らないことへの挑戦は難しいものです。ある程度の知識のある大人

達はわかっていても、子ども達は知らないこともありますし、その逆もあります。だから

こそ老若男女を問わず多くの人たちとゆっくりと話すことで、点だったアイデアが線にな

り、面となって岡崎の街づくりへとつながりうることを実感できました。

最後には、織田代表が防止隊の学生会員養成事業を紹介してくれました。これは岡崎に

在住・在学の小学生から大学生が対象で、岡崎市の地球温暖化防止に関わる取り組みや、

若い世代の活動や発想を支援するものです。マーケットに来られた方々と繋がることで、

これから未来の子ども達に向けて、市民目線でこの岡崎から住みよい環境を作っていきた

いと改めて感じられた一日でした。
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おしらせ①：岡崎市地球温暖化防止隊、今後のイベント開催予定スケジュール☀

イベント名 日程 内容 実施部会

市政だより

掲載

（予定）

再発⾒・環境フォト

コンテスト2022

作品展示

12 月 1日

（⽊）〜12

月14日（水）

今年度の応募作品を、市役所⻄庁舎 1階ロビ

ーにて展示いたします。ぜひご覧ください。
自然委員会 掲載なし

自然エネルギー

⾒学会

１月26日
（木）

再生可能な自然エネルギーを活用した施設

や、エネルギー利⽤の先端技術を体感できる

施設を⾒学し、地球温暖化防⽌への理解を深

めます。（とよたエコフルタウン等を⾒学）

自然委員会
12月1日

号

おしらせ②：岡崎市地球温暖化防止隊、各種会議開催予定日

役員会︓代表・副代表・部会⻑・会計・監事・アドバイザー

日付 時間 開催場所

12 月 ８日（木） 19時〜21 時 ZOOMオンライン開催

部会・委員会

部会名・委員会名 日付 時間 開催場所

さくら部会 12 月 1日（木） 11時より開催 うを勝

交通委員会 12 月 16日（⾦） 19時半より開催 図書館交流プラザりぶら

広報部会 12 月８日（木） 19時より開催 ZOOMオンライン開催

自然委員会 12 月８日（木） 19時より開催 ZOOMオンライン開催

【イベント紹介︓⾃然エネルギー⾒学会】

岡崎市地球温暖化防止隊事務局

【岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課内】

TEL︓0564‐23‐6786 FAX︓0564‐23‐6536

Eメール ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp

2022 年 11⽉発⾏

日時 ︓１月 26 日（木） ８時 20分〜15 時 40 分 せきれいホール⻄⼊⼝前集合

場所 ︓モリコロパーク内地球市⺠交流センター（⻑久⼿市）、とよたエコフルタウン（豊田市）

対象 ︓どなたでも（20 歳以上）、20名（抽選あり）

内容 ︓再生可能な自然エネルギーを活用した施設（地球市⺠交流センター）や、エネルギー利⽤の

先端技術を体感できる施設（とよたエコフルタウン）を⾒学し、地球温暖化防⽌への理解を

深めます。

参加費︓無料

申込み︓E メール（下記記載）に参加者全員の①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④電話番号を

記入し、ゼロカーボンシティ推進課内地球温暖化防止隊事務局まで。12 月 26（木）必着。

※メールの件名は「⾃然エネルギー⾒学会応募」としてください。または電話にて。
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防止隊だより 

令和 5年 1月号 

特集 1：竜美丘会館にて、さくら部会による第 4回「鍋布団でエコを目指そう♪」を開催しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の鍋布団作りには 17名の応募があり、抽選により 10名の方が参加されました。暖かい

日差しの下、ゆったりとした時間が流れていく 11月 14日（月）の昼下がり。皆さん、集合時

間より早くお集まりいただけたので開始時刻を早めて織田代表に開会の挨拶をお願いしました。

防止隊の活動目的やイベントの説明、それから「ぜひ防止隊の会員へ！」と力を込めた勧誘をし

ていただき、いよいよ鍋布団作りのスタートです。制作過程は 3ステップで、とても簡単。 

① 内布⇨キルト芯⇨アルミ保温シート⇨キルト芯⇨キルティング布の順に重ねる 

② 大きめに裁断してある内布でキルティング布に折り返し、周りをまつり縫いする 

③ キルティング布にテープを乗せて、中心とそこから２０cmくらいの所を縫い止める 

皆さん黙々と作業を進め、速い方は１時間半くらいで完成されました。また作業を通じてさら

に興味を持っていただき「これを使ってどんな調理ができるの？」「いろいろ試してみたい！」と

いった声があがりました。一昨年より第４弾の「鍋布団でエコを目指そう♪」を開催でき、皆さ

んの意識の高まりを感じています。今後もこのような講座を開催しながら、温暖化防止隊の活動

の輪が広げられることを期待しています。 

 

 

特集 1：鍋布団でエコを目指そう♪ 

特集 2： エコドライブコンテスト 

おしらせ：自然エネルギー見学会について 

お鍋ずっと温か！ 鍋布団でエコを目指そう♪ 
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特集 2：上地自動車学校で、交通委員会による「エコドライブコンテスト」を開催しました 

 

 

 

～自動車の燃料消費量の削減と交通安全に関心を深める～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～CO2排出量を削減するエコドライブテクニック～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコドライブでCO2 排出量の削減を目指そう！ 

11月 20日（日）、市内の上地自動車学校

の敷地とコースをお借りして、エコドライブ

コンテストを行いました。 

これは自動車から排出される CO2の削減を

目的に、燃料消費量の削減、さらには交通安

全にも関心を持っていただき、生活の役に立

つエコドライブを競っていただくものです。 

参加者は 5名でしたが、日頃からエコドラ

イブに対して、より深い関心を持つ方々にお

集まりいただくことができました。 

 イベント当日の朝方は小降りではありましたが、スタッフが集まる朝 8時頃には曇り空

の下で幕開けとなり、無事開催することができました。 

コンテスト使用車は２台のクルマ（トヨタヴィッツ）で、燃費表示の取扱などの確認を

行い、コースの試乗とともに準備を進めました。 

参加者の皆さんがそろったところで開会。まずは岡崎市地球温暖化防止隊の天野交通委員

会委員長からご挨拶をいただきました。それを聞く皆さんからは、すでに運転への意気込み

が伝わってくるようでした。 

 

くじ引きで乗車順を決めてから全員でコースを見て回り、

スタートからゴールまでの停止場所や停止時間など、注意点

を確認しました。 

２台のヴィッツに、交通委員会の担当、青山委員と杉浦委

員がそれぞれ同乗し、参加者へご説明する形でコンテストは

スタート。まずは１回目のトライです。 

同乗の各担当は、出発直前に燃費メーターをゼロに合わせ、

もう 1 台の動向を確認しながらスタートをお知らせします。

参加者は、はじめに外周コースを３周し（ここで、いかに燃費

を稼ぐかがポイント！後のコースは燃費が下がる要因が多い

のです）、その後にＳ字へ入り出口で停車。さらに右折して交

差点で 20秒停車（ここで、アイドリングストップができるか

どうかも燃費をかせぐもう一つのコツです）。 
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そして左折して坂道途中で３秒停車。坂道発進をおこない、頂上を越え道に出るところで停車。

左折して直進すると、スタート位置に戻ります。参加者の皆さんは、日頃乗り慣れているクルマと

は違うタイプに緊張しつつも、自分の思うように、エコドライブを考えながら運転されていました。 

～高燃費エコドライバーの上位 3名を表彰！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者全員が一巡したところで、一度教室に戻り、全員の記録を確認しました。それに基づい

て、織田代表よりエコ観点からのコース上における注意すべきポイントを説明。参加者一人ひと

りに、走行上でのエコ運転ポイントを再確認していただきました。 

説明と休憩の後に、コンテスト２回目のトライです。皆さんそれぞれ乗る車を替えて、注意点

を意識しながら運転されていました。このエコ運転の注意点を、無意識のうちに普段の運転時に

取り入れられ、活かしていただけるようにと想いました。 

２回目が終わって結果発表のための集計作業中、事務局からエコドライブの他に、地球温暖化

防止にかかわる様々な施策の説明がありました。さらにスタッフ一同が作業を進めるうちに、２

台のヴィッツに少し燃費の差があることを発見。そのあたりを考慮して順位結果の発表となりま

した。なんとその差とは、クルマの個体差というよりは同乗した担当者の体重差でした。20㎏

の差があったようです。そのことからもやはり、不要な荷物はなるべくクルマに載せたままにし

ない方が、燃費の向上を含めたエコドライブの観点から良いということが伝わったのではないで

しょうか。 

上位３名の方には、車内でＡＣ機器が使用できるバッテリーコンバーターやコンパクトクリー

ナーなどの賞品を贈呈し、全員に参加賞もお渡しました。さらに２回目に一番燃費が向上された

方には「がんばりました賞」も贈呈しました。イベント終了時には、皆さん、エコドライブの心

得を習得され、「次は細かい運転技術や運転操作を意識していきたい」などと、口にされておりま

した。我々、地球温暖化防止隊のこうしたイベントを通じて、1人でも多くの方が自分事として

地球温暖化について考えていただければ幸いです。 

次月号も、様々なイベントの紹介や活動報告をしていきますので、乞うご期待ください♪。よ

ろしくお願いします。 
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おしらせ①：岡崎市地球温暖化防止隊、今後のイベント開催予定スケジュール☀ 

イベント名 日程 内容 実施部会 
市政だより掲載 

（予定） 

自然エネルギー 

見学会 

1 月 26 日

（木） 

再生可能な自然エネルギーを活用した施設

や、エネルギー利用の先端技術を体感できる

施設を見学し、地球温暖化防止への理解を深

めます。（とよたエコフルタウン等を見学） 

自然 

委員会 
12 月 1 日号 

第 27 回 

ぶらっきょろりん 

2 月 12 日
（日） 

「どうする家康」放送に因み、家康公・松平

家に所縁のある伊賀八幡宮・松應寺・大林寺

等、旧跡を巡りながら、「大河ドラマ館」のあ

る岡崎公園を歩いて目指します。 

交通 

委員会 
1 月 1 日号 

＊申込方法など詳しい情報は、市政だよりもしくは岡崎市地球温暖化防止隊事務局までご連絡を♪ 

おしらせ②：岡崎市地球温暖化防止隊、各種会議開催予定日 

役員会：代表・副代表・部会長・会計・監事・アドバイザー 

日付 時間 開催場所 

１月 12 日（木） 19 時～21 時 ZOOM オンライン開催 

部会・委員会 

部会名・委員会名 日付 時間 開催場所 

さくら部会 １月５日（木） 10 時より開催 竜美丘会館 

交通委員会 １月 19 日（水） 19 時半より開催 図書館交流プラザりぶら 

広報部会 １月 12 日（木） 19 時より開催 ZOOM オンライン開催 

自然委員会 １月 12 日（木） 19 時より開催 ZOOM オンライン開催 

 

【イベント紹介：自然エネルギー見学会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ：１月 26 日（木） ８時 20 分～15 時 40 分 せきれいホール西入口前集合 

場所 ：モリコロパーク内地球市民交流センター（長久手市）、とよたエコフルタウン（豊田市） 

対象 ：どなたでも（20 歳以上）、20 名（抽選あり） 

内容 ：再生可能な自然エネルギーを活用した施設（地球市民交流センター）や、エネルギー利用の 

先端技術を体感できる施設（とよたエコフルタウン）を見学し、地球温暖化防止への理解を 

深めます。 

参加費：無料 

申込み：Eメール（下記記載）に参加者全員の①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④電話番号を 

記入し、ゼロカーボンシティ推進課内地球温暖化防止隊事務局まで。12 月 26（木）必着。 

※メールの件名は「自然エネルギー見学会応募」としてください。または電話にて。 

 

 

岡崎市地球温暖化防止隊事務局 

【岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課内】 

TEL：0564‐23‐6786 FAX：0564‐23‐6536 

E メール ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp 

2022 年 12 月発行 
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防止隊だより 

令和 5年 2月号 

特集 1：「再発見！環境フォトコンテスト 2022」の入賞作品が決定しました！ 

岡崎市内の「緑」や「水辺」等、自然の大切さを再認識できるものを題材として、応募

いただいた 43点の作品の中から「いいところ部門 最優秀賞」1点、「わるいところ部門 最

優秀賞」1点、「優秀賞」4点、そして「地球温暖化防止隊賞」1 点を選定いたしました。 

本号では、将来に残したい「いいところ」部門と今すぐ改善しなくてはならない「わる

いところ」部門の全入賞作品のうちから、「いいところ」部門の「最優秀賞」作品 1点、「優

秀賞」作品 2点、「わるいところ」部門の「最優秀賞＆地球温暖化防止隊賞」同時受賞作

品 1点の、計 4点をご紹介いたします。 

 

 

 

  

「いいところ」部門  最優秀賞：「羽衣藻の咲く頃」 

特集 1：環境フォトコン 2022 入賞作品紹介  

特集 2：劇団シンデレラ公演 inあさひこ幼稚園 

おしらせ：環境フォトコン 2023応募要領 

撮影者：藤井孝弘 

撮影場所：小呂池 

コメント：「小呂池は自然の宝庫です。新緑、紅葉、雪景色等、四季折々に素晴らしい

色が見られます。羽衣藻の小さい花の咲く昼前に撮りに行きました。糸状に細かく避け

た葉を羽衣に例えたものです。お盆にやって来るこうした白い天女のような藻の花で

す。市外からの訪問者が数名見られました。」 
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「わるいところ」部門  最優秀賞＆ 
地球温暖化防止隊賞：間伐手遅れ林 

撮影者：織田陽子 

撮影場所：桜井寺町 

コメント：スギやヒノキを植えた人工林は定期的に間伐や枝払いなどの管理をしなけれ

ばなりません。この林は植えてから 30年ほどは管理をしていましたが、その後の管理

を行っていないので木が密になり地面に日光が当たらず下草が全く生えていません。土

砂崩れの原因になります。 

撮影者：藤井孝弘 

タイトル：「稲刈り体験」 

撮影場所：緑丘小学校西 

コメント：緑丘小学校 5 年生の皆さんが、5 月に同

校西にある小久井農場の4反の田をお借りして田植

えをしました。この度、そのコシヒカリの稲が一面、

黄金に実ってきましたので、5 年生全員で稲刈り体

験をしました。この稲刈りは自然や人とのかかわり

の中で命の大切さを学ぶ貴重な体験になりました。 

撮影者：高須吉郎 

タイトル：カエルの産卵 

撮影場所：くらがり渓谷 

コメント：今年もモリアオガエルの卵を見つけま

した。昨年と同じような場所ですが、ちゃんとそ

の下には水たまりがあり、そこでもうポタポタと

落ちてきた 

オタマジャ 

クシが泳い 

でいました。 

とても自然 

豊かな所で 

す。 

「いいところ」部門 
優秀賞 
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特 集 2 ： 劇 団 シ ン デ レ ラ を あ さ ひ こ 幼 稚 園 に 招 い て 観 劇 し ま し た 

劇団シンデレラは環境問題を

テーマにして、世界を股にかけて

活動している団体です。 

9月の梅園こども園に引き続

き、あさひこ幼稚園でも、温暖化

防止に関する劇の公演を 12月

8日木曜日にお願いしました。当

日は年長児 3クラスの 68名が

観劇しました。 

子どもたちは、日本ミツバチのマーヤと友達のいっちゃんの登場に歓声を上げ、音楽に

合わせて手拍子を打ちながら、集中して観ていました。 

温暖化の影響で花が減って、蜜が集まらずお腹が空いているミツバチのマーヤ。このま

までは仲間たちも自分も生きていけない。ミツバチがいなくなると受粉もできず、野菜や

果物などの人間の食べ物もできなくなってしまう。そんなことになったら大変だよね、と

いう切り口から始まった話は、いっちゃんの持ち物の話へ移ります。 

寒くなってきてエアコンやストーブばかり使っていると、電気の消費が増えて地球が暖

かくなってしまう！そうすると、南極の氷が溶けて小さい島が沈んでしまい、島の住民は

移住をしなくてはいけない。だから私はストーブを使うのを減らすためにマフラーをして

るんだよ！いっちゃんがおいしい外国のチョコレートを食べたいって言うと、外国から飛

行機で運んでたくさん燃料を使うから国産の物の方が良いんだよ！ 

さらに SDGs の話も織り込まれていきます。

園ではSDGsという言葉は説明していないそう

ですが、子どもたちはテレビなどでも目にして

いるよう。17の目標の一覧表にも「知ってる」

という声が出てきました。 

みんなも自分のできる事をお家の人と話しあ

ってみてね、というところで 20分程の劇が終

わりました。タイムリーな時期に劇を届ける事

ができて良かったです。 

園長先生から園児たちへ「ここの幼稚園には薪ストーブがあるよね。これも電気や灯油

を使わないから地球に優しいね。車だけじゃなくて、歩いたり自転車に乗ることも地球に

優しいんだよ」と、身近な例を出しながらお話されていました。 

また園長先生から私たち防止隊へ「自然の中で五感を使ってたくさん遊び、さまざまな

体験をする中で、自分も自然の一部、だから自然や地球も大切にしようという心を育てて

いく、そんな園の方針に、時々外部からの刺激が役に立つ」と言われました。防止隊とし

て、意義のあるプレゼントができて良かったです。 

子どもたちが家へ帰ってから、今日こんな劇を見たと話すことで親への刺激になれば良

いとも考えています。防止隊では、大人を対象にして公演できる場所も探しています。 
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おしらせ①：岡崎市地球温暖化防止隊、今後のイベント開催予定スケジュール☀ 

イベント名 日程 内容 実施部会 市政だより 

掲載（予定） 

第 27 回 

ぶらっきょろりん 

2 月 12 日

（日） 

「どうする家康」放送に因み、家康公・松平

家に所縁のある伊賀八幡宮・松應寺・大林寺

等、旧跡を巡りながら、「大河ドラマ館」のあ

る岡崎公園を歩いて目指します。 

交通 

委員会 
1 月 1 日号 

再発見！環境フォ

トコンテスト 2023 

申込 9 月 30
日（土）まで 下記のイベント紹介をご覧ください 

自然 

委員会 
ー 

＊申込方法など詳しい情報は、市政だよりもしくは岡崎市地球温暖化防止隊事務局までご連絡を♪ 

 

おしらせ②：岡崎市地球温暖化防止隊、各種会議開催予定日 

役員会：代表・副代表・部会長・会計・監事・アドバイザー 

日付 時間 開催場所 

2 月 9 日（木） 19 時～21 時 ZOOM オンライン開催 

部会・委員会 

部会名・委員会名 日付 時間 開催場所 

さくら部会  ２月 ２日（木） 10 時より開催 せきれいホール 

交通委員会 2 月 10 日（水） 19 時半より開催 図書館交流プラザりぶら 

広報部会 2 月 9 日（木） 19 時より開催 ZOOM オンライン開催 

自然委員会 2 月 9 日（木） 19 時より開催 ZOOM オンライン開催 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集テーマ：岡崎市内の「緑」や「水辺」等自然の大切さを再認識できるものを題材とし、将来に残

したい「いいところ」や今すぐ改善したい「わるいところ」の写真作品 

資格：市内在住・在勤・在学の方（グループでも可） 

規格：2022 年 10 月以降に応募者本人が撮影した写真（携帯電話による写真可。組写真、写真の合

成・加工処理および文字入りは不可。画像サイズは 7MB以内、300 万画素以上の高画質を推奨） 

申込：E メール（ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp）もしくは、郵送か直接 CD を持参。2023

年 9 月 30 日（土）必着。応募点数は 5作品まで。メール件名は「環境フォトコンテスト応募」。 

詳細については、以下の岡崎市役所 web ページをご覧ください。 

HP：https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1153/p034857.html 

入賞作品は市内施設に展示し、賞状とQUOカードも贈呈する予定です。奮ってご応募ください！ 

 

 

 

岡崎市地球温暖化防止隊事務局 

【岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課内】 

TEL：0564‐23‐6786 FAX：0564‐23‐6536 

E メール ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp 
 

2023 年 1月発行 

 

 

 

【イベント紹介：再発見！環境フォトコンテスト 2023】 
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防止隊だより

令和 5 年 3 月号

特集 1︓スタッフ含めて 23 名で「⾃然エネルギー⾒学会」を開催しました︕

２０２３年１月２６日（木）に、自然エネルギーを活用した地球にやさしい施設の見学

会を開催しました！場所は長久手市の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）内にある「地

球市民交流センター」と、豊田市の「とよたエコフルタウン」です。愛知県から世界へ発

信している「豊かな暮らし」を、参加者の皆さんと一緒に味わってきました♪

まず向かったのはモリコロパーク内にある、地球市民交流センターです。ここは平成２

２年１０月にオープンした施設で、平成 17 年に開かれた愛知万博の理念と成果が、今も

しっかりと受け継がれています。

施設の各所で、光、風、緑、水、土といった身の周りの自然エネルギーを活用し、環境

負荷を低減するさまざまな技術を導入。広大な敷地をゆっくりと移動しながら、施設スタ

ッフの方から丁寧に説明していただきま

した。

↑写真上

〈太陽光発電トップライト〉

特集 1：自然エネルギー見学会を開催しました

特集 2：環境フォトコンテスト 2022

入賞作品紹介 part２

おしらせ：スコシズツ．マーケットに出展します

♪

↓写真下

〈自然換気・屋上緑化〉

室内に自然光を採り入れなが

ら発電し、また電力を使わず

に自然換気ができる。さらに

屋上緑化のおかげで断熱の効

果が高まるそう！

〈自然の叡智を生活へ〉地球市⺠交流センター

実はこの施設は、昨
年11月にオープン
した「ジブリパー
ク」と隣り合わせの
位置。パークで遊ん
だ後でも、簡単に立
ち寄れますよ♪
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自然エネルギーの大規模な利活用施設というより、ちょっとした工夫で普段の生活に取

り入れられるようなコンパクトな仕組みのものが現在も稼働中という印象でした。エコな

取り組みにつながりそうなヒントが、各所に点在していました。

2019 年 4 月にリニューアルオープンした、とよたエコフルタウンは、持続可能な「豊

かな暮らし」を目指す豊田市が作った施設。５０年先を見据えた新たな取り組み事例を模

型パネルや映像・音声で体感しながら、現地の専任ガイドの方が説明してくれました。

AR で未来を描くパビリオン、燃料電池自動車の中までわかる水素ステーション、家と

クルマ・先端技術をつないでエネルギーを賢く使うスマートハウスなど……。実際に足を

運ばないとわからないような「まちづくり」の工夫が、盛りだくさんの施設でした。

見学会を振り返ると、地球市民交流センターにあるのは 10 年以上前の技術で、すでに

私たちの生活に取り入れられているものも多く見られました。一方で、とよたエコフルタ

ウンは、まさに最先端の技術や考え方が見られる場所です。比較してみると、自然エネル

ギーの活用技術の進歩や地球温暖化対策の深化が、よりいっそう楽しめそうですね！

〈ミライのフツーを⾒つけよう〉とよたエコフルタウン

↑写真上

〈水素ステーションと燃料電池自動車ミライ〉
↑写真上

〈スマートハウス〉

←写真左

〈未来を描くパビリオン〉
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特集 2︓「再発⾒︕環境フォトコンテスト 2022」の入賞作品が決定しました︕part２

岡崎市内の「緑」や「水辺」等、自然の大切さを再認識できるものを題材として、応募

いただいた 43 点の作品の中から「いいところ部門 最優秀賞」1 点、「わるいところ部門 最

優秀賞」1 点、「優秀賞」4 点、そして「地球温暖化防止隊賞」1 点を選定いたしました。

本号では前回に引き続き、「わるいところ」部門の「優秀賞」受賞作品 2 点をご紹介い

たします。

タイトル：老体に鞭打って咲く桜

撮影者：織田陽子

撮影場所：稲熊町

コメント：「伊賀川の桜並木は岡

崎公園と並び桜の名所として知

られています。1939 年から約

2600 本の若木が植えられたこ

とに始まります。さすがに疲れて

きている桜もあり無残な姿をさ

らしています。」

タイトル：ゴミはお持ち帰りを！

撮影者：高須吉郎

撮影場所：大門地区

コメント：「大門地区には自然豊

かな緑地、公園が多くあります。

家族連れも多いです。しかし空き

瓶、ペットボトル、レジ袋などを

公園の隅でよく見かけます。帰る

時には今一度、周囲を見て下さい

ね！」

たくさんご応募いただきありがとうございました！2023 年のフォトコンテストも現

在募集中です。詳細は以下の岡崎市役所 web ページをご覧ください。

HP：https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1153/p034857.html

「わるいところ」部門 優秀賞
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おしらせ①：岡崎市地球温暖化防止隊、今後のイベント開催予定スケジュール☀

イベント名 日程 内容 実施部会

スコシズツ．マーケット
4月 29日

（土）

籠⽥公園にて、できることからスコシズツ・持続可能な暮らし

かた、日々の暮らしからSDGsの実践を目指します。

岡崎市地球

温暖化防止

隊

再発⾒︕環境フォトコン

テスト 2023

申込 9月

30日（土）

まで

岡崎市内の「緑」や「⽔辺」等⾃然の⼤切さを再認識できるも

のを題材とし、将来に残したい「いいところ」や今すぐ改善し

たい「わるいところ」の写真作品を募集しています。（詳しく

はHPをご覧ください。）

自然委員会

＊申込方法など詳しい情報は、市政だよりもしくは岡崎市地球温暖化防止隊事務局までご連絡を♪

おしらせ②：岡崎市地球温暖化防止隊、各種会議開催予定日

役員会︓代表・副代表・部会⻑・会計・監事・アドバイザー

日付 時間 開催場所

３月９日（木） 19 時〜21時 ZOOMオンライン開催

部会・委員会

部会名・委員会名 日付 時間 開催場所

さくら部会 ３月２日（木） 10時より開催 ⻯美丘会館

交通委員会 ３月17日（水） 19時半より開催 図書館交流プラザりぶら

広報部会 ３月９日（木） 19時より開催 ZOOMオンライン開催

自然委員会 ３月９日（木） 19時より開催 ZOOMオンライン開催

【イベント紹介︓スコシズツ．マーケット】

日 時︓ 令和５年 4月 29 日（土）

場 所︓ 籠⽥公園（岡崎市籠⽥町 68番地）

対 象︓ どなたでも（ぜひご来場ください︕）

内 容︓ 「できることから少しずつ、持続可能な暮らしかた」をコンセプトに日々の暮らしから SDGs
の実践を目指す草の根プロジェクトです。スコシズツ.マーケットでは、環境に配慮した暮らし
づくりの提案と、環境や社会の問題について、知る・動くきっかけを提供します。サステナブ
ルを学ぶ座談会やワークショップの開催の他にも、フードマルシェや雑貨の販売なども実施さ
れます。みんなで楽しく少しずつ地球環境を⼤切にする暮らし⽅を考えてみませんか︖
地球温暖化防止隊は今回が 2 回⽬の出展になります︕地球環境問題解決に向けて、少しずつ

多くの方々に体感・実感していただけるような企画をご用意いたします♪

〈前回出展の様子〉
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