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エコまち

●波佐見町

●川棚町

環境出前
講座
を開催し

ませんか
？

主 婦 向 け　家庭でできる省エネ講座

その他にも、様々なテーマに対応した講座が実施可能。

子ども向け　環境学習講座でエコまなぼ

工作 編 　-大人も子どもも楽しめる-　エコバッグづくり

▲新聞エコバッグ

▲イベントに出展の様子

地
域か
らはじめよう！

※開催場所は県内

　に限ります！

※5人以上から

　開催可能です！

開催条件

エアコンやテレビ、冷蔵庫など、講座を受けてすぐに実践でき

る省エネ講座。家計の節約にもなりますよ。

ちょっぴり難しい省エネも、ゲームを通して楽しく学べます。

省エネは子どもたちから率先してする時代へ。

新聞紙を再利用して、エコバッグを作る講座。

新聞紙がオシャレなエコバッグに変身しま～す！

住所：長崎市元船町17-1　公益財団法人ながさき地域政策研究所 内

ＴＥＬ:095-820-4868　ＦＡＸ：020-4623-5633　http://nccca.jp

お問い合わせ
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出前講座開催の申し込み１

センターのホームページ(http://nccca.jp)より申込用紙がダウンロードできます。

実施予定日の１か月前までに申込書をセンターへ提出してください。

センターから各推進員へ連絡・日程調整２

学習の時間 ／ 原則午前１０時～午後５時までの間９０分以内

講　師　料 ／ 無料(講座に必要な材料等を用意していただく場合がございます。）

※曜日、時間等はご相談ください。なお、諸事情によりご希望に添えない場合がございますが、あらかじめご了承ください。

出前講座受付確定・実施３

出前講座申込者へセンターから実施確定の連絡があり、当日推進員が伺います。

<<出前講座開催までの流れ>>

「温暖化について詳しく知りたい」「家庭でも取り組める活動を紹介してほしい」といったご要望がございま

したら、各地域の推進員に出前講座の開催を依頼することができます。楽しい教材に子供たちも大喜び！みな

さんも環境講座を開いてみませんか？

無 料

ー
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特集/低炭素杯受賞者

●諫早農業高等学校

●佐賀市上下水道局(佐賀県)

●九州版炭素マイレージ制度推進協議会

実施可能。

まなぼ

グづくり

く学べます。
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▲イベンベントトに出展の様様子子
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目　 次｢エコnaga＋｣は「長崎県地球温暖化防止活動推進セ

ンター」が制作している環境冊子です。長崎県環境政

策課より発行され、県民の環境への意識を啓発するた

めの内容となっています。環境の最新情報や環境コラ

ム、また県内企業や個人、団体の環境の取り組みなど

も紹介し、楽しく読める盛りだくさんの内容となって

います。 発行：４回／年

配布先：各行政機関等（当センターへお尋ねください）

「エコnaga＋」とは…

「地球温暖化防止活動推進センター」は、各都道府県に

設置されており、長崎県の当センターもその中のひと

つです。地球温暖化防止活動に関する「啓発・広報活

動」、「活動支援」、「調査」などを行っており、その一環

「、てしと エコnaga＋」で情報を発信しています。

記表と〉ータンセ〈、はで内誌本※

長崎県地球温暖化防止活動推進センターとは…

「長崎県地球温暖化防止活動推進員」とは、地球温暖化防

止のために自ら省エネルギー、省資源に取り組むととも

に、地域住民の方々へ温暖化に関する情報の提供と温暖

化防止活動の普及を進めてくださる方々です。県から委

嘱を受け2年間の任期で推進活動を実施します。

※本誌内では、〈推進員〉と表記

長崎県地球温暖化防止活動推進員とは…

●自ら地球温暖化防止に資する行動を実践

すること

●市町や住民などの依頼に基づき、住民に

対する普及啓発活動を行うほか、自ら活動

計画を企画し、自主的な普及啓発活動を

行うこと

●県内の各種団体等が行う地球温暖化防止

に関する活動への協力

●地球温暖化対策に関する情報、事例、意見

等を県・市町及び住民へ提供

県からの委嘱を受け、

現在71名の推進員が

県内各地で推進活動を

行っています。

県央地区推進員

川棚幸子さん
まずは、ご近所さんから一緒に活動。

楽しみながら続けていると、推進活動も楽しくなりました。
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未来のために、いま選ぼう。

クールチョイス

長崎県の
エコドライブ

特集

低炭素杯2017

県内推進員の活動を紹介

みんなで
取組んだ活動

長崎県からの
お知らせ
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リサイクルの流れ
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お話を伺った、

西海陶器株式会社

常務取締役

小林義輝さん

波 佐 見 町 は、人 口 約

15,000 人。古くから焼き

物の町として有名です。

最近、古い建物を活かし

たスポットが注目を浴び

ています。

エコなが + スタッフは、

その注目スポットをエコ

の視点から取材してきま

した！

古さを生かしたやさしい場所
背もたれがぼろぼろの椅子。

カバーをかけたら見栄えが良くなりました。
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紹介

お陰さまで 27,141cc

平成 28 年度実施結果について

0706
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▲発表後にほっとひと息
▲プレゼンターのセブンイレブン記念財団の方と記念撮影

▲学校でもたくさん練習しました！▲かぼちゃのかぶり物で、紙芝居の実演中

低炭素杯とは？

0908
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昔に帰る未来型
　- 佐賀市下水浄化センターを「宝を生む施設」に -

▲お馴染みの節電チラシ

▲授賞式の模様

九州全体で取組んでいる節電行動の参加者は年間約

10000人(夏冬合計)。この大きな広がりが、評価され

た 1つの要因となりました。

この節電行動をきかっけに電気料金や CO2 排出量を

気にするようになった方々、あるいは検針票の見方

が分かった方など、県内でもたくさんの声を耳にし

ます。そして節電できた方の中から抽選でエコライフポイント

が当たることが最大の楽しみ。これは各地のスーパーや道の駅

で使うことが可能です。

そしてもうひとつの楽しみは、抽選で各地ご自慢の県産品が当

たること。今年の冬の賞品として、長崎県からは対馬産の高級

魚「のどぐろ」の一夜干しが提供され、節電後のご褒美として、

九州のどなたかがきっとゲットしていることでしょう！

コツをつかむと節電も楽しくなるもの。そして検針票を見るこ

とが楽しみとなり、家族でも節電談義に花が咲きそうですね。

今年の夏も、またこのエコライフの取組が始まります。このエ

コなが通信でもまたご紹介いたしますので、ぜひご参加くださ

いね！

▲藻類培養施設▲日本初の CCU( 二酸化炭素分離回収活用システム )

九州エコライフポイント ( 九州版炭素マイレージ制度 )

九州地域の住民が「家庭の電気使用量の削減」、「間伐・植樹など

の環境保全活動への参加」や「省エネ製品の購入」を行った場合に、

地域のスーパーやコンビニ、道の駅での買い物等に使用できるポ

イント券「九州エコライフポイント」を交付する仕組みです。 ポ

イント券や懸賞品の交付が、参加者のインセンティブとなるうえ、

取扱店でのポイント券使用による地域経済の活性化や特産品 PR

につながっています。
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▲お馴染みの節電チラシ染みの節電チラシ▲お馴

た方など、県内でもたくさんの声を耳にし

ント

の駅

が当

高級

して、

るこ

のエのエ

ださださ
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県内で、推進員が協力して取り組んだ学習会やイベント等の事例を紹介します。

県では、地球温暖化防止のために地域住民の方々への情報提供と
温暖化防止活動の普及を行う推進員を募集しています。

長崎県環境政策課　長崎市江戸町 2-13

電話：095-895-2512 　E メール：s09010@pref.nagasaki.lg.jp

県内に居住している満 18 歳以上（平成 29 年 4月 1日現在、高校生を除く。）の

方で、応募要領に掲げる活動を実施でき、また、県などが開催する研修会や催し

物に積極的に参加できる方を対象とします。

力を合わせてエコしよう！！

推進員はこのような活動を行っています。

長崎県地球温暖化防止活動

推進員を募集中です

応募資格

応募申込書に必要事項を記入の上、下記申込先まで提出ください。

※応募申込書はHPでダウンロードできるほか、県環境政策課より郵送いたします。

　希望される場合は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

応募方法

お申込・お問合せ先

http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/kankyohozen-on

dankataisaku/ondanka/suishin
県HP

委託日～平成 30 年 3月 31 日任　期

随時募集中募集期間

平成 29 年 2 月 5 日に行われた上五島地区生活学校連絡協

議会で、長崎地区推進員による出前講座が実施されまし

た。推進員の中本さんを筆頭に、「力を合わせてエコしよ

う！！」という演題のもと、地球温暖化についての最新

の話が行われました。また同時に行われたエコ寸劇では

長崎地区の推進員が協力し、笑いからエコを学べる学習

会となりました。

上五島地区

ブース出展で協力しました！

平成 29 年 2 月 19 日には、諫早ボランティアフェスティ

バルに出展しました。推進員とセンターが協力して出展

したブースは、うちエコ診断、エコバッグ作り、楽器の

カリンバ作り、そしてクールチョイスの普及啓発等を行

い、地球温暖化にあまり関心のない方にも地球温暖化防

止対策等について知っていただくことができました。

諫早地区

エコドライブコンテスト二冠達成！

平成 29 年 2 月 19 日には、いきのしま地球温暖化防止こ

どもシンポジウムが開催されました。今年度、壱岐で実

施されていたエコドライブコンテストでは、おなじみ推

進員の長岡さんが 1 位の成績を収めました。また壱岐市

地球温暖化防止対策協議会では COOL CHOICE 普及啓発

も約 1 万人の COOL CHOICE 賛同者を集めていただきま

した。

壱岐地区
地域のイベントへの出展 環境学習会の実施 推進員研修会
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