
ＥＳＤの視点に立った環境学習の県内への普及を図
るため、生ごみを使った安全でおいしい野菜づくりの
普及を通して、持続可能な社会づくりを進めている長
崎県のＮＰＯ法人大地といのちの会の吉田理事長をお
招きして、研修会を開催しました。

吉田先生は、九州大学農学部大学院修士課程を修了
された後に、長崎県の農業改良普及員になられ、県庁
を途中退職された後に、有機農家に新規参入され、
「大地といのちの会」を結成され、全国に「生ごみリ
サイクル菌ちゃん野菜づくりと元気人間づくり」を普
及されています。

研修会の概要は、環境学習推進センターのホーム
ページ「環境学習のひろば」に掲載していますので、
一部を紹介します。

生ごみを土に戻すことで、土の中の菌ちゃん（微生
物）が増加してふかふかになり、生命力のある野菜が
育つ。ミネラルも補給され、ミネラル豊富な野菜を作
ることができる

幼少期に行う、「この地球にいらないものはない」、
「ごみが宝物にかわる」という体験学習を通して、
「命は大切なもの」に気づく、など、エネルギッシュ
で、ユーモアあふれる講演で、元気な野菜から、生ご
みを使った土づくりの有用性、幼少期の環境学習の重
要性、実際の土作りの作業手順、草や竹の有効活用な
ど幅広い内容について、参加者は楽しく学習できまし
た。
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持続可能な地域づくり研修会開催
開催予定の環境学習講座
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環境学習指導者バンク新規登録者
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04 図書蔵書の紹介
サイクルエイドに選定されました

6月16日(日) 13:00～15:00 山口県セミナーパーク 大研修室

親子 開催日 9月14日(土)

場 所 唐戸市場大会議室・しものせき海響館 (下関市)

今後の講座開催予定

一 般

詳細が決まり次第、ホームページ「環境学習のひろば」に掲載するとともに、毎月お届け
していますメールマガジンやフェイスブックでお知らせしています。

開催日 10月6日(日)

場 所 竜王山 他 (山陽小野田市)

開催日 10月27日(日)

場 所 錦ふるさとセンター (岩国市)

開催日 11月10日(日)

場 所 秋吉台サファリランド 他 (美祢市)

開催日 11月24日(日)

場 所 徳山動物園 (周南市)

開催日 11月17日(日)

場 所 豊田ホタルの里ミュージアム (下関市)

9月26日(木)
9:30～ 16：15

「持続可能な３Ｒ・循環型社会づくりに向けて」
講師 山口大学名誉教授浮田正夫氏

「西日本グリーンリサイクル

阿知須緑のリサイクルプラント」他

持続可能な３Ｒ

循環型社会づくり

講義

見学

その他、今後開催予定の講座



20年以上にわたり秋吉台の草花の研究をされてき
た中沢妙子氏からご講演をいただきました。受講者は、
講師自らが撮影された貴重な画像を食い入るように見
ながら、エピソードを交えながらの興味深く分かり易
い説明に熱心に耳を傾けていました。

午後からの観察会では、午前中の講義で知った植物
が見られたり、秋吉台ならではのめずらしい植物も数
多く観察できたりしながら、秋吉台の自然を大いに満
喫し、貴重な１日になりました。

一般社団法人「もりとわ」さんの協力を得て開催し
た研修会には県内各地から多くの参加がありました。

森の案内人の指導により、経路ストレッチング、五
感ウォーキング、森林安息、お灸でセルフケア体験と
いった「森林セラピー」、午後からは森林インストラ
クターの指導により、クロモジの植樹体験など森林整
備を実地体験しました。

4月14日(日) 10:00～16:00 徳地青少年自然の家

一 般

一 般

5月12日(日) 10:00～16:00 山口県秋吉台青少年自然の家

秋吉台真名ヶ岳周辺

一 般

7月4日(木) 9:30～16:30 (株)ジオパワーシステム

宇部丸山発電所

中国地域エネルギー・温暖化対策推進会議メンバー
の山口大学教授、福代和宏氏から、地球温暖化問題と
エネルギー施策のあり方、それを受けこの再生可能エ
ネルギーの導入について分かり易く具体的な講義をし
ていただきました。

その後、地中熱利用換気シ
ステムを提供している(株)ジ
オパワーシステムと、宇部丸
山発電所の小水力発電と湖面
設置太陽光発電設備を見学し
ました。

参加者は終始熱心に学習し、
地球温暖化対策に有効な再生
可能エネルギーについて理解
を深めることができました。

一 般

7月18日(木) 10:00～15:00 山口県セミナーパーク

NPO法人フードバンク山口の代表である、山口県立
大学准教授の今村主税氏から食品廃棄物の現状が持続
可能な社会の構築に及ぼす切実な問題であること、問
題解決に向けた「フードバンク山口」の具体的な取組
について講義をしていただきました。

その後、「フードバンク山口」萩支部代表の水津真
澄氏から、家庭で長期間保存されがちな乾麺を使った
調理について指導いただき、全員で実際に調理を体験
しました。参加者は意欲的に取り組まれ、有意義な学
習ができました。

4月21日(日) 10:00～15:30 つのしま自然館、大浜海岸

午前中は、平川小学校教諭・杉村智幸氏から「つの
しまの海辺の生き物と自然環境」と題した講義を受け、
砂を撒いたバットの中から貝を採取する実習を体験し
ました。続いて、つのしま自然館館内の展示物を観覧
し説明を受けました。受講者は、興味深く分かり易い
説明により理解が一層深まり、昼からの生き物観察に
繋がる有意義な学習をしました。

午後からは、実際に海辺を散策しながら生き物観察
をしました。その後つのしま自然館に引き返し、採取
した生き物の同定・標本づくりに取り組みました。思
わず希少種を見つけ、講師から褒められて目を輝かせ
る子どもたちが何人もいました。

つのしまの自然の豊かさを充分に堪能でき、貴重な
自然を保護することの大切さが楽しく学習できた１日
でした。

親 子



周東里山の会
岩国市

里山環境保全とビオトープ再生による自然とのふれあいの場づくり

令和元年度から次の方々が新たに環境学習指導者に登録されまし
た。指導者バンク登録者(146名)については、ホームページ「環境
学習のひろば」をご覧ください。

環境アドバイザー

環境パートナー

環境活動団体が実施する自然とのふれあいや自然環境保全等の活動を通じて、子どもたちや地域の住民等が、自然環境の素晴
らしさや大切さを実感し、自然共生型の地域づくりを推進すると共に、環境に配慮した行動が取れる子どもたちや県民を育成す
ることを目的として、必要な経費の一部を助成するものです。今年度の助成事業は次の通りです。

北浦自然観察会
山口市

江舟岳のホンシャクナゲ群生地の雑木の伐採と
道案内と盗採防止のための看板の設置

山口かえる米倶楽部
美祢市

ふるさと重安の自然に思い切りふれよう！感じよう！

下田 宙 人獣共同感染症 など 増野 和幸
陸淡水産貝類の生態、
貝と人とのかかわり など

白井 啓二
オオサンショウウオの保護活動、
錦川の保全保護活動 など

宮下 実
動物の絶滅、外来動物、
野生動物の保護 など

藤本 正明
周防大島のニホンアワサンゴ、
海の中の生き物 など

小林 知吉
海産魚類の分類・生態、
山野草の観察 など

藤村 勝行 森林セラピーガイド など

中沢 妙子 秋吉台に生育する植物 など 村田 真博
野外活動(ものづくり・自然の素材を使った
食事づくり・森林勉強) など

野村 匠 森林散策しながらの環境学習 など 山根 孝典
自然観察、自然体験、
ネイチャーゲーム など

信木 愛 野鳥に関すること など 渡辺 徹
バードウォッチング、昆虫観察、
スターウォッチング など

早川 善章
森林生態系のしくみ、
森林散策ガイド、樹木の治療と保護 など

NPO法人 自然と釣りのネットワーク
周防大島町

周防大島4つの海域公園及び周辺海域の生物調査

うべ環境コミュニティー
宇部市

竹林整備の実践を通してESDを学ぶ

6月9日(日) 10:00～15:30
山口県健康づくりセンター

木崎川

山口県環境保健センターの協力を得て開催した研修会
には県内各地から多くの参加がありました。

午前中は、山口大学の後藤益滋氏から「木崎川にすむ
水辺の生きものたち」と題した講義を受けました。途中、
専門的な内容もありましたが、子どもたちも最後まで熱
心に受講し、昼からの生きもの観察に繋がる有意義な学
習をしました。

午後からは、維新百年記念公園内を流れる木崎川の中
に入り、水生生物による水質判定調査をしました。

貴重な自然を保護することの大切さが楽しく学習でき
た１日でした。

親 子
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環境学習推進センター
ホームページ

「環境学習のひろば」

セミナーパーク管理棟ロビー1階にある環境学習コーナーの本やDVDが大幅に増えました。
一般向けをはじめ、小さなお子さんが楽しめる本や紙芝居など、環境に関する本を幅広くご用意いたし
ました。貸出もしていますので、ぜひご利用ください。詳しいリストはホームページをご覧ください。

図書コーナーの蔵書が増えました！

飛び出す絵本は
小さな子供にもわかりやすいと好評です

SDGsについて
分かりやすく書かれており、
大人にもおすすめです

おすすめ

持続可能な社会づくり研修会で講演いただいた
吉田先生の著書です

ＤＶＤも
人気です

山口県では、「誰もが」「県内各地で」「四季を通じて」サイクルスポーツを「快適に」楽しむことが

できるサイクル県やまぐちを目指した取組を進めており、本年3月、山口県セミナーパークがサイク

リストの休憩所となるサイクルエイドに選定されました。

当センターを拠点に、風を感じながら、幕末維新の先覚者「大村益次郎」ゆかりの地や、秋穂八十八ケ所

霊場を巡ってみませんか？


