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山口県環境学習功労者知事表彰
「体験の機会の場」の認定について

環境学習講座等レポート②
こどもエコクラブ活動レポート新人賞
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やまぐちのキレイな海岸フォトコンテスト
山口「環境絵日記」優秀作品
今後の講座・イベント等開催予定

環境学習講座等を開催しました
環境学習講座等の事業報告は、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。

動物たちとの共存～徳山動物園～

周南市徳山動物園園長補佐 木原一郎氏から、

2013年にスリランカから周南市に運ばれてきたゾウ

の生態や、アブラヤシ農場建設のための森林伐採によ

り、ゾウをはじめ多くの野生動物の生活場所が奪われ

ていることなどの話を聴きました。

その後、飼育員の指導を受けながら、ゾウ舎の大量

のフンの掃除と堆肥化作業、ゾウの健康を維持するた

めに必要な、エサづくり作業などを体験しました。

9月13日（日） 周南市徳山動物園

次世代自動車の利活用促進

角島の海辺の生き物

山口市立良城小学校 杉村智幸氏から、近年、温暖

化の影響か、本来南に住む魚や植物、貝などが角島ま

でやってきていること、さらに海岸線に打ち上げられ

るプラスチックゴミの量が増大しており、海の生き物

たちにも深刻な被害をもたらしていることなどの話を

聴きました。

その後、海岸に出て、海辺を歩きながら生き物の観

察や貝の採取、採取した貝の同定・標本づくりに取り

組みました。

景清洞・サファリランドで
命をつなぐ動物たち

午前中は、日本洞窟学会評議員 村上崇史氏から、
洞窟で一生を過ごす「真洞窟性動物」の特徴などを聴
いた後、景清洞を探検し、洞窟の形状や昆虫類を観察
しました。

午後は、サファリランド園長 池辺祐介氏から、近
年、野生動物の減少が深刻化しており、動物種をでき
るだけ残していくことは動物園の使命であることなど
の話を聴いた後、サファリランドの荒瀬佳代子氏の指
導で、バックヤードでキリンのエサやりなどを体験し
ました。

山口東京理科大学教授 貴島孝雄氏から、新たな人

間中心の社会（Society5.0）の実現に向けて、自動車

（モビリティー）にも感性をより具現化する「次世代

自動車」への転換が求められており、このことが現代

のクルマの電動化や開発競争の要因になっていること

などの講義を受けました。

その後、山口トヨタ自動車株式会社を訪問し、トヨ

タが開発したFCV、PHV、HV等の特徴について説明を

聴いたのち、実車見学等をしました。

10月18日（日） つのしま自然館と周辺の海岸 11月1日（日）
赤郷公民館、景清洞

秋吉台自然動物公園サファリランド

10月4日（日）
山口県セミナーパーク

山口トヨタ自動車株式会社



『ガールスカウト山口県第３団』が
こどもエコクラブ活動レポート新人賞を受賞！

『ガールスカウト山口県第３団』（代表 松本美千代氏）は、周南市を中心に、「自己開発」「人とのまじわ
り」「自然とともに」の３つをポイントとして、毎月2回の定期的な活動に取り組んでいます。その歴史は６０
年にも及び、現在は１０名を超える指導者と小学生から高校生までの２５名の団員で活動しています。

団では、これまでも環境問題に熱心に取り組んできており、今年度からは「こどもエコクラブ」の一員になり、
活動の様子を活動レポートとして積極的に本部に報告した結果が、この度の受賞へと実を結びました。

「こどもエコクラブ」は、幼児から高校生までのこどもが、誰でも参加できる環境活動のクラブで、２人以上
の仲間と活動を支える大人が集まればクラブが結成できます。

こどもエコクラブ全国事務局は、優れた活動を行うクラブを、毎月表彰しており、周南市の「ガールスカウト
山口県第３団」が、８月の活動レポート新人賞を受賞されましたので、紹介します。

・クリーンアップ作戦in大津島
・SDGsお天気調べ
・土の中しらべ
・環境フォトコンテスト
・Tシャツでエコバックつくり
・環境保全紙芝居鑑賞

※詳しくは、「こどもエコクラブ」ＨPをご覧ください

STEP１「登録する」

STEP２「登録すると特典」

STEP３「活動スタート」

STEP４「報告する」

『ガールスカウト山口県第３団』の取り組み

ダンボールオーブンに
チャレンジTシャツでエコバックつくり

近所のお友達や子供会、学校などで、
「こどもエコクラブ」の活動
（４つのＳＴＥＰ）に参加しよう！

＜これまでの活動レポート＞ 詳細は「こどもエコクラブ」HPの活動レポートで確認することができます。

・ダンボールオーブンにチャレンジ
・海洋調査
・小学生の防災探検隊マップ作り
・葉っぱらっぱーず探偵団 秋を見つけよう
・地球教室 新聞づくり
・葉っぱらっぱーず探偵団 秋を見つけよう②

こどもエコクラブHP

2020.11.30現在

支援員の資質向上に向けた研修会を開催しました。
元山口大学准教授の松村澄子氏から「コウモリの生

活と秋吉台の哺乳類」について、また、山口県自然保
護課から「支援員の役割」についての講義を受けた後、
三角田洞でコウモリの観察会を行いました。

洞窟内には、冬眠準備を始めた多くのキクガシラコ
ウモリがぶら下がっており、その耳や鼻など
の特徴を間近で観察したり、コウモリが出す
超音波を人が聞こえる音に変換して聞いたり
しました。 ★支援員に興味のある方は

子ども対象のものづくり体験イベントに出展しまし
た。
「牛乳パックで帽子づくり」 環境まなび研究所

ゴミとして捨てられることの多い牛乳パックを利用
して、野球帽やハットを作りました。参加者は、丁寧
に部品を貼り合わせ、熱心に工作に取り組みました。
「木の実のクラフト」 森林インストラクター山口会

ドングリなどの木の実や枝をホットボンドで接着し、
自由に工作をしました。子どもも親も、自由な発想で
思い思いの作品を作りました。

11月8日（日）
秋吉台エコ・ミュージアム
三角田洞（みすまたどう）

11月15日（日） 山口県セミナーパーク

第１回
希少野生動植物種保護支援員研修会

めざせ！こどもクリエイター☆
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山口県は、本年５月、周南市の事業所を「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく
「体験の機会の場」として県内初の認定を行いました。

小学生対象で、料金は無料です。学校や子供会などグループで、楽しく体験学習しませんか。
詳しくは、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）をご覧ください。

「体験の機会の場」の認定について

令和２年度 山口県環境学習功労者知事表彰受賞者 表彰式 令和２年１１月６日（金）
山口県庁正庁会議室

山口きらら博エコパート
ナーに従事した後、環境
パートナーとして、地域で
行われる環境学習講座等に
指導者として出向き、エコ
工作、エコクッキング等を
通じ、環境学習支援に貢献

環境パートナーをはじめと

する各種講師として数多く

の講座・イベントに参加、

地域住民に対し、地球温暖

化防止の普及啓発に貢献

「山口県環境学習指導者バンク」に登録されている２名の方が、地域における長年の指導の功績が認められ、環境学
習功労者として知事表彰を受賞されました。受賞されたお二方にお話を伺いました。

〇申請者の氏名及び住所
(名称) 株式会社中特ホールディングス 代表取締役社長 橋本ふくみ
(住所) 山口県周南市大字久米３０７８番地の１

〇事業内容
・ダチョウによる食品リサイクルループの仕組みと

食品ロスについてのレクチャー
・野菜くずなどを利用したダチョウ飼育の給餌体験

〇認定期間
令和２年５月２０日～令和７年５月１９日

〇問い合わせ先
株式会社中特ホールディングス

☎℡ 0834-26-0500
HP http://www.chutoku-g.co.jp/
（「ダチョウの給餌体験」からお入り下さい）

《認定事業所の概要》

当センターHP「環境学習のひろば」では、「体験の機会の場」認定事業所の他にも、環境活動
を行っている事業所を掲載しています。施設見学の受け入れ、講師派遣、地域活動を行ってい
る事業所等を紹介しています。

お知らせ

環境パートナー 根本 千鶴子 さん 環境パートナー 村本 正治 さん

思いおこしますと、平成12年に山口県きらら博覧会が開
催されるとのことで応募しました。テーマは環境、自然、
文化でした。平成12年に研修があり60名の参加でした。
そして平成13年にスタートし、私は植物・カブトガニ担当
でした。そこで色々体験し終了したら地球温暖化防止推進
員や動物園ボランティア、公民館イベント、下松市の講師、
下松市のもったいないクラブと色々と勉強させていただき
ました。20年経過しました。この度表彰状をいただき、本
当に感激です。今までのことを認めていただき、やってき
て良かったと思います。

これからも体力のある限り
身近なことからゴミの分別、
電気や水、資源を大切にして
エコ生活を実践していこうと
思っております。本当にあり
がとうございました。
（根本 千鶴子）

今の子ども達は、自然で遊び学ぶ機会が殆ど無くなって

いる。干潟に出かけ、クラゲやナマコを触ると大喜び。小

さなアサリが、汚れた海水を浄化する実験には大歓声。森

に出かけ落ち葉の上を裸足で歩くと、フワフワの感触を学

校への道と違うと驚き、空気がおいしいと言う。子ども達

からは、波はどうしてできるの？ 葉っぱにはどうしてい

ろんな形があるの？ など可愛い質問がいくつも出る。自

然の中に出かけ、実際に見て触れて学ぶことは、生きるた

めの力と思っている。

一方で、現在社会問題と

なっている地球温暖化防止

の一助と思い、夫婦で楽し

く活動を続けています。

（村本 正治）



(公財)山口県ひとづくり財団県民学習部 環境学習推進センター

〒754-0893 山口市秋穂二島1062(山口県セミナーパーク内)

☎083-987-1110 📠 083-987-1720      ✉ kankyo.c@hito21.jp

https://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/learning/index.php 環境学習に関する様々な情報を提供し、

県民の皆様の環境学習をサポートしています。

環境学習推進センターＨＰ

詳細が決まり次第、ホームページ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Facebookでお知らせします。（参加費無料）

第２回希少野生動植物種支援員研修会
日時 ３月７日（日）
会場 東和総合センター他（周防大島町）
内容 アワサンゴの調査・保護等、山口県

東部海域を守る取組についての学習
会と現地見学

今後の講座・イベント等開催予定

令和２年度山口「環境絵日記」

環境活動団体等交流会
日時 １月２４日（日）
会場 山口県セミナーパーク
内容 環境活動団体等の活動状況や課題等

についての情報の共有と課題解決に
向けた意見交換会

天河 隼人 さん
山口市立上郷小学校３年

あまかわ はやと

低学年の部

「発見！！外来生物」

山本 笑瑠 さん
山口市立小郡南小学校６年

やまもと えみる

高学年の部

「つばめが安心して住める
街をつくろう！」

令和２年度「やまぐちのキレイな海岸フォトコンテスト」

幅広い県民の皆様の環境美化や景観保全の意識の向上、実践活動の促進を目的に、山口県の海岸に
関するフォトコンテストを実施し、この度、入賞作品を決定しました。（県廃棄物・リサイクル対策課）
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令和２年度山口「環境絵日記」の優秀作品を紹介します。


