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奈良県立大学とのコラボは学生が我々と共に活動に参加することにより、単位が認定される、と

いう素晴らしいものです。今まで省エネ・創エネプロジェクトの河野さん、吉田さんの大いなるご

尽力により活動が成り立っていますが、学生たちだけでの話し合いや勉強会では単位認定の時間数

にはカウントされないので、このコラボに要するＮＥＷ側の活動は人出不足もあり、なかなか厳し

いものでした。しかし来年度は少し違ってくることになるかも知れません。 

 というのは、大学祭での学生たちのゴミの出し方が問題になっており、何とかならないかという

相談が大学側からあり、それなら３Ｒプロジェクトも関われるのでは、と思うのです。もう既に「ご

みを出さない」大学祭を実行している大学も数多くあり、それについて勉強したり、見学したり、

また話を聞いたりすることは、学生にとっても大変意味のある重要なことだと思います。そしてそ

の結果として、学生の意識が変わり、大学祭自体が３Ｒの学びの場になれば、と大いなる期待に胸

が弾みます。若い人が環境問題に興味を持ってくれる事が難しい昨今ですが、今まで積み重ねて来

たこの小さな芽が双葉となり、本葉が生え、そして大きな花が咲くように、水、光、そして栄養を

注がなくては、と思うこの頃です。（会長 許斐） 

 

 

 

 

4月 22日（土）10：00～16：00 

奈良公園登大路園地 

3Rプロジェクトからブースを出展します。 

交通プロジェクトによる交通紙芝居のパフォー

マンスも企画中です。 

春の一日、奈良公園に来て、地球のこと一緒に考

えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 25日（土）9：30～12：00 

はぐくみセンター（ＪＲ奈良駅西口南に徒歩 1

分）にて開催。 

省エネ・創エネプロジェクトが出展します。 

省エネグッズの展示や省エネクイズをします。

是非お越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

大学祭のゴミについても一緒に考えよう 

お知らせ 

駅西にぎわいデー アースデイ奈良 2017 

昨年の様子 
昨年の様子 

奈良市地球温暖化対策地域協議会 

「ならエコ・エコの和」ＮＥＷｓ ＮＯ.45       

発行：2017年 2月 3日 



2 

 

 

 

 

 

 

企画名 日時 場所 テーマ・内容 

環境教育プロジェクト例

会 

2月 13日（月） 

10：00～12：00 

奈良市役所北棟 6階 

公平委員会室 

環境出前講座、次年度計画ほか 

3Rプロジェクト例会 2月 16日（木） 

10：00～12：00 

奈良市役所北棟 6階 

環境政策課内 

次年度計画・予算ほか 

省エネ・創エネプロジェク

ト例会 

2月 17日（金） 

13：30～16：30 

奈良市役所北棟 6 階

第 21会議室 

次年度計画、「駅西にぎわいデー」、

節エネコンテスト結果報告会ほか 

交通プロジェクト例会 

 

2月 21日（火） 

10：00～12：00 

奈良市役所北棟 6 階

第 19会議室 

マイカー通勤アンケート調査の収集

状況、 アースデーでの交通紙芝居の

実施について、 次年度活動計画 

幹事会 2月 24日（金） 

13：30～16：30 

奈良市役所北棟 6階 

第 22会議室 

次年度計画、予算、次期役員体制に

ついて 

駅西にぎわいデー 2月 25日（土） 

9：30～12：00 

はぐくみセンター 

（三条本町） 

「エコ生活発見コーナー」、「ダンボ 

ールコンポスト」ブース出展 

アースデイ奈良 2017 4月 22日（土） 

10：00～16：00 

奈良公園登大路園地 

（奈良県庁前広場） 

セルローススポンジの啓発ブースな

ど 

ならエコ・エコの和（ＮＥ

Ｗ）第 10期総会 

5月 20日（土） 

13：00～14：00 

奈良市役所内 平成 28年度活動報告、決算報告 

平成 29年度活動計画案、予算案、役

員改選など 

終了後～15：00 交流会（茶話会） 

 

  

 

5月 20日（土）奈良市役所内（詳細は追ってご案内します） 

13：00～15：00 

議案 

平成 28年度活動報告、決算報告 

平成 29年度活動計画案、予算案 

役員改選 など 

 

総会後、会員同士の交流をしませんか。 

是非、ご出席ください。 

ご案内 (これからの予定) 

関心のあるテーマに、是非ご一緒に 

一緒に考える仲間を求めています。 

幹事会へはオブザーバーとして参加できます。事務局

までご連絡ください。 

 

 

ならエコ・エコの和（ＮＥＷ）第 10期総会） 
昨年の総会・交流会の様子 
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企画名 日時 テーマ・内容 

大人の遠足（交通プロジ

ェクト） 

１１月３日（木） 県庁から佐保短期大学まで菜の花と橘で結ぶ「記紀万葉

の道巡りツアーをしました。菜の花移植体験や菜の花を

使った試食もしました。 

にぎわい市場（省エネ・

創エネプロジェクト） 

11月 12日（土） はぐくみセンターで「エコ生活発見コーナー」や「ダン

ボールコンポスト」をブースで展示。 

交通プロジェクト例会 11月 16日（水） マイカー通勤アンケート調査について 

省エネ・創エネプロジェ

クト例会 

11月 18日（金） HUG2（はぐはぐ）祭りの出展や、「茶話～タイムズ」

について 

環境教育プロジェクト

例会 

11月 21日（月） 出前講座の進捗、担い手つくりについて 

幹事会 11月 25日（金） 各プロジェクト、会計報告、次期役員体制について 

ＨＵＧ２祭り（省エネ・

創エネプロジェクト） 

11月２7日（日） 「エコ生活発見コーナー」、「布たわし啓発コーナー」ブ

ース出展 

交通プロジェクト 1２月 15日（木） マイカー通勤アンケート調査、小池法政大学教授による

ＬＲＴ講演の報告について 

省エネ・創エネプロジェ

クト例会 

12月 19日（月） 「匠の環」の発表リハーサル、にぎわい市場・HUG2

祭り参加報告について 

匠の環（主催：NASO） 

 

12月 21日（水） 奈良県内の地球環境保全団体の交流会。 

活動紹介パネル展示と、省エネ・創エネプロジェクトと

県立大学とのコラボレーションの発表 

交通プロジェクト 2017年 

1月 16日（月） 
マイカー通勤アンケート調査、次年度活動計画について 

省エネ・創エネプロジェ

クト例会 

1月 19日（木） 次年度活動計画、「あつまれ ECO キッズ！」出展につ

いて 

あつまれＥＣＯキッ

ズ！ブース出展 

1月 22日（日） 奈良市主催のイベントに「かえっこバザール（ぬいぐる

み交換）」「省エネクイズ」ブース出展。 

幹事会 1月 27日（金） 各プロジェクト、会計報告、次期役員体制について 

 

 

 

 

 

活動の記録 

   

活動日誌 

（2016年 10月 24日～2月 3日） 

関心のあるテーマに、是非ご一緒に 

こんなことに取り組んでいます。 

一緒に考える仲間を求めています。 

幹事会へはオブザーバーとして参加できます。 

事務局までご連絡ください。 

 

あつまれＥＣＯキッズ！ 

「かえっこバザール」 
匠の環での県立大学学生との発表   にぎわい市場 
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１. 日  時 平成 29 年 3 月 25 日（土）9：30～14：30（小雨決行） 

２. 受  付 矢田山遊びの森「子ども交流館」前 9:30 より 

３. 植樹会場 矢田山頂上展望台（標高 340ｍ）周辺一帯。 

会場へは、受付場所より約 45 分のハイキング（10 時出発） 

４. 植 樹 種 ｿﾒｲﾖｼﾉ､ｲﾛﾊｶｴﾃﾞ､ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ､ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 計 140 本 

５. 持 ち 物 作業しやすい長袖・長ズボン、軍手、雨具、防寒具、飲み物 

６. そ の 他   弁当・道具類は、主催者が用意 

７. 定  員   50 名【申込締切  3 月 10 日（金）】 

８. 申 込 先   メール okushin@hct.zaq.ne.jp 又は、FAX 0729-82-7584  

        参加人数（大人・小人別）明記下さい  

 

         主 催： NPO 法人森づくり奈良クラブ 

                    後 援： 奈 良 県 

ＮＥＷの団体会員さんからのご案内 

ＮＰＯ法人 森づくり奈良クラブ 
ＮＰＯ法人 森づくり奈良クラブは、奈良県

立矢田山自然公園「矢田山遊びの森」を森林

ボランティア活動入門の場として森林・林業

のファンを作ろうと平成9年に設立されまし

た。参考 URL: http://gvnc.eco.coocan.jp/ 

お知らせ 

クラブ設立 20 周年並びに、環境大臣表彰受賞を記念して、 

「永遠(とわ)の森：なら四季彩(いろどり)の庭づくり」植樹祭 

を開催します。 

～ 記 念 植 樹 祭 参 加 者 募 集 ！ ！ ～ 

助成事業 


