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平成２７年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰受賞団体
センスオブアース・市民による自然共生パンゲア からのお知らせ

平成27年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰受賞を祝う会開催

「好きな色を見つけよう」
高島第一小学校
１年生 ５８人◎15/12/1 校庭 
　好きな色を選んで、自然のなかに同じ色を探

しに行きます。自然のなかの色は豊かで、少し

ずつ違うことや、折り紙の色とは違うことなど、

自然の色に関心をもつ楽しいプログラムです。

　１年生が鋭く自然を見るのに驚きました。

★同じ色ってなかなか見つかりにくいんだ
な。 ★さがすのが楽しかった。 ★生きものが

がんばっているっていうこ
とが分かった。 ★みんなが

探してくれて見つかった。 ★虫とかが色を変え
るってすごいな～。 ★木のねこが木と同じ色だっ
たので見つかりませんでした。 ★水色の花を見つ
けた。すごくきれいだった。 ★校庭にはいろんな
色があるんだな。 ★すごく面白くてまたやってみ
たい。 ★とても面白くてワクワクした。 ★わあ、
私の好きな色があったんだ～。

〈黒川先生・越田先生より〉とても意欲的に楽しく活
動でき、友達の発表を聞いて多様なし好に気づくこと

ができました。班のメンバーで話し合いながら協力して活動できていました。自然の中から色を

探すことで自然の色についての関心が高まったようです。子どもたちの興味を引く楽しい活動が

たくさんで終わった後も楽しかった～と言っている子が多かったです。

①

②

③

東京家政大学 宮地孝宜氏とゼミ生 NPO法人いた・エコ・ネット
春日新太郎氏

法政大学 梶裕史氏日本女子大学
田中雅文氏

舟渡小校長 本間信治氏いたばし野鳥クラブ
会長 栗林菊夫氏

資源環境部協働G
係長福田匡史氏

受賞の内容とごあいさつ　理事長 寺田区資源環境部環境戦略課長 宮村宏哉氏

区資源環境部長 山崎智通氏 エコポリスセンター館長 藤巻寛太氏 前板橋第二小校長 長沼和人氏

板八小校長 西谷秀幸氏

新年明けましておめでとうございます。歳末の２３日、ご多忙の中を、大勢の
団体・個人の方々が祝う会に参加されました。板橋区の推薦によるこの受賞の
内容は「①環境教育の資料開発　②情報の提供　③学校や市民、企業内にお
ける教育活動や普及・啓発の継続的な取組に関する功績」です。これまでの、
１０年余、環境学習の普及に協力・協働してくれた子どもたちを始め、先生方、
参加された区民のみなさま、環境団体、資源環境部の行政機関、エコポリスセ
ンター、学生、研究者、読者を含む、かかわったすべての方々の受賞です。み
なさま、ありがとうございました。進む地球温暖化を防止するための新たな取
組に向け、一歩一歩前に進んでいきます。～みなさまと共に～

環境大臣賞 受賞 受賞者パンフレット・パネル掲載画像
１２月２３日　於　西台 レストラン 王華

お祝いメッセージの交流ひろば

　エネルギーの授業「風となかよし」に、徳丸小

学校の１年生が土曜日の学校公開で、喜んで取り

組みました。

　紙芝居を書いた家政大学宮地孝宜ゼミの学生７

人が、そろいのオレンジのシャツを着て子どもたち

の前に立ちました。１００名を超す子どもたちは、

大勢の保護者が見守る中、舞台に大写しにされた

映像の紙芝居を真剣に見つめています。代表の学

生が上手に紙芝居を読み上げています。～風の子

フーは、とっぷうでいなくなった、なおちゃんの
犬のケンと、ニワトリのカコとこぶたのプルルを
探しに行きます。見つかっても、フーを許してく
れないお日様の子サータと、雨の子チャプの言葉

に、フーは大声でなきます。そのあとフーはどうしたかな…。
　子どもたちは、紙トンボを作り、飛ばします。簡単なのに、

きれいに飛びます。続いて、８枚重ねのかざぐるま造り。

クラスごと、説明を聞いた子どもたちは、早速作成、体育

館でうれしそうに走って回しっこしました。

参観された母親の言葉―「とても楽しそうにやっていてよ
かったです。」ニコニコされた笑顔で。

父親の言葉―「小さいころを思い出した。とても、楽しんで
やっているのが良かった。エネルギーの勉強なんですね。」

みんなが受賞・みんなで受賞

東日本大震災・フクシマ５周年

「小さき声のカノン」上映会
 　　　　　　＆ 「満田夏花氏」特別講演
参加費：千円　
３月12日（土）13：00-16：00
板橋区立グリーン・ホール２Fホール
申し込み　FAX共０３－３９６０－６０５２
主催：NPO法人センスオブアース・市民による自然共生パンゲア　
協力：板橋母親大会連絡会、NPO法人いた・エコ・ネット、　　　
     いたばし水と緑の会、新日本婦人の会板橋支部くちなし班

是非是非
ご参加くださいご参加ください

是非
ご参加ください

導入―カムフラージュー
生きものが擬態を使って身を隠すこと

第７回 センスオブアース「講演とみそづくり区民講座」15/11/28
　エコポリスセンター支援講座。例年、応募者が多く、抽
選になるこの講座。みそ造りの前に食の問題の講演、今年
は「長生きできる健康的な食べ方１５のポイント」家庭栄
養研究会顧問　野口節子氏のお話。食の養生～心・気・食
～旬のもの・地場のもの・丸ごとのもの・加工しすぎない
もの・無農薬の野菜・無添加の食品～大地の気をふんだん
に持った食を。老化の原因は、糖質の取り過ぎ。う～ん、
なるほど！　講演の後、楽しくみそ造りを行いました。

「風となかよし」
徳丸小学校
１年生３クラスと５組 計１０６人
◎15/12/19(土)学校公開日

できたよ～、わたしの風車、きれいでしょう

紙トンボ、こうやったらとぶかな？
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　エコポリスセンター支援講座。例年、応募者が多く、抽
選になるこの講座。みそ造りの前に食の問題の講演、今年
は「長生きできる健康的な食べ方１５のポイント」家庭栄
養研究会顧問　野口節子氏のお話。食の養生～心・気・食
～旬のもの・地場のもの・丸ごとのもの・加工しすぎない
もの・無農薬の野菜・無添加の食品～大地の気をふんだん
に持った食を。老化の原因は、糖質の取り過ぎ。う～ん、
なるほど！　講演の後、楽しくみそ造りを行いました。

「風となかよし」
徳丸小学校
１年生３クラスと５組 計１０６人
◎15/12/19(土)学校公開日

できたよ～、わたしの風車、きれいでしょう

紙トンボ、こうやったらとぶかな？
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