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温温暖暖化化スストトッッププ!!フフェェアアｉｉｎｎひひろろししまま  

 今年度の「温暖化ストップ！フェア inひろしま」

は「エコ・イノベーションメッセ 2011inひろしま」の

同時開催の形で開催された。会場は広島県立広

島産業会館西展示館で、開催日時は 11 月 25・26

日であった。 

 今回の開催形式は初めてであり、「エコイノベ

ーションメッセ 2011inひろしま」に「2011温暖化ス

トップ！フェア in ひろしま」と「建設技術フォーラ

ム 2011in 広島」が同時開催という形であったた

め、全体の中での位置づけを認識するのに時間

がかかった。不十分ではあったが、何とか「2011

温暖化ストップ！フェア inひろしま」としてのまと

まりを作り、開催ができた。 

 広島市地球温暖化対策地域協議会は、25 日は

ブースによる展示のみで、事業ＷＧの「事業所の

省エネ診断」を中心にアピールした。ブース訪問

者からは、当協議会の組織に関する質問および

事業所の省エネ診断に関する質問などがあっ

た。    

 26 日はブースでは省エネ診断を行い、ステー

ジでは「エコ川柳表彰式」と「エコチャリ談義」を

行った。省エネ診断は 30

名の被診断者が訪れ、盛

況であった。ステージの

エコ川柳表彰式とエコ

チャリ談義については、

予行練習はできなかっ

たものの、入念なシナリ

オ準備と打ち合わせを

行い、滞りなく発表がで

きた。 

エエココレレシシピピオオーーデディィシショョンン報報告告  
１２月１０日脱温暖化センターひろしま主催によ

る「第５回エコレシピオーディション」が広島ＪＡビ

ルを会場として開催された。県下各地から１５チー

ムが参加して、ステージでのプレゼンテーション

を行った。グランプリは大崎上島けんこう文化の

島づくり協議会の「アイドリングストップ啓発事

業」が受賞された。 

当協議会からは、「草の根省エネ診断事業」を

テーマとして、八区に出向いて省エネ診断（タコ

足大作戦）の取り組み状況を紹介した。今回の発

表では、東区早稲田女性会とともに壇上に立ち、

連携が進んでいることをアピールした。 

展示コーナーでは、粗品の人気投票や省エネ

グッズの紹介を行って、多くの方に見ていただき、

話題提供ができた。 

１１００～～１１２２月月のの活活動動報報告告  

○事業ＷＧ： 

・１２月１２日 事業所の省エネ相談対応 

・１２月１５日 事業所の省エネ診断（No.4） 

○教育・学習ＷＧ： 

・11月 3 日  太田川学カヌー体験 

・１２月２３日 太田川水質調査 

○ecoちゃり WG： 

・11月 22 日 ちゃりショッピングアンケート  

○家庭・消費者 WG： 

 ・10 月 29 日 おはなし 音楽 花いっぱい in  

東区 

・１２月１０日 エコレシピオーディション 

○イベント WG： 

 ・10 月 9 日 環ッハッハ in よしじま 

 ・11月 25・26 日 脱温暖化ストップフェア in 

ひろしま 
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22001122 年年１１月月のの活活動動予予定定  
皆さんの積極的な参加をお願いします 

○家庭・消費者 WG： 

 1月 29 日 東区牛田早稲田公民館冬まつり 

  

活活動動報報告告詳詳細細レレポポーートト  

エコまつり環ッハッハ in よしじま 2011 

第 8 回エコまつり環っハッハ in よしじまは 10

月 9 日（日）に、広島市環境局中工場を会場とし

て開催された。 

 広島市地球温暖化対策地域協議会は省エネ

診断と活動内容のパネル展示を行うとともに、

新たな試みとして「のりんさいくる HIROSHIMA」の

広報に協力をした。また、今年度新たに法被を 10

着作成したが、それの初披露となった。 

 省エネ診断は例年に比べて診断希望者も多く、

省エネ相談も熱心であった。のりんさいくる

HIROSHIMA 自転車展示も参加者からの質問があ

り、関心の高さを感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはなし おんがく 花いっぱい  in  東区 

 第４回目を迎えるこのイベントは、東区民文化

センターにおいて 10月 29日（土）に開催された。 

 協議会としては、省エネ診断とのりんさいくる

HIROSHIMA の自転車展示を行った。 

 省エネ診断では、今回は協議会の女性スタッフ

の参加によって受診者への声かけも積極的とな

り、２８名という今までにない多くの方の診断が

できた。 

自転車の展示は、「じてんしゃ都市広島」に向け

ての啓発活動で、吉島のイベントに続いて実施し

た。 

ちちゃゃりりシショョッッピピンンググアアンンケケーートト  

  買買いい物物のの交交通通手手段段をを自自動動車車かからら自自転転車車ににシシフフ

トトすするるたためめのの、、啓啓発発とと施施策策ののヒヒンントトをを得得るるここととをを

目目的的ととししてて、、フフジジググラランン  広広島島ののごご協協力力ををいいたた

だだいいててアアンンケケーートト調調査査をを実実施施ししたた。。  

  調調査査日日時時はは 1111 月月 2222 日日（（火火））1111 時時～～1122 時時ででああっっ

たた。。調調査査員員とと粗粗品品交交換換者者のの合合計計がが 99名名とと多多かかっったた

たためめ、、アアンンケケーートト調調査査はは予予定定時時間間内内にに終終了了すするるここ

ととががででききたた。。  

  アアンンケケーートトはは、、おお客客ささんんがが袋袋詰詰めめテテーーブブルルでで買買

いい物物をを詰詰替替ええてていいるるととききにに、、了了解解ををいいたただだいいてて

聞聞きき取取りり・・記記入入をを行行っったた。。アアンンケケーートトにに答答ええたたいいとと

申申しし出出るる人人ががあありり、、調調

査査員員もも気気持持ちちよよくく聞聞

きき取取りり調調査査がが行行ええたた。。  

  現現在在はは調調査査結結果果のの

集集計計中中ででああるるがが、、回回答答

枚枚数数はは 9999 名名ととななっってて

いいるる。。  

  

  「「高高校校生生環環境境ネネッットトワワーークク広広島島」」のの太太田田川川学学  

「高校生環境ネットワーク広島」は環境問題

に関心を持つ高校生のグループで、協議会のメ

ンバーとともに環境学習をしています。今年度

は太田川をテーマに学習していますが、11月 3

日（木）に、身近な太田川を体で感じてみよう

と、「カヌー体験」をしました。参加者は市内

の２つの高校の生徒９名と付添いの先生２名

の他、協議会メンバー２名でした。 

ほとんどの参加者はカヌーが初めてでした

ので、プロの方に指導してもらい、ライフジャ

ケットを着て、パドル（櫂）を持って、こぎ方

とカヌーが転倒した場合の脱出の仕方を習い、

二人乗りのカヌーに乗り込みました。 

太田川の大芝公園の近くからこぎ始め、平和

公園の原爆ドームまでを 3 時間かけて往復し

ました。いつもは車で通る電車通りですが、そ

の橋の下をカヌーでくぐり、市内や原爆ドーム

も川面から眺めました。太田川の水の様子、渡

り鳥や水鳥の様子、雲の様子など楽しみながら

学習しました。 

  

  

  

  

  

  



 協協議議会会のの事事業業者者会会員員紹紹介介（（２２））  
生協ひろしま 

生協ひろしまは、地域・組合員の豊かなくらし

づくりに貢献するために、事業と活動を行う組織

です。 

そのために、70 年代は不必要な添加物を排除

する取り組み、80 年代は生分解性の高い洗剤の

開発、90 年代はトレイや牛乳パック等今では当た

り前ですが、先がけてリサイクルシステムを構築

してきました。 

2000 年代に入り、地球温暖化問題への対応が

必須の課題になり、2002年 3月に ISO14001の認

証を取得し、資源の有効利用と合わせて、省エネ

活動等の温暖化防止活動に重点を移してきまし

た。 

事業活動では、ソーラーパネルの設置、木質ペ

レットストーブ及びアイドリングストップ車等の省

エネ設備を可能な範囲で導入しました。更に、今

年に入って、店舗や支所等 32 事業所に「エコア

ラーム」を設置し、電気使用量の見える化により、

電気使用量の 5％削減を目指しています。 

また、家庭の省エネを広げるために組合員を

対象にした環境学習会や「家庭の省エネ診断」等

にも力を入れて取り組んでいます。 

  

  

  

  

  

  

  

  

平平成成 2233 年年度度エエココ川川柳柳作作品品のの紹紹介介  
2011温暖化ストップ！フェア in ひろしまの会場

でエコ川柳の入選作品表彰式を開催しました。 

エコ川柳は、今回で 9 回目を迎え、今年度は

472 名からの応募がありました。選者には、今回

もエコ川柳の命名者である福岡義隆先生(広島

大学名誉教授、立正大学名誉教授)にお願いしま

した。 

表彰式では、9 名の入選者（代理の方を含む）の

皆さんにご出席いただき、賞状と副賞の授与を

行いました。上位 7 作品については、広島市立基

町高等学校創造表現コー

スの生徒の皆さんが句を

イメージして作成したイラ 

（大賞作品イラスト） 

 

ストも、あわせて紹介しました。  

入選作品は、大賞 1句・優秀賞3句・選者賞3句・

努力賞 13 句で、あわせて 20 句になります。 

この入選された作品の中から 4 句を紹介しま

す。 

大大  賞賞  おお陽陽ささままをを  ああつつめめてて行行水水  すするるたたららいい  

優優秀秀賞賞  風風呂呂敷敷にに  愛愛をを包包んんでで  エエココラライイフフ  

優優秀秀賞賞  打打ちち水水がが  ととななりり近近所所をを  秋秋ににすするる  

優優秀秀賞賞  エエアアココンンをを  OOFFFF しし地地球球のの  笑笑顔顔 OONN  

  

  

新新規規推推進進員員のの誕誕生生  
 

今年度は、私たちの協議会から 3名が 23年度

地球温暖化防止活動推進員新規養成研修に参

加。実践活動を修了し、10 月 25 日付けで広島県

知事からの委嘱状を受けて、推進員の仲間入り

をしました。 

 垣内田 恵、 武田 健治、 佐元 祐子 

 この研修は、平成 15年度（2003年）から始まっ

ており、今年度の新規委嘱数は 56 人とのことで

す。広島市内に居住され他の所属団体等から研

修を受けられ、新規の推進員になった人が数名

おられるようで、この方たちともできれば連携を

とりながら活動を盛り上げて行きたいものです。

（10 月末現在、県下で委嘱登録されている推進

員は、386 人）   

  

  

  

  

  



  
省省エエネネワワンンポポイインントトアアドドババイイスス（（６６）） 

 買買いい物物編編 

 ショッピングセンターなどに買い物に行くとき

何に乗って行きますか？ 私は自転車です。住

んでいる地域の状況によって違ってきますが、な

るべく歩いたり、自転車で買い物をしましょう。 

 買い物は、おなかの空いていない時間帯でし

ます。空腹なときは、余計なものまで買ってしま

うので、このような時間帯を避けて買い物をす

るように心がけています。必要なものを必要な

だけ購入し、安いからといって買いだめをしない

ことが大切です。 

 きゅうり・トマトなどいつも店頭に並び、野菜の

旬がわかりにくくなっていますが、旬の地元で生

産された野菜を選ぶことは、余計なエネルギー

が加わっておらず新鮮でおいしくいただけます。 

 これから取り組もうと思っていることは、冷蔵 

庫の食材管理です。冷蔵庫に詰めすぎないよう 

にし、中のものがすぐ取り出せるように定期的に 

チェックして行こうと思います。皆さんも一緒に 

取り組んで行きませんか。（Ｙ．Ｓ）  

 

 

 

 

 

 

用用語語のの解解説説（（６６））  

「「カカーーボボンンフフッットトププリリンントト」」（（ＣＣＦＦＰＰ））  

 私たちが購入、消費している商品・サービスに

ついて、つくられて、廃棄されるまでのライフサ

イクルの中で、どれくらいの温室効果ガスを排出

されるかを算定して表示したものです。 

 原材料を手配して、生産、流通して消費者の元

に届いても、それで終わりではなく、使用して廃

棄されるまでの間が対象になります。 

 詳細は、下記を参照くださ

い。 

URL:http://www.cfp-japan.jp/ 

 

広広島島市市かかららののおお知知ららせせ  

 「「広広島島市市住住宅宅環環境境性性能能向向上上補補助助金金」」のの追追加加募募

集集ににつついいてて    

住宅の省エネ化を進めるため、太陽光発電シ

ステムなどの設置や、改修を行う際の断熱構造

化工事などの工事費の一部を助成します。 

【対象工事】 

本市の区域内に住所を有する個人又は管理組

合が、次の区分ごとの工事につき１件申請するこ

とができます。 

①未使用の太陽光発電システムを設置（未使用

の太陽光発電システムを設置した建売住宅の購

入も含む） 

②未使用の太陽熱利用システムを設置（未使用

の太陽熱利用システムを設置した建売住宅の購

入も含む） 

③住宅の屋根、外壁、天井、内壁または床のいず

れかに断熱材を設置（厚さが 20ｍｍ以上でフロン

類を使用していないもの） 

④住宅の 1 居室内のすべての外部に面する窓に

複層ガラスを設置（総設置面積が 7 ㎡以上、イン

ナーサッシを含む） 

【補助対象】個人または管理組合 ※工事着工後

の申請は不可 

【補助額】１件につき 5万円。募集枠 1,800件。先着

順。※当面は、件数の上限は設けず、交付申請を

受け付けます。 

【申込】所定の申請書を、書留か特定記録でエネ

ルギー・温暖化対策部企画課へ。申請書は、同課、

区役所などで。市ＨＰからも入手可 

【問】同課（TEL504－2185 FAX504－2229） 

協協議議会会活活動動参参加加へへののおお誘誘いい  

温暖化は私たち「みんなの問題」。私たちとと

もに温暖化防止活動に取り組みましょう。協議会

では、あなたの参加を待っています。 

編編集集後後記記 

第 13 号はいかがでしたか。載せてほしい情報

やご意見などをお寄せください。お待ちしてい

ます。 


