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初のエ コツアー〃
『三島グラ|ウ|ンド|ワ|■|ク』|18tIF“口|1叫|を 企画 して       冨」代表 深尾 秀次

《グラウンドワークトラスト》活動は全国に約44地区あります。最
も組織的な運営の 《三島GWT》へ初のエコツアーを8/27(木)企画
実施し好評でした。

《三島GWT》 は、 7年 間を要して、対立型の多い市民活動かる、市

民 ・行政 ・企業の共生型 トラス ト活動で互いに認め合うまで徹底的

な議論を交わし、あせらず ・じっくりと共通項を模索 し実行してき

ました。その結果、新幹線三島駅前の市街地に位置しながら、富士

山からの豊富な湧水を昔にもどして、 《源兵衛川他》 《三島梅花

藻》 《ホタル》 《ポケット公園》等が蘇 り、子ども達は水に遊び、

老若男女が川辺の森で語 り合える憩いの場を手作 りで復活させまし

《GWT活動》は究極のパートナーシップであり、この手法を当会の運営に役立てたいと思います。早速会員の 【リサイ
クルかもめ】より《三島GWT》 の渡辺元事務局長をH/7～ 8に夷隅郡地区にお招きし《千葉県におけるGWTの 勉強
会》の講演企画を提案頂きましたので後援事業として実行する事に致しました。(詳細後報)

すば
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しいパー トナーシップを感 じて                    甲斐 1党子

小学校で、教師をしています。

今日、初めてエコッァーに参加 しました。ただ単純に柿田川に咲 くという 「梅花藻Jを 見たさのためです。

宿iきのバスの中 「他己紹介Jが あ り、皆様の話を聞いているうちに 「すごいツァーに参加 して しまった。きちんとし

た問題意識をもって活動 していないといけないなあ。Jと 思い矢||らさ

れました。

でも、三島Hf内の湧水や清流、その水辺で暮 らす人々、遊ぶ子 ど

もたち、守る活動に参加 している方々、グラウンド・ワークの活動、

工業用水 とホタルや水円との関係などを知ることにより 「教師ゆえ

できることがある。参加 して良かったなあ。Jと 思えてきました。

5年 生の社会科で 「公害」 を扱 うが、これからは 「対立Jだ けで

はなくてパー トナーシップヘの転換が必要であること、そ して、日

本の各地にその具体的姿があること、三島市のグラウンドワークが

そのすばらしい例であることを具体的な資料をもとに語 りついでい

きたいと強 く思いました。

三島は、子どもたちの大好 きな養護の先生がお嫁に行った所でもあるのですから…。

連絡先 :〒2600807 千葉市中央区松 ケ丘123 TEL 043-2653107

最近 「森は海の恋人」(北斗出版)と いう本を読みま いて考えるとき、要は自分の身の回りと地球環境 との繋

した。宮城県唐桑町で牡蠣の養殖

業を営む畠山重篤氏 (著者)が

「牡蠣を良 く育てるためには、そ

の海に注 ぐ川 と上流の豊かな広

葉樹 の森が大切」 と考えて、植

林をした り、山の子 と海の子 との

ヽ「ずシ 夕ヽヽ
想像 力か らは じまる環境保全

(財)千葉県環境財団環境学習室長 伊豆 守彦

が りをいかにイメージできるかで

す。家庭の流 しから川や海の汚

れを、紙 を使 うときに森林の破

壊 を、ごみを捨てるときに焼去,

炉の喘 ぎなどをそれぞれイメー

ジできるかです。そして、そこか

交流を進めるなどの活動が記録 されています。環境につ ら環境保全のすべてが始まるように思います。
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ケナフってなんだろ う ?

千葉ケナ フの会

中野谷 武司

今年の 1月 にテレビの画面から子供達が自分達で作ったハガキに絵を描いて展示

している姿が目に入った。ケナフってなんだろうと思いつつ月日が過ぎた。

5月 16日友人の事務所でふと目を予定表に向けると、そこに5月24日 (日)「土

気ケナフ種蒔Jと 入っていた。

友人に聞くと、彼もケナフってなんだろうといいながら、私に 「中さん知って

る?J答 えはテレビから聞いた通 りに 「紙の原料になるらしいよJ友 人が 「中さん

知ってるなら調べて見てよ」

2月末定年退職となり新社会人としての認識と目標を模索しつつ日々を過ごして

いた私は二つ返事で5月25日、非木材紙普及協会の荒井さんを訪ねた。そこで種々

話を聞くうちに 環 境にやさしいケナフJな んだ、と信 じた。この日から私とケナ

フの生活が始まり、自分でも船橋市坪井の牧草地を借 り、6月 2日 に種を蒔き生育

状況を観察しながら、現在に至っている。

一方協会の荒井さんとも交流が続き 「千葉ケナフの会」(土気での栽培者中心)

設立についての相談があり何回かの設立準備委員会を経て8月 1日船橋中央公民館

において千葉ケナフの会設立総会を開催し賛成多数で承認された。

会長平野和子を選出し、会則にのっとり若千名の役員を任命し無事 「千葉ケナフ

の会」が発足する事が出来た。8月 21日坪井で8月23日土気でと、大輪のケナフの

花が咲き始め、ケナフ祭りをやろうという事になり9月27日 「土気栽培地」と緑区

「千葉市Jl気あすみが丘公民館」にて開催が決まった。ケナフを通して近隣の人達

との交流を深めようと、会員の一人ひとりが張 りきっている。なにしろ6カ 月で成

長するケナフが相手で多忙な毎日が続いている。

ここ迄順調に来れたのは、会員の皆様と非木材紙普及協会会長門屋卓先生を始め

協会の皆様のお陰と感謝しつつ、会員の皆様の代理として寄稿致します。

連絡先 : 〒274-0816 船橋Fll ttLl1 2_5-4-204 TEL 0474-61-9545

街中の里山にビオ トープを造っています

丸山サンクチュアリ

「丸山市民の森Jと 「藤原市民の森Jで 、鳥の餌台水場、

名札がついて落葉でカブ トムシ牧場がつ くられています。

代表 三神 鶴吉

私達は街中の 2つ の里

山にビオ トープを造 りま

した。これを手がけて14

年にもなります。これで

第 6回 ちば環境文化賞を

平成 9年 12月9日 千葉 日

報社 と千葉銀行 か ら頂

き、このボランティアが

社会的に高 く評価 され最

高に喜んでいます。

この里山は船橋市西端

の法典風致地 区 にあ る

巣箱があ り、野草や樹に

私達の市民の森は普通の公園や遊園地 と違って、この森に入ると空気がおいしく、

ホッとして深呼吸 した くなると、市民に喜ばれています。その保全は毎月各 2回 、

毎回15名程の地域のボランティアがやっています。

いまこの市民の森 と周辺に残 されている沢山の雑木林を一緒にして、大 きな自然

観察の里山を造ろうと努めています。ご協力下さい。

連絡先 :〒273-0048 1合橋市丸山 2-17-7 TEL 0474-38-6076
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「環境シンポジウム1998.千葉会議」報告
事業部副部長 横山 清美

9月 27日 「環境シンポジウム1998千葉会議Jが 、県衛生短大 (幕張)で 開かれま

した。1995年スター ト時から一貫 して市民、企業、行政のパー トナーシップで環境

問題の解決の方策をテーマに、企画、運営 も三者の実行委員とボランテイア、資金

が日本財団、事務局は千葉県環境財団で開かれています。常々パー トナーシップ ト

レイエングには、最適な場を提供 しているシンポジウムであると思っています。今

回もその成果は着実に出ていると確信いたしました。

基調講演では恵江戸川

大学教授か ら次世代 にど

んな環境 を送 りたいか、

環境パー トナーシップで

の視点 (環境感)と パー

トナーシップの中にスペ

シヤ リス ト (市民 団体 )

が大 きな役割 を担 ってい

くとの元気 を頂いて分科

会に臨みました。

6つ の分科会では、ダ

イオキシン、里山、環境

学習、省エネ、リサイクル、仲間づ くりのテーマで、参加者、スタッフー緒になっ

てわいわいガヤガヤと活発に意見交換 していました。これか場の皆 さんの行動 と、

よリパワーアップした次回を期待 して、報告 とさせていただきます。

部 会 だ

事 業 部

部長 大西 順子

☆ 「グリーンコンシューマー全国ネッ

トJ(6月 加入)の 「買物ガイドJ作

りのため、店舗調査 (ファミリーマ

ー ト・マツモ トキヨシ ・ヨークマー

ト)を 行つた。古紙100%の トイレッ

トペーパーは3社 とも置いているが、

経済優先で環境はまだまだ尻尾の感。

☆一方 「エコライフをめざす消費者チ

ェックJを 、公民館を訪れた53名に

協力 して頂いた。10項目の内 9項 達

成している方が3名 、内2名 は男性。

トイレットペーパーは古紙 ・ビール

はビン ・買物袋を持って買物は3分

の2位 、衝動買いをしない 。包装を

断るが続く。

【消費者行動が、ひいては生産も変え

て行 くことに気づいて貰うこの 「チェ

ック」セットを貸出します。】

より
広 報 音5

副部長 縣 和子

ニユース、待つてま～す〃

広報部は、環境問題に取 り組んでい

る人達に 「実際に役立つこれからの活

動予定が満載されている、こんな情報

誌が欲 しかったJと 言われるような

「だより」を目ざしています。

会員の皆様が 「だより」を片手に、

県内各地のシンポジウムやイベントに

ドシドシ参加 し、理解や交流がより活

発になれたら……。自分達の活動を多

くの人々に知らせ参加を呼びかけたい

時は、それこそ 「だよりJの 紙上をご

利用下さい。

というわけで、次の 1月号に掲載す

る平成11年4月 までの活動予定をお寄

せいただくよう、会員の皆様にお願い

申し上げます。

シン意紗



富士川に清流 を取 り戻す会

会長 飯塚 静三

我が 『富士川』は江戸川の支流で、坂川の上流部です。

松戸市北小金地区より流入する平賀川は、汚れがひどくまったくのどぶ川で生物
は生存で きません。

一方上富士川は流山

市前ヶ崎の南部地区

から、松戸市根木内

を経て柏市酒井根地

区と、松戸市栗ケ沢

地区の両市境が源流

地点で、鯉、剣|、ど

じょう、ザ リガニ等

多くの生物の生′自、が

確認されています。

現在会員は約500

人です。地域 としては流山市の最南東部で、地域 白治会の住民が中心 となって活動

しています。平成 4年 4月 発足 して以来、今年 4月 で 7年 日になるところです。

『江戸川を守る会』 ・ 『日本の水をきれいにする会』 ・ 『T,民環境フォーラム流山』

に人会 し積極的にそれぞれの会の事業にも参加協力するなどして、水質浄化や環境

浄化のほんの一端を担えればと、活動を続けています。

連絡先 :〒270-0144 流山市前ケ崎2-78 TEL 0471-74-8043 飯塚 静三

〒27()-0144 流山市前ケ崎640 TEL 0471 74-1023 FAX 0471 75 3221 横須賀 靖

春木 川 をきれい にす る連絡協 議会

事務局長 古賀 初枝

春木川は市川市の北 lLl部に位置iし、
=昌1は

田んぼに水をり|く為の用水路 として作 ら

れ活用され、川にはホタル、メダカ、フナなどが住み、のどかな川の風景が見られ

ました。30年位前から都 |ド化の波に流され、田や畑はまたた く間に住宅街に変わっ

てしまい、川は全国一汚い川になりました。今の春木川は家庭から出る生活排水を

流すU字 溝で、真問川を通 りそのまま江戸川へ流れ出ています。

流域lo白治会 (7,600けヒ帯)で 、■r成 2年 4月 「春木川をきれいにする会」を発足、

自治会活動の一環 として活動 して行 く事 を確認 しました。会の活動を紹介 します。

発足Jl時は水質浄化のJlf解を得るため、浄化対策パ ンフレットを全世帯に配布、役

員会、組長会などで

会の説明をする事か

ら始まりました。古

ケ崎浄水場、手賀沼

親水公園などの施設

見学、調理を通 して、

「浄化対策 を考 える

料理教室」を開催 し、

自治会 (1,200世帯)

をモ デル地域 と し

て、 2年 間3カ 所の

U字 溝の水質調査 、

アンケー ト調査、勉

強会等68回に渡る活動をしました。また、小中学校 まつ り、公民館文化祭で、アク

リルタヮシ作 り、クイズ、パネル展示、パ ンフレット配布等年間を通 して活動をし

ています。

連絡先 :〒272-0832 市川市曽谷7-15-3 TEL 047-3731786
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問合せ

日 時

会 場

内 容

参加費

主 催

問合せ

申込み

締 切

☆ 県民プラザまつり
″
環境学習フェスティバル

″
☆

日 日寺:11月22日、 23日  9 :oo～17:00

会 場 :さわやかちば県民プラザ (柏市柏の葉43-1)

内 容 :エコクッキング (事前申込)、紙すき、地下水の流動模型、

環境パネルの展示、オモシロテクノロジー～バイォの力で排水を資源
に～、空き缶で面白楽器をつくろうなど

主 催 :さわやかちば県民プラザ

千葉県環境財団 TEL 0471-40-8604 FAX 0471-40-8601

☆ エコクツキング (県民プラザまつり)☆
H月 22日 (土)lo:oo～ 13:00

さわやかちば県民プラザ 2階 料理室 (柏市柏の葉4-3-1)

環境にやさしい料理の実践教室  定 員 :30名

500円

さわやかちば県民プラザ ・千葉県環境財団 ・京葉ガス

千葉県環境財団 TEL 0471-40-8604 FAX 0471-408601

往復ハガキに住所、氏名、郵便番号、職業、性別、電話番号
を明記 し環境財団まで

11月11日 しk)

☆ フォーラム『まちづくりと環境』三島グラウンドワークに学ぶ☆
市民 ・行政 ・企業の見事なパー トナーシップで自然復活、環境創造

を実現するグラウンドワークの手法とは何か。

講演とトークの集いを開催 します。ご参加をおまちしています。

日 日寺:H月 8日 (木)13:00～

会 場 :御宿町公民館ホール o470-68-2947

主 催 :「イスミまちづ くリフォーラム」実行委員会

後 援 :環境パー トナーシップちば

連絡申込先 :事務局0476-683529 リサイクルグループ 「かもめ」永島

☆ 環 境パ ー トナ ー シ ップ ち ば inフ ォー ラム☆

地球温暖化防止対策は進んだか

― Cop4黎 えて 一

日 時 :12月5日 (土)13:00～ 16:30

会 場 :船橋市勤労市民センター2F

講演 ・事例発表

高木 史人氏 (エコハウス 1年半の生活を通 して感じること、考

えたこと)

字敷香津美氏 (千葉大学の取 り組み)

資料代 :300円 (会員無料)

主 催 :環境パートナーシップちば

連絡先 :千葉県環境財団環境学習推進室 TEL 043 224-2691

〈環境パートナーシップちば,

ちば環境情報センター主催「l‖遊び出前講座」に参加して
広報部スタッフ 山口 由富子

「出前講座」 という何 とも1裏かしい響 きに共鳴 して、 9月 20日
(日)の 夏を思わせるような暑さのなか、都川は多部田橋より高根橋
にかけての流域調査に参加 した。この部分には、川をとりまく谷津
からの湧水が3カ所から流入し、水温は23度と低 く、加えて清烈。
参加者数は34名。その数は、幼児から高校生までのこどもが半数

を占め、沸き上がる歓声は秋空に広がり、昔さながらのガキ大将時
代を街彿させるに等 しい光景が、そこかしこに心暖まる情景として

展開された。

講師の高校教諭である田中
正彦氏は、岸辺の草むらを叩
いて魚を追い出す漁法を指導
するなど、積極的な姿勢。子
どもたちは水の冷たさに、初
めのうちこそ躊躇 したもの
の、馴れるに従い天衣無縫な

子ども本来の姿となっていた。
採集された魚は、コイ、タモロコ、キンブナ、 ドジョウなどの他、

スナヤツメや全長55センチもあるナマズが捕獲され、物言わぬ彼等
がこの 「川の清さ」を証明してくれる姿に感動。しかし、この流れ
も河口近 くになると単なるドブ川と化している。人のなせる業の惨
さを、何と釈明できようか。
観察会の終 りに、田中氏は魚などを、希望者に持ち帰ることを勧

めていた。「普通なら、全部もとの川に返すことを勧める指導員が多
いのですが、私は、命を育てその命が果てることの意味を、子ども
たちに知ってもらいたい。そこから、自然観察は始まるのではない
でしょうかJと 述べていたが、そのひとことに、田中氏の自然に対
する確固たる信念を、かいま見たような気がした。

夢〇・皿 《

NPO法 の施 行 に よせ て
事業部スタッフ 栗原 裕治

12月1月から、いよいよ特定非営利活動促進法 (NPO法)が 施行
される。公益増進のために10名以上のメンバーが集まれば、実績や
経験を問わず特定非営利活動法人 (NPO法人)の 資格を収得できる
ようになる。

今回のNPO法 の施行は、税制優過措置その他の課題を残 している
が、わが国の市民活動の制度面の整備が本格化 してきたことを示し
ている。

市民活動が行政機関の補完的な役割を超えて自立 した組織体とし
て発展 していくには、こうした制度面の一層の充実とともに、市民
団体をはじめ行政、企業、大学、専門家等が協力 し、情報提供、人
材提供、マネジメント・サポー ト、研究開発、利益擁護、仲介 ・信
用保証など、様々なインフラ機能が整備されていくことが望まれる。

「環境パー トナーシップちば」 も県内の環境団体をサポー トする
インフラ機関の一つとして、更なる活発な活動を期待されている。

入会申込書 (該当するところを○で囲んで下れ )ヽ

会の趣旨に賛同し(個人、団体、賛助会員として)

編 集 後 記

異常気象が続 く夏も終わりを告げ、我が

家の庭で柿の実も色ずき、秋の気配が日に

日に感 じられます。

我々広報部員は少 しでも多 くの方に読ん

で頂 くようにと願い、部員一同努力致して
います。そこで皆様が主催するイベント等
の内容をお知らせ頂ければ、当紙面に掲載
しますので、よろしくお願いいたします。
又ご意見、ご感想を頂ければ 『会員の声』
として今後の紙面に反映させますのでご一

報下さい

連絡先

― 広報部 ―

横須賀 FAX 0471-75-3221

縣   TEL・ FAX 047 364-3950

会費 を添 えて入会 します

氏 名

住 所

T E L F A X

申 込 み 先 「EL0 4 3-224-2691  FAX0 4 3-224-2522

年 会 費 個人 1,Ooo円  団体 2,000円  賛助会員 1回 5,000円

会費納入先 郵便振替口座 oo160-9-401872  環境パートナーシップちば

この 「環境パー トナーシップちば」だょりは再生紙を使用しています。




