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地球温暖化防止のマスコットキャラクター・ロゴマーク等が
決定しました！
今年度の活動の中で目玉の１つ、地球温暖化防止活動のマスコットキャラクター・ロゴマーク・キャッチコピー
が決定し、１１月１７日（土）に応募者の中から選ばれた方々に表彰式が行われました。
今後はこのキャラクターやロゴマーク等を用い、市民の方々に親しまれながら活動を行っていきたいと思いま
す。
マスコットキャラクター 最優秀賞

ロゴマーク 最優秀賞

ふなわりくん
キャッチコピー 最優秀賞

ふなばしの力で”減らせＣＯ２” ！！
マスコットキャラクター
最優秀賞 受賞者

ロゴマーク
最優秀賞 受賞者

キャッチコピー
最優秀賞 受賞者

船橋市 丸山 １
今井(いまい) 尚之(なおゆき)様

市内在勤
白戸(しらと) 優子(ゆうこ)様

船橋市宮本１
辰ノ口(たつのくち) あやの様

1

船橋市地球温暖化防止対策を支える新しい取組に
対し、ご協力いただき優秀な作品として表彰され
た方々の授賞式の様子
ロゴマーク優秀賞の作品

矢野 公一様（芝山7）

飯沼 真治様（前原西2）

山本 真悠様
（船橋市立船橋高等学校3年）

マスコットキャラクター優秀賞の作品

園部 綾花様
（船橋市立葛飾中学校2年）

ペンネーム ササメ
（市内在勤）

太田 彩美様
（船橋市立丸山小学校5年）

キャッチコピー優秀賞の作品
「まもろうよ
あついよちきゅうどうするの」
砂田 千乃様
（船橋市立法典東小学校3年）

「 次世代に残す地球のために
－今、船橋から立ち上がれ－ 」
堂田 陽大様（市内在勤）
2

「ちょっと待って！！
ピピッとする前考えて。
スイッチ一つで未来が変わる。」
大久保 七星様（新高根4）

エココンテストを開催しました！
電気・ガスの使用量を少なくし、自分の家庭から排出された二酸化炭素（ＣＯ２）を削減することにより、身近でで
きる温暖化対策について考えていただくことを目的として、昨年度に続きエココンテストを開催し、１１月１７日（土）
に船橋市中央公民館において表彰式が行われました。
５５世帯から応募があり参加された方のご家庭の中には前年に比べ最大で５０％削減された方もおりました。
また、２３年度に引き続き継続的に削減された方を「省エネマスター」として３名の方を表彰させていただきました。
皆さんの地球温暖化への関心が高いことが伺えます。

写真

写真

岩井協議会会長のあいさつ

喜びの入賞者の皆さん

写真

写真

賞状の授与

賞状の授与
【受賞された皆さん】
順位
お名前
１位 清水 幸子 さま

（削減率）
（５０.０％）

「省エネマスター」賞
順位 お名前
（前年削減率）
１位 小林 功
さま （４５.４％）

２位

中村 ふさ子 さま

（４４.２％）

２位

本木 次夫 さま

（３７.５％）

３位

阿部 利美

さま

（３８.８％）

３位

平野 則子 さま

（２７.１％）

４位

先納 光則

さま

（２３.４％）

＊今年応募された方も「省エネマスター」を
目ざし頑張って下さい。

５位

吉田 テイ子 さま

（２０.４％）

６位

北村 豊明

さま

（１９.９％）

７位

寺園 道雄

さま

（１７.３％）

８位

村田 守

さま

（１７.１％）

９位

岡田 久美子 さま

（１６.２％）

10位 宮田 清紘 さま

（１４.８％）

※削減率は、平成23と24年の6～9月の電気・ガスの
使用量をCO2排出量に換算して比較したものです。
※省エネマスター賞は、2年連続で応募して下さった
方の中から、平成22年度から比較して平成24年度に
おける削減率が大きかった人を対象に表彰しました。
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第４回 緑のカーテンコンクールを開催しました！
緑のカーテンコンクールも今年で4回目を向かえました。 個人の応募が６２名、事業所・公共施設から４４
か所の応募がありました。１１月１７日（土）に、中央公民館において表彰式を行い、来場者からは、「来年、私
もがんばってみよう。」「来年は参加したい。」などの感想をいただきました。

○
○
○
○

ゴ ー ヤ 苗 配 布 数
市民
：
ゴ ー ヤ 種 配 布 数 ：
コンクール応募数 ：
観察記録のみの提出 ：

１,700株
， 事業所・公共施設 1,000株
市民 350袋
個人 62名 ， 事業所・公共施設 44か所
個人 47名 ， 事業所・公共施設 28か所

表

彰

式

写真

写真

市長賞を受賞した渡邉さまのスピーチの様子

受賞者の皆さま

船

橋

市

長

個人の部

賞

事業所・公共施設の部

写真

写真

社会福祉法人清和会特別養護老人ホーム
第２ワールドナーシングホームさまの作品

渡邉 千春 さまの作品
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船橋市地球温暖化対策地域協議会賞
個人の部

事業所・公共施設の部

写真

写真

岩渕 友子さまの作品

宮本小学校さまの作品

受賞者の方々
船橋市長賞
○個人の部・・・・・・・・・・・・渡邉 千春 さま
○事業所・公共施設の部・・・社会福祉法人清和会特別養護老人ホーム第２ワールドナーシングホームさま

船橋市地球温暖化対策地域協議会賞
○個人の部・・・・・・・・・・・・・岩渕 友子 さま
○事業所・公共施設の部・・・宮本小学校 さま

（財）船橋市公園協会賞
○個人の部・・・・・・・・・・・・・小屋野 京子 さま
○事業所・公共施設の部・・・海神公民館 ボランティア さま

特別賞
○個人の部・・・・・・・・・・・・ 松嵜 和彦 さま、 石塚 重治 さま、 高橋 博 さま
○事業所・公共施設の部・・・夏見台幼稚園・夏見台保育園 さま、 医療法人弘仁会ロータス保育園 さま、
緑台保育園 さま
今年は何と言っても6月に台風4号が上陸し、多くの方から
「緑のカーテンがダメになった」とコメントをいただきました。原
因は「塩害」「強風による苗の傷み」等が考えられます。
この塩害被害には早いうちに真水で葉を洗うと良いそうです
が、黒くなってしまった葉は元には戻りません。（市役所の
アーチも一部やられました。）しかしその場合でも、根元の葉
に緑のものが残っていれば、黒くなった部分を切り戻すことで
復活するそうです！
多くの方があきらめずに世話をしたところ、「復活して、その
生命力の強さに驚いた」「『ど根性ゴーヤ』と名付けた」という
感想をいただきました。 本当に自然の力は偉大です。来年も
し台風の被害にあったら・・・本当は無い方がいいのです
が・・・あきらめずにお世話をしてみましょう。
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環境に関する映画上映会を開催しました！
題名：「地球にやさしい生活」、ニューヨークのど真ん中でコリン家族が実践した生活のドキュメント！！
「ごみ０」「電気なし」「ガソリン未使用」、11月17日（土）に中央公民館にて上映しました。当日は、「緑のカー
テンコンクール」「エココンテスト」表彰式とあわせ実施され、多くの方に来場していただきました。

パンフレット写真

第１５回ふなばし環境フェアへ参加し活動のPRをしました！
平成２４年６月９日、１０日（土・日）に船橋市中央公民館において「第１５回ふなばし環境フェア」が開催され、
地球温暖化対策地域協議会も参加し、昨年度実施した「緑のカーテンコンクール」のパネル展示および節電や
協議会の活動を紹介するパネル展示やパンフレット・チラシ等を配布し来場者へのＰＲを行いました。

舛田実行委員長

展示の様子

市長による開会挨拶
6

親子エコクッキング教室を開催しました！
平成２４年８月９日（木）に京葉ガス市川ショールムで、親子エコ・クッキング教室を開催しました。
１８組３８名の参加者が、地球温暖化やエコ・クッキングについて楽しく学びました。
予定よりも時間をオーバーしてしまいましたが、「楽しかった」「エコ のことが学べた」など、たくさん嬉しい声を
聞く事ができました。 参加して下さった皆さん、ありがとうございました！

写真

写真

写真

写真

船橋の特産品の枝豆を使った
料理「葉付き枝豆のビシソワー
ズ」と「葉付き枝豆とシーチキン
のピラフ」を作ったよ！
使用した葉付き枝豆、ニンジン、
ジャガイモは船橋産だよ！
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節電のポイント
東京電力では、今冬は電力の安定した供給を確保できることから、無理のない範囲での節電への協力を
お願いしております。協議会としましても、省エネや家計の節約、二酸化炭素の排出量削減等にも繋がりま
すので、体調に留意し無理のない範囲での節電にご協力をお願いいたします。

冬の節電のポイント
エアコン

○カーテンやブラインドを閉める
・外からの冷気を防ぐことで、消費
電力を削減することができます。
○扇風機を使い暖気を循環させる
・上部にたまった暖かい空気を循
環させることで、効率よく部屋を
暖められます。
○定期的にフィルターの掃除をす
る（2週間に1回程度）

冷蔵庫

照明

○不要な照明は、できるだけ消す
○白熱電球からLED電球に変える
○調光機能が使える場合は、
明るさを下げる

テレビ

○設定温度の再確認
・冬場は気温が低いため、食品の
入れ具合に応じて設定温度を
「弱」にしましょう。
○扉の開閉をできるだけ少なく、
時間を短くする
○食品を詰め込みすぎない
・効率よく冷やすために、冷気の
吹き出し口付近を避け、食品を
詰め込みすぎないようにしましょ
う。
○画面の明るさを下げ、見ていない
ときは消す

※ 夏の節電のポイントについては、船橋市役所ホームページを参考にしてください。
ＵＲＬ；http://www.city.funabashi.chiba.jp/shinsai/teiden/0002/p015429.html

【編集後記】
船橋市地球温暖化対策地域協議会のすばらし
い活動内容を上手く伝えられるか不安でした。
日常生活における地球温暖化対策やエコ活動
をみんなで考え行動するには「学び」「知り」「勇
気を持って実践する」ことが大切だと思います。
船橋市民をはじめ多くの方が少しずつでも取り
組んでいただける一助となるよう、これからも地
域協議会活動を通じ伝えていく事ができたらと
改めて考えながら作成しました。
少しでも興味を持っていただけたら幸いです。
ありがとうございました。
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