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「夏休み！親子環境映画上映会」を開催しました！
今年度の新たな活動、「夏休み！親子環境映画上映会」を開催し、環境に関するそして親子で楽しめる内
容を企画しました。 上映映画は「アイスエイジ ２」です。京葉ガス/京和ガス 「エコ・アクションサポート事
業」により開催。環境に関するクイズ等も同時に行い、環境について親子で楽しく学ぶことができました。

みんな
すごーい！
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親子エコ・クッキング教室を開催しました！
昨年度に引き続き、平成２５年８月８日（木）に京葉ガス市川ショールームで、親子エコ・クッキング教室を
開催しました。１８組３８名の参加者があり、今回も地球温暖化やエコ・クッキングについて楽しく学びました。
出来映えもみごと、「楽かった」「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！

エコ・クッキング的ブロッコリーのゆで
方のほうが、普通のゆで方と比べて、
ずっと少ないエネルギーでゆであがって、
びっくり！

今回のメニューは、「葉
付き枝豆のビシソワー
ズ」と「かんたんハヤシ
ライス」だよ！
葉付き枝豆は、船橋の特
産物なんだ！
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第３回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、今年で３年目を迎えるエココ
ンテストを開催し、１１月２３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。３０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３７．１％削減された方もおりま
した。 また、平成２３年度から継続的に削減され
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。
受賞された皆さん

「省エネマスター」賞

順位
１位

お名前
中澤 富夫

さま

（削減率）
（３７．１%）

２位

ひーちゃん

さま

（２８．５%）

３位

宮田 清絋

さま

（２８.３%）

４位

小川 英司

さま

（２５.３%）

順位
１位

お名前
中村 ふさ子 さま

５位

大江 小太郎 さま

（２１.８%）

２位

吉田 テイ子 さま （２２．２%）

６位

遠藤 典子

さま

（１５.１%）

３位

黄色いゴーヤ食べます さま （１４．８%）

７位

小川 修平

さま

（１２.０%）

８位

天野 才介 さま

（１１.４%）

９位

八巻 純一 さま

（９.９%）

９位

岩崎 正孝 さま

（９．９%）

◎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２３年度から比較して平成２５
年度における削減率が大きかった方を対象に表
彰いたしました。
（削減率）
（４８．４%）

今年応募された方も
「省エネマスター」を目指し
て、頑張って下さい！

エココンテストに参加しよう！
毎月発行される、電気とガスの検
針票があれば、だれでも簡単にエ
ココンテストに参加ができます。
６月から９月までの４か月間、今
月の使用量と昨年の使用量を、応
募用紙に書き込むだけ！
応募用紙は、各公民館での配布
や協議会ホームページ等でダウン
ロードができます。（応募用紙の配
布の開始は、６月ごろを予定してい
ます。）
ふむふむ。
これなら、ボク
にもできそう！
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第５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５回目を迎えました。 個人の応募が５３名、事業所・公共施設から５５か
所の応募がありました。１１月２３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 １,７００株
：事業所・公共施設 ２,４６４株
○ゴーヤ種配布数 ：市民 ３０８袋
：事業所・公共施設 １９２袋
○コンクール応募数 ：個人 ５３名
：事業所・公共施設 ５５施設
○観察記録のみ提出：個人 １９名
：事業所・公共施設 ４１施設
苗配布の様子（ジャンボ市にて）

表

彰

式

市長賞を受賞した小屋野さまのスピーチの様子

市長賞受賞 小屋野さま スピーチ

受賞者の皆さま

船

橋

市

長

賞

個人の部

事業所・公共施設の部

小屋野 京子さまの作品

社会福祉法人清和会特別養護老人ホーム
ワールドナーシングホームさまの作品
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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

三山小学校さまの作品

渡辺 敏夫さまの作品

受賞者の方々
船橋市長賞
○個人の部・・・・・・・・・・・・小屋野 京子 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・・・・・・・・・・・・・渡辺 敏夫 さま
○事業所・公共施設の部・・・三山小学校 さま

船橋市公園協会賞
○個人の部・・・・・・・・・・・・・山田 惠子さま
○事業所・公共施設の部・・・社会福祉法人南生会みそら保育園 さま

特別賞
○個人の部・・・・・・・・・・・・ 渡邉 千春さま、佐山 光子さま、半田 悟さま
○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、
宮本小学校 さま、南本町子育て支援センター さま

コミュニティー賞 ・・・・・・・森のシティー・グリーンカーテンプロジェクト さま
◎今年は、コミュニティー賞を設け、
積極的に取り組んで下さった「森のシ
ティー」 さまを表彰させていただきまし
た。

みなさんも是非、この夏
挑戦してみてはいかがで
すか？

夏の強い日差しを避
けて、ゴーヤを美味しく
いただきましょう！
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環境に関する映画上映会を開催しました！
今年度は、家族そろって環境問題に関する映画を見ていただこうと企画し「ライフ；いのちをつなぐ物語」を
11月２３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
式とあわせて実施され、多くの方に来場していただきました。 中村幸四郎、松たか子の親子によるナレー
ションが一段と映像を引き立てていました。

(C) BBC EARTH PRODUCTIONS(LIFE)
LIMITED MMXL. ALL RIGHTS
RESERVED.

第１６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２５年６月８日（土）に船橋市中央公民館において「第１６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。
温暖化クイズを行ったところ、９２名の方に参加していただきました。

実行委員長と山口副市長

展示の様子
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ふなばし三番瀬クリーンアップへ参加し活動のPRをしました！
東日本大震災以来３年ぶりに開催された、”ふなばし三番瀬クリーンアップ２０１３”へ参加し活動状況につい
てパネル展示を実施しました。 風が強い中、力を合わせ「ゴミ拾い！」 お疲れさまでした。

集合！！

パネル展示

ふなわりくんコーナー
ふなわりくんがコスプレ？！事務局のある市役所４階地球温暖化対策推進室で、毎日お出迎えしています。
あなたは、どの格好のふなわりくんが好きですか？
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省エネに関するワンポイント
インターネットでわが家の電気料金を簡単チェック！

「でんき家計簿」のご紹介
毎月の電気ご使用量と料金をはじめ 、お客さまのライフスタイルに合った料金メニューや省エネなどの
アドバイスをインターネットで簡単にご確認いただけるサービス（無料）です。
※ ご家庭など低圧(100ボルトまたは200ボルト)の電気のご契約をいいただいているお客さまが対象です。
※ ご利用には、会員登録（無料）が必要です。

毎月の電気のご使用量と
料金をグラフでチェックできる！

ポイント

1

ポイント

2

〈使用量／電気料金グラフ〉
(kWh)
1,000

今年のご使用量

（ご使用量の比較）

ライフスタイルに合ったスマートで
快適な電気の使い方がわかる！
〈ライフスタイル診断〉

前年のご使用量

同じご契約容量のお客さまの平均ご使用量

800

季節によって電気の使い方が
どのくらい変わるの？

600

夜型（朝型）ですが…
そんなライフスタイルにあった
電気の上手な使い方を知りたい

400

電気編

(円)
10,000

200

（電気料金の比較）

今年の請求金額

前年の請求金額

8,000
6月

7月

8月
6,000

9月

10月 11月 12月

1月

2月

3月

4月

5月

電気代を安くする
方法は何か
ないかしら？

4,000
2,000

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月

1月

2月

3月

4月

私のライフスタイルに
ピッタリの料金メニュー
ってあるの？

5月

－ 「従量電灯Ｂ」のご契約例（イメージ） ー
ポイント

3

料金メニュー選びに役立つ
試算ができる！

ポイント

4

◎でんき家計簿のお申し込みはこちら 東京電力 でんき家計簿

口座振替やカード払いの
申込書の取り寄せができる！
検索

お問い合わせは 千葉カスタマーセンター ０１２０－９９５－５５６
月～土曜（休・祝日を除く）9:00～17:00 ※電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。

インターネットで、ガス使用量やガス料金を確認できる
「ウィズ京葉ガス」のご紹介
京葉ガスをご利用中のお客さま専用サイトです。
ガスの利用状況や最適なガス料金メニューをお選びいただけます。

ガス編

【編集後記】 私にとって今回で２度目となる”協議
会だより”の作成。 何を皆さまにお伝えすれば良
いのか？悩みましたが、地球温暖化対策地域協
議会として果たすべき役割は、変わりません。
船橋から、少しでもＣＯ２排出量を削減し、低炭素
でクリーンな社会、住みやすい社会を作る事を発
信して行きたいと思います。
今後も、皆さまからご意見などを頂戴しながら、進
めてまいりたいと思います。 是非、関心を高めて
ご協力をお願いしたいと思います。
ありがとうございました。

「ウィズ京葉ガス」の
お申し込みはこちら
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