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平成28年度 講師派遣活動記録
整理番号：20160821
事業名

環境教育およびエコロジカルライフを実践するための講座開催事業

活動名

平成２８年度 市民活動体験講座

担当者
事業区分

髙根 美保
講師派遣

主催団体

NPO法人エコライフはままつ

事業サイクル

継続事業

活動の目的
市内の中学生及び高校生に市民活動体験ができる機会を提供し、若い世代に市民活動に対する認識・理
解を深めることにより、市民一人ひとりが社会の課題に目を向け、課題解決のために行動することが出
来る社会づくりを目的とした事業です。

実施内容
活動日時

平成28年8月21（日） 8:30～12：30

活動場所
活動者名

アクト通りふれあいデイ会場（浜松市中区中央1丁目地内）

詳細

髙根美保、村河善信、外村潤二、藤田由己
ごみ減量「２R」を実践しょう！
①２Rの説明と２R啓発を考えまとめる＜2グループに分かれて活動＞
②ごみ減量宣言募集 ※参加者には、エコグッズ進呈
③楽器のリユース事業 ＜寄付：鍵盤ハーモニカ、ソプラノリコーダーの募集＞
④リユース貸出食器の紹介 ＜エコイベント提案＞
⑤ミニもったいない市開催と紹介
⑥段ボールを使って「生ごみ減量」に挑戦！ ＜実践者募集＞
⑦「家康くん」ごみ減量ぬりえコーナー＆２R宣言募集
参加者：１３名（中学生 ９名、高校生 ４名）
ごみ減量「２R（リデュース・リユース）」の活動・啓発内容を各自で考えグループまとめ発表する。
各自が取り組む行動を明確にする事が出来た。
・学校でバザーを開催する。
・必要なものをだけを購入する
・良く考えてから購入する
・マイ箸・水筒の利用

事業の成果

啓発内容：98件
※寄付楽器については、
各自学校に戻り活動を依頼。
※浜松ケーブルテレビ取材 放映：「ウィンディニュース さんちょく」
8/24(水）12：00／15：00／18：00／20：00／8/25（木）7：00／8/27（土）・8/28（日）7：00・12：00・
18：00
小学校4年生の時に「３R」を学び西部清掃工場に見学に来ているが、既に内容を忘れていまし
た。

事業の課題 今後の工場見学等で記憶に残る啓発を行う必要があることが分かりました。
若しくは、イベント会場等で子供達への説明が重要である。

記録添付

8月21日 市民活動体験講座「アクト通りふれあいデイ」会場 「２R啓発」
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区分
啓発内容
リデュース 余った食べものは地域の人にお裾分けする。
リデュース 古くなったタオルを雑巾にする
リデュース 物を大切にする
リデュース 地産地消を心がける
リデュース 自動車を使うのではなく、バス、自転車、徒歩で移動をする。
リデュース 人の集まるところで今の問題をみんなに伝える
リデュース ポスターで呼びかけ
リデュース 生ごみを肥料にする
リデュース 紙皿ではなく、食べられるお皿を使用する。
リデュース ペットボトルを買うのではなく水筒を使う。
リデュース ペットボトルのお茶を買うのではなく家で作る。
リデュース 大根の葉など食べれる部分は食べる。
リデュース 野菜は食べれるところは全部食べる。
リデュース 野菜の皮は食べれるところは全部食べる。
リデュース 野菜の皮をむく時は、なるべく薄く剥く。
リデュース ごみがでないように考えて使う
リデュース ゴミ箱の配地を考える
リデュース エコバッグ・マイバスケットを使用する
リデュース 買い物で、エコバッグを使う。
リデュース 買ったものは3日以内に食べ切る
リデュース ウエットティッシュではなく、おしぼりを使う。
リデュース 木のスプーン・プラスチックのスプーン・フォークをもらわない
リデュース ごみが出るか、出ないか、考えてから買う。
リデュース むやみに物を買わない
リデュース 必要ではないもの以外買わない
リデュース 買い物リストをつくってから買い物に行く
リデュース 汚れなどはティッシュを使わず、布巾を使う
リデュース ポスターで呼びかけ
リデュース 生ごみを肥料にする
リデュース トイレットペーパーは芯のないものを買う
リデュース 庭でできた野菜を皮まで使う
リデュース ぜったいに使う物以外買わない
リデュース 買う前に本当に欲しいかもう１度考える。
リデュース 購入する時は、自分が本当に使うものなのか考えてから買う
リデュース 外出する時にハンカチを持っていき、紙、ペーパーなどを使用しないようにする
リデュース ものを買うときに、ビニール袋をもらわず、シールだけにしてもらう。
リデュース たべ終わるまで、その商品と同じ品は買ってこない。
リデュース 割り箸、ビニール袋はもらわない
リデュース 割り箸やペットボトルをなるべく使わずにマイはしやマイボトルを使う
リデュース わりばしを使わないようにしておはしを使う。
リデュース エコバッグを持っていく
リデュース できるだけ、生ゴミの水をしぼってからゴミに出す。
リデュース 家にある食品は食味期限の近い順に食べるよう心がける
リデュース すぐ食べるものは賞味期限の近いものを選んで買う。
リデュース 一度作ったものは、その日のうちに食べるように心がけて、無駄にラップなどを使用しない
リデュース ちょうどの量で買う、つくる
リデュース 賞味期限がすぎないようにレシートを捨てずチェックするようにする
リデュース むだ使いをしない(トイレットペーパーなど)
リデュース いらない物は買わないようにし、物を無駄にしないようにする。
リデュース 本当にいるものだけ買う
リデュース 本当に必要なものをリストなどにして、他のものは買わないようにする。
リデュース 使いすてのものをなるべく買わない
リデュース 買う物を決めておいて、それ以外は買わないようにする。
リデュース 本当に欲しいものかを考えて買うようにする
リデュース 安さにつられて買わない
リユース おもちゃを小さいこに譲る
リユース 壊れているものは部品を入れかえて使う。
リユース 空き箱などで工作
リユース 壊れて捨てず直す
リユース 着れなくなった服などは地域の人にあげたりフリマに出す。(バザーとか)
リユース 着れなくなった服は、親せきにあげる。
リユース いらないものは友達や家族にあげる。
リユース 着れなくなった服は近所の子にあげる
リユース 知り合いに物をあげる
リユース 使わなくなったおもちゃ・服をいとこや友達にゆずる。
リユース リサイクルショップへ。まだ使える物を持っていくように呼びかける。
リユース バザーに出す
リユース バザー
リユース フリーマーケットを開く
リユース エコクッキング
リユース リユースについてよびかけ
リユース 空のペットボトルにまた飲み物を入れて使う。
リユース ペンなどつめかえができるものはつめかえのものを使う
リユース 水やお茶などのペットボトルを洗う、(ゆすぐ)もう一度2度使う。
リユース ペットボトル・紙コップ・ティッシュの箱・トイレットペーパーの芯などの使い終わったものを楽器に使う。
リユース リメイクをする
リユース 紙コップや紙皿をなるべく自分のもってる皿やコップを使う。
リユース マイバシ
リユース 兄弟(姉妹)などで、使わなくなったものをおさがりでまわす。
リユース 兄弟や姉妹、いとこどうしなどで服を使いまわす。
リユース 家で使わなくなったおもちゃや服を近所の人にあげる
リユース 着なくなった服は古着屋に売る。
リユース 着なくなった服を古着屋などにもっていく。
リユース 使わなくなった布はぞうきんとして再利用する
リユース 自分では使わないけれどまだ使える物（おもちゃやほとんど使っていない文ぼう具など)をバザーに出す
リユース 使わなくなったタオルをぞうきんにする
リユース 服をリサイクルショップとか中古にして売る
リユース ペットボトルや牛乳パックなどを子供が遊べるおもちゃにする
リサイクル インクカートリッジの使い終わったものを回収しているところに出す。
リサイクル ペットボトルキャップは本体とは別で集める。
リサイクル ペットボトルキャップを文房具などにかえる。
リサイクル 古紙の駅・古布の駅にもっていく
リサイクル 読まなくなった本は古本として売ったり、読む人にあげたり、地域の回収ボックスに出す。
リサイクル チョークを貝からできたものを使うようにする。
リサイクル ペンとかについている「ちきゅうにやさしい」に気づいて再生利用できるようにする
リサイクル 紙をリサイクルする
リサイクル 雑紙回収を積極的に利用する
リデュース リサイクルしやすい物を使う。

