●『PTA バザー』出品物ご提供のお願い
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●絵本クラブ《出前シアター》
申し込み受付中！

パネルシアターやエプロンシアターの
出前公演行います！！
いきいき絵本クラブでは大型絵本の読
み聞かせやパネルシアターの製作など
も行っています。
皆さん一緒に活動しませんか？お気軽
にお問合せください♪

●エコすごろく完成！
！

6 月に開催した「エコすごろくを作ってみよう！」のワーク
ショップ，無事にすごろくが完成しました！エコすごろくを
通して，楽しくエコを学び，子ども達が日常の生活の中でも
エコに取り組むきっかけになればいいなぁと思います。
上鳥羽北部いきいきセンターにも置いていますので，皆さん
ぜひ遊びにきてください！

No.4

上鳥羽小学校にて12 月1日（土）開催予定

出品物（新品・未使用のもの）
・日用品（食器類・タオル類・キッチン用品等）
・子ども用品（衣類・靴・おもちゃ等）
・文具
・古本（雑誌・週刊誌を除く）
※ 職員室にて随時受け付けております。

ぜひ皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。
※バザーの収益金は，児童の学校活動費に充てられます。

●2018 ハッピークリスマス （12/15）

センター開所時から毎年クリスマスの集いを開催しています。
子どもからお年寄りの方まで幅広く
楽しんでもらえるように，毎回色々
な催しを行っています。
去年はセンターの飾りつけもエコを
意識して，玄関のイルミネーション
やペットボトルを再利用したクリス
マスツリーを，太陽光パネルで発電
した電気を活用して灯しました。
今年も楽しい催しやゲームなどで，
皆さまのご来館をお待ちしています。

●『いきいきラジオ体操』開始時間変更のお知らせ！
「ぼくの，わたしのみらいをかんがえよう！」をテーマにした，
すごろくや紙芝居・クイズ・自転車発電・手回し発電・電球エ
ネルギーの比較実験など，参加・体験しながらエコについて
学べる催し，屋外ではロケットストーブやソーラークッカー
の実演も行いました。
夏休み中だったので参加者は多くなかったが，子どもから大
人までエコについて一緒に楽しく学ぶことができました。
エコを楽しく学びながら，興味を持ってもらえる機会になっ
たと思います。子ども達がこの経験を通し
て，環境への優しい取り組みを考えるきっ
かけになることを願っています。

11月2日（金）より開始時間が変わります。
（30分繰り上げ）

日 時：毎週金曜日 午後 4 時 30 分から
場 所：島田児童公園
対 象：どなたでも参加いただけます。
その他：午後 16 時の時点で雨天の
場合は中止となります。
お問合せは
上鳥羽北部いきいき市民活動センター
075-691-9098 まで

上鳥羽に住み始めて約 10 年！！
様々な活動を通じて，地域の皆さ
んと繋がりを持ち，毎日楽しく過
ごさせてもらっています。
上鳥羽の良さである親しみやすさ

SUMIDA

を活かし，プロジェクトを通して昔から住んでお
られる方々や，新しく住まわれた方々など，地域
の方々全体の交流の場になればと考えています。

4：30 スタート

どなたでも大歓迎ですので，お気軽にどしどし参
加してください！！お待ちしています！！

告知板

募集中！
！

一緒に趣味を楽しむ仲間探しています。
これからも
このイベントを
続けて行き
ます。

詳しくは裏面へ

●エコロジー体験イベントを開催！
！ （8/18-19）

・囲碁が好きな方
・編み物が得意な方

上鳥羽のイメージキャラクター
ネギトバちゃん

皆で上鳥羽のまちを明るく楽しくいきましょう！
発行：京都市上鳥羽北部いきいき市民活動センター
平成 30 年 11 月発行
この印刷物が不要に
なれば「雑がみ」と
して古紙回収等へ！

その他，みんなで趣味の輪を広げませんか？
！
上鳥羽北部いきいき市民活動センター

災害の頻発，激甚化
近年の異常気象や日本各地で相次ぐ
地震の発生で，上鳥羽にも大きな被
害がでる可能性は否定できません。
実際に台風 21 号で屋根瓦が飛んだ
り，窓ガラスが割れるなどの被害を多くで見
受けました。そんな災害時に備えるため，地
域の自主防災会や自治連合会では避難所体験
や防災訓練を開催して地域住民の防災意識を
喚起しています。また，災害の発生が予想さ
れる時は，避難所を開設して安全
を確保する努力をしています。
しかし，一番の防災対策は私た
ち一人ひとりが防災の意識を
しっかり持つことです。

避難所体験型研修

上鳥羽防災訓練

7月の「西日本豪雨」によ
る避難勧告・指示に基づ
き，上鳥羽小学校に避難
所が開設され，2 日間で
延べ18名の避難者を受け
入れました。

ロケットストーブ

災害への備え

ゴミを減らす

避難所の設置

省エネ

再利用・リサイクル

上鳥羽を
安心して暮らせる
まちにするために ...
私たちができること

地球温暖化と Co2 削減
地球温暖化は間違いなく始まっています。
CO2 などの温室効果ガスが原因とする説が
有力ですが，反対意見もあります。
しかし，私たちが感じる気温は確かに上昇し
ており，災害が頻発し被害も巨大化している
ように思います。
何百年，何千年単位の気温変動の原因追求は
学者に任せ，私たちは，
「今，できること」に
一人ひとりが努力するしかありません。
とりあえず，子ども，孫の世代が平穏に暮
らせる環境を残したいですね。

災害について・エコについて考えてみよう！
地球温暖化の問題
Co2 削減の大切さ
「もったいない」の気持ち

アウトドア・レジャーでも便利

燃焼効率に優れ，暖房用・調理
用・焼却炉だけでなく，災害時の
熱源としても大変有効です。

コミュニティー回収
はじめました。

「ロケットストーブ製作教室」
を開催しています。お問合せ
は，上鳥羽北部いきセンまで。

エコポン（愛称）
太陽の光を電気に変え，蓄電
池に貯めて，いつでも利用
できます。
上鳥羽北部いきセンの玄関
で，自 転 車 や 自 動 車 の タ
イヤの空気入れとして
活躍しています。

太陽光発電
（蓄電池式）

非 常 時 に 連 絡 手 段，
情報入手の方法があ
れ ば 安 心 で き ま す。
災害時の停電での携
帯電話やスマホの充
電はとても重要です。

回収品目：古紙類・古着類

暮らしを見直す
無駄をなくす
資源の再利用

場所：上鳥羽北部いきいき
市民活動センター前
日時：毎月第 3 日曜日 10 時〜12 時
回収物は当日の朝に出してください。
詳しくは，
上鳥羽北部いきいき市民活動センター
075-691-9098 まで

暮らしの匠
〜省エネ実感生活〜
自宅に測定器を設置して電気使
用量を“見える化”する省エネ
活動に取り組んでいます。
ライフスタイルを変え，上鳥
羽を “エコなまち” にするた
めに頑張っています。
実施中！

エコロジー

3Rと省エネ

知ってますか ３R
Reduce（リデュース）= ゴミ減量
Reuse（リユース）= 再利用
Recycle（リサイクル）= 再生利用

リデュースはゴミを減らすこと，リユースは再利用，
リサイクルは形を変えて再利用することです。
リサイクルには多くの電気や石油，水を必要とします。
誰でも簡単にできるのはゴミを出さないこと，そして
お風呂の残り水を洗濯に，雨水を貯めて植物の水やり，
チラシなどをメモ用紙になどに再利用することです。
また，省エネは無駄な電気や水，ガス，石油などを使わ
ないことですから，昔からいわれている「もったいな
い」の気持ちが，私たち一人ひとりにあれば無理なく
できるエコ活動です。早速，今日から始めましょう！

当日のゴミはこれだけ！
アルミ缶は小学校での
リサイクル資源に ...

今年の「夏の夜市」で販売する食品の食器をすべて
リユース食器を使用してゴミ減量に努めました。
使用後は各自でエコステーション返却，エコ活動に
ご協力いただきました。

リユース食器の返却率低下について

今年の「夏の夜市」ではリユース食器，特に箸の返却が
少なく，使用 1200 膳中の 200 膳（約 17％）が紛失し
ました。費用的には割り箸や紙皿などの使い捨て食器が
得かもしれませんが，地域の皆さんや子ども達にエコロ
ジーへの意識が定着することで，上鳥羽に住みよい自然
環境を次世代まで残すことが必要ではないでしょうか？
リユース食器使用の意図を理解していただき，今後も返
却へのご協力をお願いいたします。

