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開館時間

〒134-0091 江戸川区船堀4-1-1 タワーホール船堀３階

03-5659-1651　　F A X  03-5659-1677
edogawa-ecocenter@bz01.plala.or.jp
http://www.edogawa-ecocenter.jp/
9：00～17：30　　定 休 日  日・祝日

■電車の場合　都営新宿線  船堀駅下車 徒歩1分
■バスの場合　都営バス  船堀駅前下車 徒歩1分
　●新小岩駅より 「新小21 西葛西駅前行」 ●小岩駅
より 「錦27-2 船堀駅前行」 ●葛西駅より 「葛西24 
船堀駅前行」「錦25 錦糸町駅前行」 ●西葛西駅より 
「臨海22 船堀駅前行」「新小21 新小岩駅前行」

えどがわ ろ～かる エコ情報

vol.30   2013 WINTER
［エコちゃんねる］＝［えどがわエコセンターのイメージキャラクター・エコちゃん］＋［ｃｈａｎｎｅｌ（情報を送る）］

エコちゃんねる　vol.30　2013年2月1日発行
編集・発行　特定非営利活動法人 えどがわエコセンター

　江戸川区・えどがわエコセンターでは、もったいない
運動の事業所版として、環境に配慮した経営をする事
業所を「エコカンパニーえどがわ」として登録しています。

第24～25回審査会 新規登録事業所　※〈　〉は所在地　
【第24回】日本装芸㈱江戸川支店〈船堀〉　【第25回】㈱ナカノフドー建設 
東京本店 建築八部〈千代田区〉／㈲共立紙器製作所〈松本〉／三陽メディア㈱ 
東京営業所〈東葛西〉／佐々木電気㈱〈小松川〉

※詳しくは、ホームページをご覧ください。（ ▼http://www.city.edogawa.tokyo.
jp/kurashi/kankyo/ondanka/ecologycompany/ece2/index.html）

　えどがわエコセンターでは、町会・自治会、学校・すくすくスクール・PTA等の
ご依頼に応じて出前講座や出前授業を行っています。

　ものや自然を大切にする“もったいない”の心で、省エネや省資源になる
アイデアや取り組みについて、その内容を応募用紙に記入して、えどがわ
エコセンターまでお送りください。
　応募用紙は、区民館・コミュニティ会館・図書館等の区内公共施設、えど
がわエコセンターに配置しています。

ゲーム、パズル、カー
ド、ＤＶＤ等のキットを

使用し、みんなで楽しみながらエコ生活につい
て学ぶことができます。

平成24年度 活動報告
「もったいない運動えどがわ」

省エネ・節電チャレンジ
「みどりのカーテン」普及事業
水辺環境調査
人材育成事業
●おきがる環境講座
●楽しい生ごみ堆肥づくり講習会

　あなたの“もったいない”大募集！

「もったいない運動えどがわ」
取り組みレポート募集
　出前講座のご案内

エコカンパニーえどがわ

子どもたちは

簡単な手作り
教室の後、エ

コについて楽しくおしゃべりする
「手作り教室+井戸端会議」を行っ
ています。防災頭巾、箸袋、キャンド
ル作り、ふろしき包み等があります。

大人の方は

【使用キット】　①えこちょいす（お買い物ゲーム）　
②Ｅ☆カプセル（パズル）　③ＣＯ２バスケット（いすとり
ゲーム）　④節水大作戦（節水ゲーム）　⑤ｂｉｄｉ：生物
多様性（カード）　⑥ゼッタイ！！ エコガインダー（ＤＶＤ）

あなたのまちへ区内どこでも参ります！
どうぞお気軽にエコセンターまでご相談ください。

出前講座のご案内

あなたの“もったいない”大募集！！
「もったいない運動えどがわ」取り組みレポート

■応募方法　FAX、郵送、持参、メール
■〆　　切　平成25年2月28日（木）必着

■問合せ・提出先　特定非営利活動法人えどがわエコセンター
　〒134-0091 江戸川区船堀4-1-1 タワーホール船堀3階
　電  話 ： 03-5659-1651　FAX : 03-5659-1677
　メール ： edogawa-ecocenter@bz01.plala.or.jp

江戸川区のみなさんに紹介したい取り組みを
エコセンターで選考して表彰します。

受賞者には、賞状と記念品を贈呈します。

【第7回 もったいない運動えどがわ区民大会 表彰式】
日時 ： 平成25年6月1日（土）10:00～15:00

※表彰式の時間は未定
会場 ： 江戸川区総合文化センター

楽しく、すてきに！ エコライフ！！　

　鈴木さんは、6年程前から生ごみ
で堆肥を作り、野菜を育てることを
趣味とされています。現在、あした
ば、ブロッコリーや小松菜、ゴーヤ
やツルムラサキの「みどりのカーテ
ン」に取り組んでいます。
　今後の目標は、お宅の前いっぱいになってしまった植木鉢を整
理して、花を楽しめる野菜を植えることだそうです。

“もったいない”取り組み事例紹介  鈴木 清子さん（本一色）

た
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【第1位】 植村 一夫さん（宇喜田町）
【第2位】 長島 輝義さん（北小岩）
【第3位】 八木澤 タヅ子さん（北葛西）
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　えどがわエコセンターでは、震災以来高まった節電意識を持ち続けてもら
おうと、7月～9月の3ケ月間、電気使用量を昨年比で5%以上削減できた世帯
に記念品をお渡しする「省エネ・節電チャレンジ」を実施しました。

　申し込みは286世帯で、そ
のうち、約半数の145世帯
（452人）が5%以上削減に成
功！ おめでとうございます！！
　この145世帯で減らした電
気量の総合計（7～9月）は
24,548kWhで、二酸化炭素
量に換算すると、約9,328kg
になります。これは、杉の木
666本が1年間に吸収する量
にあたります。
　詳しい成果報告は、年度末
までに報告書にまとめ、ホー
ムページなどで公開します。

　総務省家計調査で日本全体のデータが算出されていますので、こちらを参
考に昨夏の節電を振り返ってみてください。

削減率が上位の方の取り組み例
●太陽光発電システムを設置し、モニター画面で発電・消費電力が「見え
　る」ので、家族全員が節電に取り組むようになった。
●洗濯は手洗いし、洗濯機は脱水のみ使用した。
●炊飯器など熱の出るものは、クーラーを使わない部屋で使用した。

「省エネ・節電チャレンジ」

▲おきがる環境講座（もったいないカフェ） ▲楽しい生ごみ堆肥づくり講習会

▲江戸川の植物調査のようす

▲東なぎさの鳥類調査のようす

▲葛西沖の魚類調査のようす

▲エコセンターの出展のようす

▲フォトコンテスト投票のようす

　「みどりのカーテン」とは、窓際につる植物を育てて夏の日差しを遮るこ
とを言います。葉からの蒸散作用によって周囲の熱を逃がす効果もあります。
えどがわエコセンターでは、平成22年度から「みどりのカーテン」モニター
を募集し、ゴーヤの苗を提供しています。
　今年度は404件のモニターに登録していただきました。
　詳しい成果報告は、年度末までに報告書にまとめ、ホームページなどで
公開します。

　今年度は、本事業初の試みとして、モニ
ターのみなさんに呼びかけ、「みどりのカ
ーテン」フォトコンテストを実施しました。
　応募作品は「第35回江戸川区民まつ
り」でパネル展示し、多くの来場者に「み
どりのカーテン」をPRすることができま
した。
　来場者にお気に入りの写真を選んでい
ただいた結果、636票の投票をいただき
ました。ありがとうございます！

　一方こちらは毎年恒例、第3回
目となる「みどりのカーテン」モニ
ター交流会は、12月1日（土）に
実施。みなさんが日頃、様々に工
夫を重ね楽しんで取り組んでいる
様子が分かりました。

　今年の「みどりのカーテン」モニターは「広報えどがわ」で３月頃
募集する予定です。
　今年度は、関心をお持ちの方に呼びかけ、「みどりのカーテン」が
室内の気温上昇をどれほどおさえられているか等の測定・検証にチャ
レンジしたいと考えています。みなさん、ご協力をお願いします！

　今年も「おきがる環境講座」「楽しい生ごみ堆肥づくり」講習
会ともに、「広報えどがわ」で募集します。みなさまのご応募をお
待ちしています！

　今年の「省エネ・節電チャレンジ」は「広報えどがわ」で５月頃募集する
予定です。みなさん、奮ってご応募ください！

「みどりのカーテン」普及事業
　江戸川区の水と緑を保全する事業
の一環として、江戸川区内の一級河
川・河川敷（江戸川・荒川・新中川を一
年ごとに順番に。平成24年は江戸川）と
葛西沖の人工なぎさ・東なぎさに生息
する生きもの調査を行っています。詳
しい調査結果は、年度末に報告書に
まとめ、ホームページ等で公開します。

水辺環境調査

　地域で活動する環境学習リーダーを養成することを目的として、
「おきがる環境講座」と「楽しい生ごみ堆肥づくり講習会」を毎年開催
しています。
　今年度は、おきがる環境講座は11講座・400名、堆肥づくり講習会
は4講座・67名の参加がありました。

　各講座の修了後は、エコセンター会員やエコセンター団体会員の一員
となって活躍している方も数多くいらっしゃいます。

人材育成事業

江戸川・旧江戸川  河川敷
             　　 調査日            確認種
植　　物 5/17 55科 151種
 7/19 60科 186種
 10/25 50科 179種
鳥　　類 5/24 23種 888羽
魚　　類 7/20 19種 144尾
底生動物 7/20 30種

東なぎさ・葛西沖
　　　　　　　　 調査日　　 確認種　　　
植　物（東なぎさ） 9/27 33科 61種
鳥　類（東なぎさ） 9/27 29種 6,019羽
魚　類（東なぎさ） 9/27 4種 24尾
　　　（葛西沖） 9/27 10種 142尾
底生動物（東なぎさ） 9/27 35種

「みどりのカーテン」フォトコンテスト

「みどりのカーテン」モニター交流会

第１位 第2位 第3位

1世帯当たり電気使用量（kWh）
 7月 8月 9月

平成23年度 369 408 435

平成24年度 342 413 440

対前年同月増減率（%）
 7月 8月 9月

平成23年度 -2.4 -12.7 -16.4

平成24年度 -7.3 1.0 1.2

出展：総務省統計局＜家計調査＞追加参考図表１（平成24年12月28日）

「省エネ・節電チャレンジ」
実施結果（前年比削減率）
（平成24年7～9月／286世帯）

日本全体の電力削減率は…
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