7
3

「ゴミ出しの時に便利か」
「エコバッグ持ってくると忘れた…」等々、
私たちの暮らしに密着している「レジ袋」。マイバッグもだんだん普及
してきましたが、まだまだ生活の一部として切り離せない方も多いの
ではないでしょうか。それでも、海洋プラスチックごみ問題について、
これから地球で生きていくためには対策が必要です。
そこで今号では、プラスチックごみを減らすくらしのアイディアを紹介
します。プラごみ問題も、温暖化対策も、県民一人一人と、企業や
行政との協力関係が必要です。レジ袋の有料化をはじめ、様々な
環境問題に対するアプローチや実践の方法をご提案していきますので、
日々の暮らしや業務の中で、是非取り入れてみてください。

へらそう！プラごみ＆ペットボトル
レジ袋→エコバッグ

生ごみ用ポリ袋→新聞紙

環境に配慮したものを

生ごみは新聞紙に包もう！

→生ごみ処理に、臭いや虫対策でポリ袋使われている方、多いのでは？
新聞紙に包んで通気性の良いゴミ箱へ捨てると、腐らないので臭わず虫もわきません。
通気性があるので水分も減り、焼却時の負担を減らすことができ、一石二鳥です！

→１枚当たりの環境負荷を考えて
環境にやさしい素材のものを、
長く大事に利用しましょう。

コツ☝
新聞紙を拡げて、調理前
♪生ごみの再利用♪
の野菜を全部まとめて
しっかり水切り ・乾燥させた茶殻やコーヒー殻
皮むき（時短にもなる！）
→臭いとりや園芸用土に
濡らさない
・生ごみのたい肥化
いつもの三角コーナー
乾かす
→段ボールコンポストなど
代わりに、新聞紙で
様々な方法があります。
作った袋にポイ！

エコバッグいろいろ

♡PET 再生繊維のメッシュバッグ
♡廃材で作ったリメイクバッグ
♡バナナ繊維等エシカル素材のバッグ
♡昔ながらの買い物かご
♡レジ袋をたたんでバッグに入れて再利用

↑まとめて包んでふたの無いゴミ箱へ →
（かごなど通気性の良いものがおすすめ！）

写真：プラなし生活

♡当会では生ごみ堆肥化講座の
講師派遣も行っています

ペットボトル→水筒・マイボトル

ペットボトルごみをへらそう！
水道利用のキャンペーンが拡大中

http://sui-do.jp/

https://lessplasticlife.com/

お 出 かけ 先に 、マ イボ トル ・水 筒

どうやったら身の回りのプラスチックを減らせるのか、
知りたい・実践したい、そんなときはこのサイト！

も っ てい って いま すか ？コ ンビ ニや
自 販 で、 飲み 物が 手に 入る 便利 な
生 活 を見 直す 時代 にな りま した 。

「これもプラスチックだったんだ」や「こんな方法がある
のか」の連続で、蜜蝋(みつろう)のラップや木綿のふきん
など、毎日の暮らしに取り入れたくなります。

国 内 外で 、給 水ス ポッ トを 増や す等
飲 用 でき る 水 道水 の利 用 を 促進 する

代替プラの新素材等のニュースも要チェックです！

団 体 の「 水 Do!」「 Refill Japan」
が 活 動の 輪を 広げ てい ます 。
＊ 佐賀でもマイボトル持参など活動の輪を拡げたいですね ＊
https://www.refill
-japan.org/

※Refill (リフィル)：詰替え、補充の意

販売時の電気が…

プラごみの多くを占める容器包装。
減らすために量り売りの品物を購入
したい！と思っても身近なお店が
わかりません。プラなし生活サイト内に、日本国内の

「量り売りショップ」のリスト＆MAP が掲載されています。
まだ佐賀県内のお店は掲載がないようなので、ご存じの方
飲んだらゴミに…

輸送時のガソリンが…

ぜひサイト内のお問合せよりご紹介ください。

●賛助会員募集中
水筒には
保冷機能も！

水道水を活用しよう！

●個人会員
●団体会員
繰り返し使える！

皆様のご支援お待ちしております。

年会費１口（1,000円）
年会費１口（5,000円）
詳しくは「うるおい佐賀」で検索

ZOOM IN

水車を通した水辺の環境学習です。地域での

環境サポーター派遣事業

佐賀県「ストップ温暖化」
県民運動推進会議活動紹介

水利の歴史や、水車の仕組みの学習として事前に

初夏恒例
リバースクール

作った水車を実際に水路で回します。子どもたちは
普段できない体験におおはしゃぎ！「水の怖さ」も
事前の安全講習でしっかりまなび、水に入って

水に浮くための安全な姿勢の練習

「水の力」の強さを実体験する事で、水辺の安全も学習します。自然の力が
動力になる体験はエネルギーの学習にもなりますね。自然豊かな山間での
体験を出前講座としてご利用頂けます。当会議まで是非お問合せください。
※新型コロナウィルス感染の流行状況によっては、受付を停止する場合もございます。

～温暖化対策よりも効果の見えるヒートアイランド対策～
灼熱の夏のアスファルト、
自動車やエアコンの排熱…私たちの生活がヒートアイランド現象を引き起こしているという事は、
CO₂の増加よりもずっと身近に感じます。将来の気温の上昇は、今まだ見当つかなくても、今いる場所に木陰があれば…
アスファルトが熱くなくなれば…涼しくなる事は想像できます。樹木や緑地を生かしたまちづくりをしたいですね。

昨年の県内のこどもエコクラブ活動で育てたお野菜の
苗の数、２７クラブ全部合わせたらこんなにありました！
ピーマン
ゴーヤ きゅうり トマト なす・オクラ 朝顔・他

303 本 92 本

建物は高反射塗料や
屋上・壁面緑化を
広葉樹を街中へ
道路は遮熱性舗装を

空調に地中熱
を利用
駐車場の緑化

真夏の窓辺、
暑さ対策していますか？
室内で遮熱対策をするよりも、
室外を日陰にすると効果的。
コツは
・窓からはなす(風を通すため)・遮熱に優れた素材を使うこと
収納にゆとりがある方には”よしず“がおすすめ。すだれよりも
茎が太いためしっかり熱射を防いでくれます。収納を選ばない
日よけシートも手軽でおすすめ！農業用のメッシュシートでも
2 重にするとよい日影になります。どちらも、緑のカーテンを
這わせたり、朝夕散水すると、もっと涼しくなりますよ。

75 本

61 本

45 本

他にも、コーンやカボチャ、スイカなどの夏野菜の他、サツマ
イモの苗を植えた所も。普段はあまりお野菜を食べない子も
自分で育てたお野菜は食べられるようになったとか！お世話を
しないと葉っぱが元気をなくす事など、自然は中々思った通り
にはいかない事を、身をもって体験した子どもたち。大人に
なっても自然環境を守る事の大切さを忘れないまま大きくなっ
てね！（ちなみに、一番人気のゴーヤは「やっぱり苦かった」
という感想が多かったです(笑)でも食べられて偉い！）

グリーンカーテンで省エネできる！自然の力で
賢く涼しく
窓1 枚分を覆う
グリーンカーテンで
1 日あたりエアコン

1～1.5 時間
分程度の節電に！

昨年、県内のこどもエコクラブで育てたグリーン
カーテンの苗が合わせて４２６本ありました。
４本の苗で 1 枚の窓を覆うと、なんと
掃き出し窓 106 枚分にもなります。皆で
一斉に取り組むとすばらしい効果がありますね！

※↑２m×２m のグリーンカーテン設置の場合の８畳用エアコンの一日当たりの節電量
緑のカーテンによる省エネ及びＣＯ２削減効果の試算（横浜市環境科学研究所）より

Pick up
エアコンの
いらない家
自然のチカラで快適な
住まいを
つくる仕組み
著者：山田 浩幸
出版：エクスナレッジ

え！こんな有名な花も
レッドデータにのってるの？

ナショナルジオグラフィック
日本語版 2020 年 4 月号

💡おすすめポイント

寒暖と不快の仕組みをわかりやすい
イラストで解説。ページを追うごとに、
💡おすすめポイント
どうすればエアコンが不要になるのかが
地球のどこかで、今も何かが起きている 見えてきます。家づくりの本ですが、
こと、どういう未来を私たちは歩むのか、 暮らしを快適にする仕組みがわかり、
見て、読んで、感じ、考えることができます。 既存の家でも取り入れられる省エネの
知りたい、学びたい人にお勧めです。
工夫やヒントがたくさん載っています。

出版：日経ナショナルジオグラフィック社
山野の草地に生えている”キキョウ”は、絶滅危惧
Ⅱ類種です。
「ストップ温暖化」事務局では県内の絶滅危惧種
の植物をまとめた「レッドデータブック さが
2010」を販売しています。お手元で是非ご活用く
ださい●販売価格：2,000 円（送料・税込み）

発行：佐賀県｢ストップ温暖化｣県民運動推進会議 〒840-8570 佐賀市城内 1-1-59 佐賀県庁県民環境部環境課内
ホームページ:uruoi-saga.org
mail:kaiteki@po.saganet.ne.jp ＊＊＊ご意見・ご感想お待ちしています＊＊＊

