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ジャンボ！とは、スワヒリ語で「こんにちは」の意味。転じて、この「出会い」を楽
しむ関係＝ネットワークづくりのココロイキとして、名づけました。
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暦の上では秋。まだまだ暑いですが、虫の音を聞くと、近づく秋を感じます。
２００７年５月１９日（土）、「もっともっと環境塾２０００」の総会が終了しました。その３週間前には、なごや環境塾に関係
した者たちが集まって「なごや環境塾の会」が設立されました。そして、７月２８日から始まった「なごや環境塾２００７」の講
座に、この「なごや環境塾の会」が協力という形で参加しています。新しい協働を求めて活動が始まったばかりの「なごや
環境塾の会」です。「もっと２」ともども、「なごや環境塾の会」の活動もよろしくお願いしたいと思います。
新しいステージへと「もっと２」の活動が入りかけているようです。できることをやる。一歩ずつ進んで行くのが「もっと２」
らしさでしょう。

活動実績

２００７年５月〜

２００７／８／１０（金）・・・「カンちゃんのダメダメ日記」
夏休み ECO ファミリーまつり in 清水屋藤ヶ丘店
２００７／８／８（水）・・・・「カンちゃんのダメダメ日記」 下水道科学館 夏まつり
８月 定例会
２００７／７／７（土）・・・・・なごや環境塾の会 中間報告会
２００７／６／２０（水）・・・・「カンちゃんのダメダメ日記」 天白区栄光八事幼稚園
２００７／６／１６（土）・・・・６月 定例会
２００７／６／６（水）・・・・「カンちゃんのダメダメ日記」 中村区ほのか小
２００７／６／３（日）・・・・・「カンちゃんのダメダメ日記」 なごや水フェスタ
千種区鍋屋上野浄水場
２００７／５／１９（土）・・・・２００７年総会

２００７年 総会

５月１９日（土）

２００７年 総会

伏見ライフプラザ４階 講堂
参加者：会員８名＋応援団員１名

２００７年の総会が、環境塾でよく使用し、懐かしい伏見ライフプラザ４階講堂で開催され、予定された議題が承認さ
れました。久しぶりに懐かしい会員の参加もあり、昔話に花が咲きました。
話題の中心は、「なごや環境塾の会」と「もっと２」のことや絵本「カンちゃん」製本化についてでした。今後もこれらに
ついては検討していきます。詳細は、議事録をご覧下さい。
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近 況

A.N

もっと２の皆様、こんにちは。N です。
最近、活動にあまり参加できずにいますが、毎日の生活の中で少しでもエコな行動をと心がけています。
そんな中で楽しみながらやっていることがエコバッグ作りで、押入れにしまいこんでいる布切れや、数年前の着なく
なった服など、エコバッグになりそうな生地を見つけては作るようにしています。小さくたためる物が便利で、買う物
によってエコバッグを使い分けしながらいつも持って出掛けるようにしています。
時にはエコバッグに入りきらないほどたくさん買ってしまう事もあり
…予備の袋を持ち歩くようにしたいと思います。
今日、押入れの整理をしていたら、色が派手で着なくなったライム
グリーン色のブラウスと小さなシミが付いて着れなくなった水色のブラ
ウスが出てきたので、その二枚を使ってリバーシブルのエコバッグを
作りました。一枚だと荷物を入れるには頼りないブラウス生地も二枚
を合わせる事で丈夫になり、縫い目を中にすることによって見た目も
きれいなリバーシブルのエコバッグができました。持ち歩く時にたたん
でしまえる袋も付け、なかなか満足のいく仕上がりになりました。（*^̲^*）
写真右、左側は花の絵のステンシルのバッグ。
↑モノクロ版の方は、お許しを！
もともと手芸が好きなので、子供が小さい頃は手作りの服やカバン
などをよく作りました。兄弟でお揃いの服や親子ペアなど。着なくなった
大人の服を子供用にリメイクもしました。布にアクリル絵の具で絵を描く
ステンシルや、布の端切れを使ったパッチワークなどのキッチン小物は、
今でも大切に使っています。手作りの良さが物を大切にするこころを残
しているように思います。
これからも、物を大切にしながら楽しく作りたいと思っていますので、
良かったら一緒にいかがですか…。
素敵なエコバッグですね。
ま さに MOTTAINAI と HAND
MADE のコラボですなー。

カンちゃん実施 栄光八事幼稚園

↑エコバッグ

K.O

会員である O さんの幼稚園へ６月２０日に「カンちゃん」が訪問しました。そこで O さんからのメッセージです。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月２０日（水）に『もっともっと環境塾２０００』から、３名の方に来ていただき、いつもとは少し違う紙芝居が始まりまし
た。
紙芝居の中には、地球のためによくないことが５つ隠されているそうな…
どれどれ？(°Д°；≡°Д°；)。
さぁ、みんなで見つけて言ってみましょう〜ヾ(＠°▽°＠)ﾉ
その１．あっ☆カンちゃんが食べ物を残してる〜(￣□￣；)
食べ物を残しては ダメ ダメ
その２．あっ☆ごみの分別がしてない〜＼(*｀∧´)／
ごみの分別をしないと ダメ ダメ
その３．あっ☆レジ袋もらってる〜（-""-；)
レジ袋をもらっては ダメ ダメ
その４．あっ☆ごみのポィ捨て〜〜ヾ(｡｀Д´｡)ﾉ
ごみのポィ捨ては ダメ ダメ
その５．あっ☆まだ使えるのに捨ててる〜〜〜((((((ﾉﾟ⊿ﾟ)ﾉ
まだ使えるのに捨てては ダメ ダメ
他にも、ダンゴムシおじさんと一緒に小さな生き物の気持ちになってゴミを捨てられた苦しさを体験したり、ペットボト
ルの気持ちになって「分別されないとリサイクルされない！」と分別の仕方を体験したりしました。
(*^o^)乂(^-^*)
みんなで一丸となって
(*^o^)乂(^-^*)
ﾟ･*:.｡..｡.:*･ﾟ 地球の病気を治しましょう ﾟ･*:.｡..｡.:*･ﾟ
（栄光かわらばん ブログ より）
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夏休み ECO ファミリーまつり in 清水屋藤ヶ丘店

２００７．８．１０（金）
清水屋藤ヶ丘店

今年初めて、清水屋藤ヶ丘店で夏休み ECO ファミリーまつりが開催されました。この企画を受託したのが、リサイク
ルステーションの関係から（NPO 法人）中部リサイクル運動市民の会です。さらにその中Ｒより依頼を受けて、ファミリー
まつりのエコイベントゾーンに「カンちゃん」が参加しました。
このようなスーパーで「カンちゃん」を実施するのは初めてでした。そして、５階の催事場である１フロアが丸ごと ECO
夏まつりの会場でした。エコ体験ゾーンやエコ商品販売などいくつかのブースがあり、広々としたスペースの一画に狭い
ながらも「カンちゃん」専用ステージが設けられていたことは、驚きでした。
スーパー内で行われたエコスタンプラリー。「カンちゃん」の紙芝居に参加すると、もう一枚余分にシールがもらえま
す。実際に午前と午後の２回、「カンちゃん」と「CO2 ダンス」が終わると、私たちがシールを子どもたちに配りました。
このシールをエコ宣言をしながら壁のボードに貼ると、愛・地球博で大人気
となったモリコログッズがプレゼントされ
るということでした。このアイデアはなか
なか面白く、次に使える（？）。な―んて
思ってしまいました。
専用ステージは約２０名と、やや小さな
スペースでした。しかし、子どもたちとじっくり
話すことができ、エコ宣言することを喜んで
もらえて、何か充実感がありました。

J(なごや環境塾２００７)と、K（なごや環境塾の会）

K . A

昨年の 8 月にエコパルからの呼びかけで始まり、数回の検討会議、メーリングリストでの意見交換などを経て、なごや
環境塾修了生の会『なごや環境塾の会』（以下 K と表記）が 4 月 28 日（土）に設立されました。会員数は、2007 年 8 月
現在で、52 名。投票で決められた、幹事 5 名のうち 4 名が もっと２ のメンバーです。〈A･O･SA･SI〉
『なごや環境塾の会』の会則にある目的の一つは、＜持続可能な社会を目指し、『行動する市民』『協働する市民』を
育てることを理念とし、その具現化のために、会員自らも成長しながら、新しい『協働のあり方』を探り、構築していくこ
と。＞となっています。又、お互いの違いを認め合い、分かり合おうとする努力をしながら行動することも、目的としてい
ます。
当面の活動として、なごや環境塾２００７（以下 J と表記）の企画に意見を出して、何らかの形で関わって行く上で、会
員も含めた学びあいの場を展開することとし、J 開講まで継続的に開かれた企画会議（会議の構成メンバーは、千頭先
生、事務局、委託団体、『なごや環境塾の会』）にも、参加しました。
7 月 28 日（土）より、全 12 回のカリキュラムが始まりました。
J の受講生に求める目標〈獲得目標〉は、『自ら学ぶ力』『伝える力』『行動する力』『協働する力』。毎回の企画会議、
ふりかえりなどの場は、私たち K の学びにもつながります。
第１回から第 5 回までの第 1 部の大きなテーマは、【さまざまな協働のカタチを学び、その可能性を感じよう】。コミュニ
ケーションの大切さを学び、藤前干潟や東山の森のフィールドワークからは、五感を使って自然を感じ、その自然を保全
するうえでの、協働の形を学びます。
環境問題と自分たちの暮らしのつながりを気づいたら、環境デー
なごや２００７への出展を通じ、伝える力や、行動する力を養うカリキュ
ラムになっています。
K の会員も、講座の受付や進行、ふりかえりのファシリテーター
などの役割をこなし、K 自らの成長の場ということも意識しながら、
J 塾生同様に、J の場を学びあいの場としています。
K での もっと 2 のメンバーは、各期の中でも一番参加が多く、
心強い限りです。どんなことをしているか、メーリングリストでも今後も
報告していきます。修了生であれば、いつでも仲間になれますので、
設立総会 ０７年４月２８日
新しい協働の形を、構築してみたいと思ったら、連絡お待ちしています。
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下水道科学館 夏まつり

２００７．８．８（水）

名古屋市下水道科学館
「下水道科学館 夏まつり」は、まるはちの日の上下水道局のイベントとして８月８日（水）に開催されました。またま
た上下水道局の依頼ですが、夏まつりの中の一つのイベントとして「カンちゃん」を実施しました。今回は、午前と午後の２
回講演。時間がずれて、実験教室が同じ部屋で実施されるという、少々余裕のない「カンちゃん」でした。
午前中は、田幡保育園と名城保育園の園児たちが保育士さんたちに連れられて
来ました。紙芝居「カンちゃん」の後、約６０名で
「みんなでへらそう CO 2」のダンスを一緒に踊り
ました。
やっぱり、保育士さんたちが踊りや紙芝居に
ノルノリだと、園児たちも大喜び。元気な声を出して
くれました。
応援団の Y さんも来場し、よい記念となりました。

「イオン 幸せの黄色いレ
シートキャンペーン」商品交
換をしました。

「なごや環境塾２００７」 講座開始
本年度も「なごや環境塾 200７」が開講されて
います。本年度の主催はなごや環境大学実行
委員会、企画・運営を委託団体（NPO 法人）
中部リサイクル運動市民の会で、協力が「なご
や環境塾の会」です。
なごや環境塾の会の会員であると、なごや
環境塾２００７の講座の協力スタッフとして参加
したり、昔を懐かしんで講師の講義を受講したり、
講座資料を受け取ったりすることができます。
現在、Ｊ 受講生は３０名。なごや環境塾の会
（Ｋ）の会員候補生たちです。

イオン千種店で地域の助成
団体として登録していた期限
が来たため、以下の商品と交
換しました。
・コピー用紙 3 束
・プリンターインク２つ
・シャープ 8 本（配布用）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
以上 3300 円分でした。
レシート金額の１％ですが、何
かと助かります。

お知らせ掲示板
・環境デーなごや ９月２３日（祝・日） 久屋大通公園
・９月定例会 ９月２９日（土）なごやボランティア・NPO センター フリースペース １３：３０〜１５：３０
＊詳細は、A までお願いします。

編集後記
このジャンボの冒頭や A 代表の文章にもあるように、「なごや環境塾の会
（Ｋ）」が立ち上がり、活動を始めています。当面、Ｋに全力投球せざる得な
い状況になっています。
人材育成事業の第１期生として、できることを一歩一歩、進んできた「もっ
と２」の経験と智恵を働かせるときがきたのでしょう。まだまだ、未熟なのに
もう７年が経ちました。山あり、谷あり。紆余曲折。皺ばかりが増えたようで
すが、何となく、体の中には迸る血潮が流れているようです。
「なごや環境塾の会」のＨＰもできました。「もっと２」ともどもよろしく
お願いします。
URL：http://space.geocities.jp/k̲nagoyakannkyoujyuku/index.html
（ BY
ドクダー ）
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