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　この度の「みどりーむ」第12号の発行に伴いご挨拶申し上げます。
　北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会(グリーン北杜)は今年度、山梨県地域自然保護功労者表彰
を受賞いたしました。これまで活動してきた水源の保全や在来植物保護のための特定外来種駆除活動などの成果が認
められたものと思います。今後は、これを契機に、さらなる市内の自然環境保全活動を普及・推進していく所存でご
ざいます。
　また、昨年度よりコロナ禍における新たな展開として実施した「子ども環境フェスタ/ユーチューブ配信版」も今
年度、第2弾となる配信が開始されました。おかげさまで昨年を大きく上回る視聴回数とともに好評を頂いておりま
す。次年度は感染状況を勘案しながら、本来のフェスタ開催とユーチューブのハイブリット方式で継続していく意気
込みでおりますので、ぜひ市民の皆様には応援頂きたいと思います。
　さて世界では今、あってはならない暴挙が行われています。人間の歴史がドラマであるとするならば、地球は大き
な舞台です。しかし、その舞台は温暖化の影響で存亡の危機にあるのです。そのドラマの結末がどうであれ、今は舞
台を建て直すべき時なのではないでしょうか。
　ゼロ・エミッション、ゼロ・カーボン ～ ゼロ・バイオレンス！ゼロ・コロナ？・・。
　人間の欲を満たすための借財は、様々なゼロへの償還を迫られているようです・・！？
　結びといたしまして、グリーン北杜は、さらなる活動の輪を広げていきたいと考えておりますので、この「みどり
～む」をご一読いただいた市民の皆様におかれましては、当会へご加入頂けますようお願い申し上げまして、ご挨拶
といたします。

会　長　　篠原　充ご 挨 拶

グリーン北杜は
山梨県地域自然保護功労者表彰

を受賞しました



第12回

次世代を担う子どもたちが、ワークショップを通じて地球温暖化問題や環境保全
について楽しく学び、自ら考える力を養い、地元への愛着心を育むことを目的と
して開催する「子ども環境フェスタ」。昨年に引き続きＹｏｕＴｕｂｅからの動画
配信という方法で開催します。お好きな時間、お好きな場所で、ご家族みなさま
とぜひご覧ください。

北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会事務局
（北杜市森林環境部環境課内）
http://www.greenhokuto.jp/

（平日8：30～17：15）
E-mail：greenhokuto@gmail.com

TEL：0551-42-1341

主催 /北杜市、北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会
後援 /北杜市教育委員会、山梨県地球温暖化防止活動推進センター、八ヶ岳ジャーナル
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10時開講

ブドウによる“緑のカーテン”の育て方
山梨環境カウンセラー協会

手づくり太陽光パネルを体験しよう
㈲サンライト

石臼できな粉を作ろう
台ヶ原金精軒

森のクイズラリーをやってみよう！
公益財団法人　キープ協会

外来種見つけた！　
～靴底をきれいに～ グリーン北杜

きれいな水とよごれた水を
くらべてみる ㈱メイキョー

小麦プロジェクト

たんけん！ごみのゆくえ。

新聞紙でテント作り
㈱ピー・エス・ワイ

森林について
生活協同組合パルシステム山梨

森と私たちの「つながり」を
考えてみよう！ 八ヶ岳の森連絡会議

環境紙しばい「ぼくたち　みんな
で水を守ろう！」生活の森　八ヶ岳

北杜市役所　環境課

北杜市のエネルギー問題
甲陵高校

環境問題に関して
帝京第三高等学校（科学部）

きれいな水を守ろう
北杜市名水の里保全連絡協議会

北杜子どもエコクラブ

グリーン北杜で
検索してね

清里みんなの学校
ドローダウンってなあにぃ〜

お楽しみに！

で見て
ね！

グリーン
北杜ウェブ

～ソーラーパネルを
　　　新しい視点から見つめる～

～一人ひとりが
　　できること～

課外授業

甲府地方気象台の気象観測機器の紹介

甲府地方気象台

特別出演 チア　アップ
帝京第三高等学校（チアダンス部）

秋の深まりを　感じて
北杜市・明野少女合唱団

公益財団法人キープ協会 /県立八ヶ岳自然ふれあいセンター

森のクイズラリーをやってみよう！

甲陵高等学校

北杜市のエネルギー問題 
～ソーラーパネルを新しい視点から見つめる～

小麦プロジェクト
北杜子どもエコクラブ

生活の森 八ヶ岳

環境紙芝居
「ぼくたち みんなで水を守ろう」

低学年の部

市長賞

長坂小学校 3 年　板山　羅良

教育長賞

高根東小学校 2 年　黒木　奏多

グリーン北杜会長賞

長坂小学校 1 年　吉田　あさひ
高学年の部

市長賞

高根西小学校 6 年　綿鍋　花音

教育長賞

長坂小学校 4 年　堀内　櫂

グリーン北杜会長賞

長坂小学校 5 年　白倉　由唯

ホタルすむ　田んぼでそだつ　うまいこめ

おさがお　へちま　ぶどうもいいな　しぜんのカーテン　エコななつ

かわいいけどふやさない　がいらいしゅのおおきんけいぎく

自然環境　ひまわり、フクロウ、ヤマネなど　1つ1つ小さな命も守ろうね

守ろう　原風景　根からとろう　オオキンケイギク

アサガオでできる緑のカーテン　私ができる防止さく　みんなで防ぐ温だん化

　子どもたちの環境問題に対する理解と関心を深め、地球温暖化防止や環境保全
活動を行う意欲を高めるために、子ども環境標語を募集した。

（応募総数 1,327 点）

令和3年度 子ども環境標語
【北杜市子ども環境標語コンテスト事業】

Webで公開
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主 な 活 動 事 例主 な 活 動 事 例 令和 3年度

in 北杜～子育ての杜～ 北杜市子ども環境フェスタ



きれいな水を守ろう
北杜市名水の里保全連絡協議会

たんけん！ごみのゆくえ。
北杜市役所環境課

森と私たちの「つながり」を考えてみよう！
八ヶ岳の森連絡会議

石臼できな粉を作ろう
台ヶ原金精軒

ブドウによる“緑のカーテン”の育て方

山梨環境カウンセラー協会

森林について
生活協同組合パルシステム山梨

きれいな水とよごれた水を
くらべてみる

株式会社メイキョー

ドローダウンってなあにぃ～
清里みんなの学校

手づくり太陽光パネルを体験しよう

有限会社サンライト

外来種見つけた！～靴底をきれいに～

グリーン北杜

秋の深まりを 感じて
北杜市・明野少年少女合唱団

新聞紙でテントづくり
株式会社ピー・エス・ワイ 帝京第三高等学校 科学部

環境問題に関して 
～一人ひとりができること～

  

甲府地方気象台の
　気象観測機器の紹介

2 3

主 な 活 動 事 例主 な 活 動 事 例 令和 3年度

in 北杜～子育ての杜～ 北杜市子ども環境フェスタ
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オオキンケイギクの生息調査および駆除 と　き 5月23日（土）

【地球温暖化対策部会】

名水3か所を3ヵ年事業で巡ってきました
北杜グリーンツーリズム推進部会　部会長　原　智子

【北杜グリーンツーリズム推進協議会】

今、地球上でありえないこと、
　　　　信じられないことが起きている「戦争」である。
　戦争とは、物を壊し、燃やし破壊尽くすこと、人を傷つ
け、殺すことを言う。ことは、2022年2月24日ロシア軍
が隣国ウクライナを突如大軍をもって侵略を始めた。ロ
ケットがミサイルが一方的に飛び交い、その先の建物か
ら大きな炎が上がり瓦礫となって飛び散っているのが
映る。あの瓦礫と炎の下には多くの市民が暮らしている
のではないか。想像するだけで身の毛がよだち怒りが
こみ上げてくる。「やめろ、やめろ、その下には人がい
る。」
　だが、戦争のボタンを押した瞬間から容赦なく、年齢、
男女、子供関係なく攻撃する。そして、多くの建物を破
壊炎上し焦土化する。人を含む生き物たちも傷つけ殺
してゆく。毎日のテレビ画面は「戦争」の姿を私たちに
伝えている。
　「戦争」はどのような理由、説明をしても破壊、殺人以
外のメッセージはない。侵略する側も守る側も、ときの為
政者が互いに正義を声高に叫び、正当性を訴えている時
間帯にも爆弾は破裂し、砲弾・銃弾は飛び交う。いったい
どこまで破壊し死者が増えれば「戦争」を止めるのか。
　私たち日本人は、経験している。もし、ときの軍部・指

導者が数週間早く「戦争」を止めていれば東京大空襲
をはじめ全国の小都市（山梨では大月市）までの無差別
空襲、そして、極め付きが広島・長崎への原子爆弾投下
による生けるものすべての消滅作戦までは行き着かな
かったであろう。
　今起きているウクライナ戦争はどのような結末を迎
えようとしているかは分からないが、まだまだ多くの若
者、年寄り、子供、女性達の命が奪われ続けるだろう。だ
から、より多くの人を殺した方が勝利者となる「戦争」の
結果の理不尽、不条理だけはやめろ！！
　第二次世界大戦後、国際紛争を「戦争」で解決しよう
として成功した試しはない。すべてが失敗している。歴
史を認めるべきだ。ベトナム戦争、アフガン戦争、イラク
戦争、シリア戦争、その他しかり。ロシア・ウクライナの指
導者たち直ちに「戦争」を止めるべきだ。そして、世界各
国の指導者たちと全世界の人々で「戦争やめろ」の声を
上げなければならない。
　生きとし生ける者の環境、地球環境を「戦争」は脅か
す、絶対にあってはならぬ出来事である。

事務局長　進藤眞夫

会員紹介

　ある夏、日本の高校生がドイツへ行って現地の
高校生と交流したときのこと。日本の高校生が
「ここに自動販売機があったらいいな、冷たいも
のが飲めるのに」と。そのことばにドイツの高校
生は、
「私は自動販売機は嫌いだよ、　　　　
　　　　　やさしさが伝わらないもの。」

と言ったそうです。思えば私たちの周囲には今や
至る所に自販機が設置され、日光や外気に直接さ
らされながらも冷やしたり温めたりしています。
想像してみてください、その自販機の電力消費量
はどんなでしょうか。便利さ故に普及し利用して
いる自販機をこんなふうに捉える若者がいること
に驚くと同時に嬉しい気持ちにもなりました。

小澤　久「やさしさが伝わらない」と「夜は暗いもんだ」

　もう一つ、日本からオーストラリアを訪問した
人の話。オーストラリアの人の家庭での照明の暗
さに、「もっと消費電力が少なくて明るい照明が
あるよ」と伝えたところ、そのオーストラリア人は

「夜は暗いもんだ。」
と答えたそうです。夜が暗いものだと思えば必要
以上に明るくする必要はないし、夏は暑いものだ
と思えば必要以上に冷房する必要はない、冬は寒
いもの、等々。こんな考え方一つで私たちはずい
ぶんとエネルギーも資源も消費を抑えることが出
来るのではないでしょうか。
　気候変動が深刻化し、更に激動する世界情勢で
エネルギー危機にも直面している私たちに必要
なものは「物より人」「便利さよりこころ」なのか
も知れません。　

　3年目の今年は「釜無川・尾白川・大武川」を天然水
として愛される水の側面と災害からの治水による今
の生活の側面の両方から注目し、今後へつながる地
域の保全活用、郷土知識を深める学習材料として活
用していきたいと考えました。

　北杜市内の釜無川橋河川敷（武川町）、県道八ヶ岳公園線（大泉町）、たかねの湯前
（高根町）の3か所に於いて、「オオキンケイギク」の生息調査と駆除を行いました。新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加者の一般公募はしませんでした。オオ
キンケイギク駆除活動及び生息状況調査を今後も継続して行っていきます。

③昼食（眞原　駒ケ岳スキレット）

④武川・白州地区散策・検証
①名水公園べるが　温泉水から塩を作って商品化

②水耕栽培葉物工場見学　NXアグリグロウ㈱

　北杜という地形と地質から生まれる、塩、水。商品化した生産物を見学。

　葉物工場は、以前見学
したトマト工場と、工程の
違いなど知ることが多く
あり、興味深く見学した。

　昼食は、満足度が高く、良い空間時間を経験することができまし
た。パーテション設置、ひとテーブルに対面2名のコロナ対策を実施
しながら食事。

　甲斐駒ヶ岳登山口の
靴マットを確認、横手
駒ケ岳神社参拝

　駒ケ岳神社から横手の田ん
ぼ脇を歩きながら、登山道2番
観音、巨摩神社を散策し、車窓
から、堰の流れを追って川への
落ち口を確認しました。最後
に、大武川に合流する前の石空川の護岸設備を橋の上から確認。大
武川の護岸設備との違いを確認。合流点での土砂の流出の理由を
確認。今後の課題として石川空の設備と思うが、自然との戦いでも
あり、人間としてどうしたら良いか考える課題である。

駒城橋東詰から、大武川の川の様子を見る。災害当時の記録写真と
現場を見比べることができるような説明をいただく。

①名水公園べるが　温泉水から塩を作って商品化
②水耕栽培葉物工場見学　NXアグリグロウ㈱
③昼食（眞原　駒ケ岳スキレット）
④武川・白州地区散策・検証

見学場所
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オオキンケイギクの生息調査および駆除 と　き 5月23日（土）

【地球温暖化対策部会】

名水3か所を3ヵ年事業で巡ってきました
北杜グリーンツーリズム推進部会　部会長　原　智子

【北杜グリーンツーリズム推進協議会】

今、地球上でありえないこと、
　　　　信じられないことが起きている「戦争」である。
　戦争とは、物を壊し、燃やし破壊尽くすこと、人を傷つ
け、殺すことを言う。ことは、2022年2月24日ロシア軍
が隣国ウクライナを突如大軍をもって侵略を始めた。ロ
ケットがミサイルが一方的に飛び交い、その先の建物か
ら大きな炎が上がり瓦礫となって飛び散っているのが
映る。あの瓦礫と炎の下には多くの市民が暮らしている
のではないか。想像するだけで身の毛がよだち怒りが
こみ上げてくる。「やめろ、やめろ、その下には人がい
る。」
　だが、戦争のボタンを押した瞬間から容赦なく、年齢、
男女、子供関係なく攻撃する。そして、多くの建物を破
壊炎上し焦土化する。人を含む生き物たちも傷つけ殺
してゆく。毎日のテレビ画面は「戦争」の姿を私たちに
伝えている。
　「戦争」はどのような理由、説明をしても破壊、殺人以
外のメッセージはない。侵略する側も守る側も、ときの為
政者が互いに正義を声高に叫び、正当性を訴えている時
間帯にも爆弾は破裂し、砲弾・銃弾は飛び交う。いったい
どこまで破壊し死者が増えれば「戦争」を止めるのか。
　私たち日本人は、経験している。もし、ときの軍部・指

導者が数週間早く「戦争」を止めていれば東京大空襲
をはじめ全国の小都市（山梨では大月市）までの無差別
空襲、そして、極め付きが広島・長崎への原子爆弾投下
による生けるものすべての消滅作戦までは行き着かな
かったであろう。
　今起きているウクライナ戦争はどのような結末を迎
えようとしているかは分からないが、まだまだ多くの若
者、年寄り、子供、女性達の命が奪われ続けるだろう。だ
から、より多くの人を殺した方が勝利者となる「戦争」の
結果の理不尽、不条理だけはやめろ！！
　第二次世界大戦後、国際紛争を「戦争」で解決しよう
として成功した試しはない。すべてが失敗している。歴
史を認めるべきだ。ベトナム戦争、アフガン戦争、イラク
戦争、シリア戦争、その他しかり。ロシア・ウクライナの指
導者たち直ちに「戦争」を止めるべきだ。そして、世界各
国の指導者たちと全世界の人々で「戦争やめろ」の声を
上げなければならない。
　生きとし生ける者の環境、地球環境を「戦争」は脅か
す、絶対にあってはならぬ出来事である。

事務局長　進藤眞夫

会員紹介

　ある夏、日本の高校生がドイツへ行って現地の
高校生と交流したときのこと。日本の高校生が
「ここに自動販売機があったらいいな、冷たいも
のが飲めるのに」と。そのことばにドイツの高校
生は、
「私は自動販売機は嫌いだよ、　　　　
　　　　　やさしさが伝わらないもの。」

と言ったそうです。思えば私たちの周囲には今や
至る所に自販機が設置され、日光や外気に直接さ
らされながらも冷やしたり温めたりしています。
想像してみてください、その自販機の電力消費量
はどんなでしょうか。便利さ故に普及し利用して
いる自販機をこんなふうに捉える若者がいること
に驚くと同時に嬉しい気持ちにもなりました。

小澤　久「やさしさが伝わらない」と「夜は暗いもんだ」

　もう一つ、日本からオーストラリアを訪問した
人の話。オーストラリアの人の家庭での照明の暗
さに、「もっと消費電力が少なくて明るい照明が
あるよ」と伝えたところ、そのオーストラリア人は

「夜は暗いもんだ。」
と答えたそうです。夜が暗いものだと思えば必要
以上に明るくする必要はないし、夏は暑いものだ
と思えば必要以上に冷房する必要はない、冬は寒
いもの、等々。こんな考え方一つで私たちはずい
ぶんとエネルギーも資源も消費を抑えることが出
来るのではないでしょうか。
　気候変動が深刻化し、更に激動する世界情勢で
エネルギー危機にも直面している私たちに必要
なものは「物より人」「便利さよりこころ」なのか
も知れません。　

　3年目の今年は「釜無川・尾白川・大武川」を天然水
として愛される水の側面と災害からの治水による今
の生活の側面の両方から注目し、今後へつながる地
域の保全活用、郷土知識を深める学習材料として活
用していきたいと考えました。

　北杜市内の釜無川橋河川敷（武川町）、県道八ヶ岳公園線（大泉町）、たかねの湯前
（高根町）の3か所に於いて、「オオキンケイギク」の生息調査と駆除を行いました。新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加者の一般公募はしませんでした。オオ
キンケイギク駆除活動及び生息状況調査を今後も継続して行っていきます。

③昼食（眞原　駒ケ岳スキレット）

④武川・白州地区散策・検証
①名水公園べるが　温泉水から塩を作って商品化

②水耕栽培葉物工場見学　NXアグリグロウ㈱

　北杜という地形と地質から生まれる、塩、水。商品化した生産物を見学。

　葉物工場は、以前見学
したトマト工場と、工程の
違いなど知ることが多く
あり、興味深く見学した。

　昼食は、満足度が高く、良い空間時間を経験することができまし
た。パーテション設置、ひとテーブルに対面2名のコロナ対策を実施
しながら食事。

　甲斐駒ヶ岳登山口の
靴マットを確認、横手
駒ケ岳神社参拝

　駒ケ岳神社から横手の田ん
ぼ脇を歩きながら、登山道2番
観音、巨摩神社を散策し、車窓
から、堰の流れを追って川への
落ち口を確認しました。最後
に、大武川に合流する前の石空川の護岸設備を橋の上から確認。大
武川の護岸設備との違いを確認。合流点での土砂の流出の理由を
確認。今後の課題として石川空の設備と思うが、自然との戦いでも
あり、人間としてどうしたら良いか考える課題である。

駒城橋東詰から、大武川の川の様子を見る。災害当時の記録写真と
現場を見比べることができるような説明をいただく。

①名水公園べるが　温泉水から塩を作って商品化
②水耕栽培葉物工場見学　NXアグリグロウ㈱
③昼食（眞原　駒ケ岳スキレット）
④武川・白州地区散策・検証

見学場所



グリーン北杜（北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会）
・グリーン北杜とは ・グリーン北杜の構成
グリーン北杜（北杜市地球温暖化対策・クリーンエ
ネルギー推進協議会）は、「地球温暖化対策の推進に
関する法律第２６条第１項」に基づく温暖化対策・
地域協議会で、平成 20 年 3 月に設立しました。北
杜市内の地球温暖化防止対策とクリーンエネルギー
の利活用の推進のため、市民、団体、事業者、行政
等が協働し、共に考え、具体的な実践行動や普及啓
発活動に自主的・自発的に取り組んでいます。

グリーン北杜は大きく 3 つの部会で構成されており、それぞれ
の専門性を活かしながら互いに連携を取り事業を進めています。
　◆地球温暖化対策部会
　　民生部門における地球温暖化防止活動の推進および、地域

における環境学習を担当
　◆クリーンエネルギー推進部会
　　水力発電、太陽光発電、バイオマス利用など、自然資源を

活かしたクリーンエネルギーの利活用の推進を担当
　◆北杜グリーンツーリズム推進部会
　　北杜市次世代エネルギーパークの実現に向け、エコツアー

の企画や運営を担当

●会員企業・団体（順不同）
北杜市環境事業協同組合、（有）クリーン・トレード、浅川太陽光発電所、山梨自然エネルギー発電（株）、（株）カナマル、(株)ピー・エス・ワイ、
金精軒製菓（株）、エコサポート、国土興産（株）、（株）スパティオ小淵沢、イワショー（株）、株式会社ＡＯＢ慧央グループ、
公益財団法人キ－プ協会、富士工器（株）山梨工場、（株）西商店（山梨店）、（株）茅ヶ岳観光バス、（株）保坂環境、原商店、峡北衛生社（有）、
（有）大泉タクシー、（株）塩川クリーン、（有）アグリマインド、（有）アカシヤ、（株）環境管理コンサルタント、日本小水力発電（株）、
生活の森八ヶ岳、（株）おいしい学校、北杜市消費生活研究会、
NPOえがおつなげて、NPO森造、八ヶ岳興民館、峡北地区林業研究会、NPO八ヶ岳コミュニティ放送
「かえるの森へ！」をかんがえる会、(一社）山梨県環境管理協会

あなたのアイディアを地域の環境保全に活かしてみませんか
　■お申し込み・お問い合わせは事務局まで　■年会費　個人 1,000 円　　団体 3,000 円　　事業者 10,000 円
グリーン北杜に関するお問い合わせ

グリーン北杜HP　http://www.greenhokuto. jp/
グリーン北杜事務局（北杜市森林環境部 環境課内）
TEL.0551-42-1341 FAX.0551-42-2235

内容、所要時間、場所等はご希望に応じてアレンジ可能です。
●活用方法／公民館活動、婦人部活動、育成会活動等　　　
●対象人数／ 10 名程度～
●申込み方法／グリーン北杜事務局までご連絡ください。
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グリーン北杜
会員募集！！

グリーン北杜では地域の環境学習会開催に取り組んでいます。
ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

地域で学ぼう！！地球温暖化防止活動推進プログラム地域で学ぼう！！地球温暖化防止活動推進プログラム

・実践！エコクッキング
・電気はどこから来るの？（室内版）

・太陽エネルギーの秘密？
　～ソーラークッカーで料理！～

・てんぷら油でせっけん作り！
・川の生き物を調べよう！
　　　　　　　　　　　など

このほかにもご希望に沿った学習プランに
対応します。

〈プログラムの一例〉


