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環境省の平成２８年度協働取組加速化事業の取組が佳境に入っています。
本年度実施している環境省の協働取組加速化事業は宇部市の行政、民間環境団体、学識経験者などが連携して、「子供
たちの生きる力を育むための地域教育力向上プロジェクト」として、本年度事業を展開しています。また、企業の方々と
の連携も模索しています。8 月～10 月には、リサイクルプラザ・アクトビレッジおの・各校区ふれあいセンターなどの拠
点で、こども達に対する多彩な学習支援や環境教育プログラムの実践と、教育方法の改善に関する検討を行ってきました。
環境省プロジェクト事業として、11 月には、以下の２件の外
部講師招聘による環境学習指導者研修会を開催します。本プロ
ジェクトの関係者以外にも、一般の方の参加を歓迎しますので、
電話またはメールにてお申し込みください。
(薄井洋基)

日時：11 月 15 日（火曜日）18:00～20:00
会場：宇部マテフレッセラテニスコート第１会議室
(宇部市神原町 1-7-45)

講師：広島修道大学人間環境学部
教授 西村 仁志 氏
講演題目：
「ESD～持続可能な未来を拓く教育実践」
講演概要：「ESD は、人・自然・社会をつなぎ直し、
「持続可能な社会づくり」への参加と行動をもとめ
る新しい教育実践です。ESD とはいったい何か、ま
た ESD が登場してきた経緯や環境教育との関係など
についてもお話しします。」

日時：11 月 12 日（土曜日）13:30～15:30
会場：宇部マテフレッセラテニスコート
第１会議室(宇部市神原町 1-7-45)
講師：早稲田大学 研究戦略センター
准教授 島岡 未来子 氏
講演題目：
「環境省地域活性化に向けた協働取組の加速化
事業：その目的と実践からの学び」
講演概要：
「地域活性化に向けた協働取組の加速化事業」は、
地域における課題解決や地域活性化の上で重要な役割を果たし
ている NPO の活動、ソーシャルサービス等人材、資金、信頼性
向上の点から支援するために、中間支援組織の体制強化や地域
における協力・連携体制の整備等を促進する活動です。全国ア
ドバイザリー委員、作業部会委員として関わってきた経験から、
事業の趣旨、現場の実態や学びについてお話します。」

第 22 回まちなかエコ市場

(環境省プロジェクト共催)

「里山ビオトープ二俣瀬の維持と活用について」

12 月 3 日(土) Day 13:00～16:00
Evening 16:30～19:30

講師：関根 雅彦さん
(山口大学 大学院創成科学研究科 教授)
日時：平成 28 年 11 月 23 日（水・祝）10:00～16:00
集合場所：里山ビオトープ二俣瀬駐車場
参加料：無料(100 エコハ進呈)
☆午前中からの参加者には昼食を準備します

お申し込みはこちらまでお願します！
宇部市まちなか環境学習館 事務局
TEL 0836-39-8110 (受付 9:00～17:00)
e-mail ubekankyocom@gmail.com
締切り 両講演会とも１１月９日(水) ＊火曜日休館

今回のエコ市場のテーマは

事前
申込

持ち物：飲料水、タオル(必要に応じて長靴)
参加を希望される方は 11 月 16 日(水)までに電話でお申し込み
下さい。学習館 TEL 0836-39-8110 (9:00～17:00) ＊火曜日休館
午前中、ビオトープにて行われる、外来種除去、草刈り等維
持管理作業に参加し、案内も受けます。その後、二俣瀬ふれ
あいセンターに移動し、昼食後、標題のお話を聞いた後、
ワークショップを行います。
安全に作業ができるような服装で、
外来種除去に興味ある方は
長靴をご持参ください。

“初めてのクリスマス Day＆Evening
「変わってみよう＝Innovation」”です。
12 月は、銀天エコプラザ前に宇部未来会議がクリ
スマスイルミネーションの飾り付けを行います。
まちなかエコ市場は、子育てグッズリユース広場な
ど、これまでのエコ市場に加えて、夕方からクリスマ
スイルミネーションを背景にして歌や演奏が楽しめ
る企画です。
☆エコ市場も初めてのクリスマスです☆
【ワークショップ ①１３：００～14:30 ②15:00～16:30】
① ツリーのタペストリー② 廃油キャンドル
お申込み、お問合せは、学習館(℡ 0836-39-8110)まで。
宇部市営バス『市街地循環線』『イルミネーションバス(期間限定)』で
お越しください。お待ちしています！

まちなかおそうじ隊は、月に一度、まち
11 月 27 日(日)15:00～
なか環境学習館周辺や塩田川、中川
などを掃除しています。メンバーは、そ まちなか環境学習館前に集合です。
の日集まってくださった方々。みんな (道具は用意しています)
で「まち」をきれいにしませんか。社会
おそうじ隊参加者には
環境地域通貨エコハ 2 枚進呈！
貢献と掃除後は茶話会のひと時を♪

宇部市環境学習ポータルサイト

「うべっくる」
うべっくる

検 索

http://www.ubekuru.com kuru.com

環境活動団体紹介コーナー

宇部市にはじめて誕生したまちづくり会社 株式会社
にぎわい宇部です。
宇部市と宇部商工会議所が出資し、４月に設立、７月
５日に銀天エコプラザからアーケードを西へ６０ｍほ
ど歩いたところの空き店舗にオープンしました。
空き地、空き店舗が増え続け、年々衰退する中心市街地。
宇部市では、平成２６年度に策定された「宇部市にぎわ
いエコまち計画」に基づき、中心市街地に居住や都市機
能を集中させる施策を行っていますが、空き地を集約
し、民間の投資を誘導するのが、株式会社にぎわい宇部
の役目です。
また、事務所には、人が集い、交流の場となるよう、フ
リーＷｉＦｉ、ドリップコーヒー（すみません、有料で
す・・・）を完備した交流スペースがあり、まちづくり、
起業創業に関するセミナーや会議が行われます。行事の
ない日は、どなたでも自由に利用できますので、ぜひ一
度遊びに来てください。

まちなか環境学習館 薄井館長の

コラム

ボランティアの心
人はどのような気持ちでボランティア活動に携わるので
しょう。日々の生活において、家族を守り糊口をしのぐた
めに、先ずは仕事に携わり、その代価として収入を得るこ
とが大事です。でもそれだけで、人は満足感を得るのでし
ょうか。子どもの時から培われてきた道徳観、あるいは成
人してからの人との出会い、経験の蓄積により培われた人
を思いやる心は、私たちの人生を豊かにしてくれます。仕
事一辺倒の人は、その職業の使命感を達成する喜び、家族
の幸せを守る喜びを実感しつつ、時には趣味の充実で喜び
を得ることでしょう。でも、それに加えて、
「人のために、
社会のために良くしてあげる利他の行為」を実践すること
は、地域のコミュニティーへの参加が薄れつつある日本の
現状においても、私たちの人生の質を向上させる良い方法
であると思います。自分の生活の質を向上させようとする
欲求はいつの世も、人を駆り立てるものですが、足ること
を知り清貧の生活を心がけようと決意すれば、物事の見方
が大転換をして、現役生活を続けながらも、なにがしかの
利他の行為が可能になると思います。そのような思いの人
の層が厚くなることが、ボランティアの仲間を増やし、活
動の活発化に繋がる基本であると思います。

ＨＰ
Facebook

http://nigiwai-ube.co.jp/main/
https://www.facebook.com/nigiwaiube/

私の友人で、退職後、悠々自適の生活で、週 5 日は色々
な趣味の会で楽しく過ごしており、私には「あるがままで、
生きるのがいいよ」と意見をしてくれます。私はそれに対
して、
「自分の道徳観、宗教観を磨いて、それを人の為の行
為に移していく方が、もっと良い人生だ」と反論していま
す。それも酒を酌み交わしながらの話で、最後は、
「君の頭
は何もしなくても既に禿げている、私は無理をしても頭を
刈っている。まあ、五十歩百歩だな。」と笑い合っています。
ところでボランティアに携わる際の自戒の一言を述べた
いと思います。どのようなボランティアも、特に長年にわ
たって活動を続けてきた方々には頭の下がる思いがしま
す。ただ、ボランティアに携わっている間に、自分の思い
が先行して、「こういう目的でボランティア活動をやるの
だ！」と言う点に固執する傾向のある方も、ままあるよう
に思います。独断専行はいけません。原点に立ち返って、
「私は、人に恩返しをするために、人のためにボランティ
ア活動をするのだ」という、広い穏やかな心を持っていた
だきたいと思います。そして、職業に従事している人を含
めて、人を想う心で皆さんと絆を広げましょう。
リタイアして、ボランティア活動に参加される方も多い
のですが、現役の時から、これと思い定めた活動に積極的
に参加する方が増えることを期待しています。活動してい
る人の数が増えることが、ボランティア活動の永続性の大
きい源です。皆さんの積極的な「利他の行為」が増えるこ
とを願ってやみません。
（薄井洋基）

宇部新川駅

宇部市まちなか環境学習館
ANA クラウンプラザ
ホテル宇部
西京銀行

銀天エコプラザ

交通手段 ＪＲ宇部線：
「宇部新川駅」徒歩 7 分
宇部市営バス：
「宇部中央バス停」徒歩 3 分

宇部市役所
締

東京三菱
ＵＦＪ銀行
スーパーホテル
Ｃｉｔｙ宇部

〒755‐0045 山口県宇部市中央町二丁目 11 番 21 号
真

「宇部中央」バス停

岡本医院
すき家

銀天エコプラザ

国道 190 号

駐車場 無し (近隣の有料駐車場等をご利用ください)
TEL/FAX 0836-39-8110 E‐mail ubekankyocom@gmail.com

ジョイフル

開館時間
CoCo 壱番屋

ローソン
快活クラブ

休館日

9 時～21 時
毎週火曜日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）

