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宇部市環境学習ポ
ータルサイト「うべ
っくる」の運営はま
ちなか環境学習館銀
天エコプラザの運営
「うべっくる」HP より
に付随した業務であ
り、指定管理者の当法人としては当初より、市民の環境啓
発を目的に力を入れています。
発信は、対象を考慮して、ブログ、フェイスブック、ツィ
ッターの 3 つを利用しています。ブログを基本において、
興味ある方にはフェイスブック、ツィッターに記載した URL
からブログを訪問してもらうことを期待しています。
平成 28 年度からポータルサイトの担当者の交代により、
特にツィッターで定期的に流していた学習館開館状況の投
稿をやめた関係で、
ツィッターのアクセス数は 28 年度は 27
年度に比べて一日あたり 822 から 364 と急減し、フェイス
ブックは 277 から 147 へ、ポータルサイトも 84 から 66 へ
と減少しています。
一方、投稿件数あたりのアクセス数はツィッターは平成
28 年度は 27 年度に比べてブログは 42 から 75 に増加し、

11 月

フェイスブックは同
程度、ツイッターは
大きく増加していま
す。ブログは時間が
たてば、徐々にアク
セスが増える傾向が
あり、やはりしっか
りした記録として残
すことが大切である
と思われます。フェ
イスブックでアクセ
スの多い記事は、関係者の人数が多いエコ市場や環境サロン
の記事など、ツィッターでは、意外にまじめな記事やこころ
の環境問題などに関心が高い傾向があるようです。
「うべっくる」は元々、宇部市の環境関連三拠点の情報発信
を目指していましたが、ときわミュージアム、ときわ動物園
には独自のホームページが整備されており、またアクトビレ
ッジおのもホームページの他、とくにフェイスブックで情報
発信が行われているので、とくに重要な記事のみ掲載される
仕組みになっています。
今後も、出来るだけ多様な情報が発信できるよう工夫をし
て参ります。
浮田正夫

申込
不要

ている期間が短くなったということである。この氷の上でアザラシ
を狩るホッキョクグマにとっては正に死活問題。このままの状態
第９回 「生きた動物を通して地球環境問題を考える が続けば地球上からホッキョクグマは姿を消すだろう。絶滅する
～ホッキョクグマは絶滅するのだろうか～」 のである。地球温暖化の原因は、この地球で我が物顔に暮らし
講師：宮下 実さん(宇部市ときわ動物園園長) ているヒト（学名 Homo sapiens）という動物が排出している二酸化
【宇部志立市民大学環境学部 OB 会共催】 炭素などの温室効果ガスである。原因を作ったのがヒトであるな
らばそれを止めるのもヒト。ヒト以外に行える動物は
日時：１１月１５日（水）18:00～20：00
いない。こうした観点から環境問題を考えてみたい
場所：ヒストリア宇部 第４交流室
と思います。
「地球温暖化」は遠い将来の出来事と考
えている人が多い。だがこれは今まさに
環境サロンは、身近な環境問題などをテーマに、
進行中の地球の危機なのである。温暖
皆で気軽に学び、語りあえる場です。どなたでもご
化の影響の強い北極圏では海氷が解け
参加費 200 円(資料代) 高校生以下無料 (100 エコハ進呈)
るのが早く、凍結するのが遅くなってきて
☆お問い合わせ : まちなか環境学習館 TEL0836-39-8110
いるという。つまり北極海が海氷で覆われ

学習館では、まちなか環境学習館
日(日)
周辺や銀天街アーケード、塩田川、 11 月
１５：００～
中川等を掃除しています。メンバ
学習館前に集合
ーはその日集まってくださった
方々。楽しく「まち」をきれいにし
(道具は不要)
ませんか？おそうじの後はお茶会
でホッとひと息♪

２６

参加者に宇部市環境地域通貨
エコハ 2 枚進呈いたします！

エコ教室プログラム

宇部市環境学習ポータルサイト

「うべっくる」
うべっくる

10 月 14 日にときわ公園において開
催された、『ごきげん未来フェスタ』に
参加して、エコ教室を実施しました。
エコ教室には、子どもからおとなまで 121 名の参加があり
ました。講師は、うべ環境コミュニティー(学習館)の理事
が担当しました。当日のプログラムは以下の通りです。

検 索

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

１． うんこはエライ （浮田）
２． 旅するちょうちょう アサギマダラ
－環境紙芝居－（山根）
３．美味しい水を飲もう（薄井）
４．食べものごみをへらすには（浮田）
５．家庭の省エネ（津島・薄井）

◇11 月 5 日(日)
宇部まつり
新天町アーケード周辺

◇12 月 23 日(土)
まちなかエコ市場
銀天街アーケード周辺

環境活動団体紹介コーナー

ときわ公園フリーマーケット
ときわ公園フリーマーケットとは、約２０年前から開催
されていた、宇部フリーマーケットの流れを引き継ぎ、とき
わ公園フリーマーケットとして名前を変更し開催している
ものです。目的は、ときわ公園の知名度の向上と宇部市の環
境都市にふさわしい３R(特にリユース)活動を推進すると
ともに、参加者のコミュニティーの活性化を計る事です。
日常で使わなくなった古着や食器、特に子ども服、絵本な
どを販売しています。年に６回のペースで開催しており、６
～８千人の人で毎回にぎわっています。
～参加された方々の感想の例です～
・自分の作った手芸品を、このフリマに出店するのが唯一の
楽しみになっています。
・(ご高齢の方)家族に内緒でフリマに来ました。言うと家を
出してくれないのでそれほど楽しみにしています。等々

[ ときわ公園フリーマーケット 今後の予定 ]
日時 次回１２月３日(日)
2018 年１月２８日(日)・３月１１日(日)
いずれも８：００～１４：００
場所 ときわ公園東駐車場 【雨天中止】

◇◇ まちなか

ミズベリング

コラム ◇◇

～宇部工業高校の取り組み～

ミズベリング（ＭＩＺＵＢＥＲＩＮＧ）それは、かつて
の賑わいを失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能
性を創造していくプロジェクトです。ミズベリングは、
「水
辺＋ＲＩＮＧ（輪）
」
、「水辺＋ＩＮＧ（進行形）
」
、「水辺＋
Ｒ（リノベーション）
」の造語です。水辺に興味を持つ市民
や企業、行政が三位一体となりソーシャルなムーブメント
を次々に起こしていくのが狙いです。さて、宇部市では、
多くの市民が楽しいことを求めています。休日には、忙し
い日常生活から非現実に逃避し楽しむことによって、仕事
に打ち込む事が出来
るのです。そこで日常
にある「まじめ川」を
生徒の力を借りて非
日常に変え、多くの市
民に楽しんでもらい
「まじめ川を中心と
した街づくり」を展開
しております。
宇部工業高校生徒の活動の様子

是非みなさまも、ご家庭で不要になったもの、また
は、ご自分で作られたものなど、このフリーマーケット
に出店してみませんか。
ご自分で、出店準備をして、値段をつけて、当日販売し
てみましょう。捨てるはずのものが、結構売れたりしま
す。おおよそですが、１日１～３万円ぐらいの売上げが
あると聞いています。
みなさまも、一緒になって、フリマ文化を定着させまし
ょう。みなさまのご来場をお待ちしております。
ときわ公園フリーマーケット
事務局 高橋成次
マルシェやカフェなどのイベン
トの他に「水辺の環境改善プロジ
ェクト」
「まじめ川水質改善プロジ
ェクト」を予定しております。
「水
辺の環境改善」とは、まじめ川河畔
公園を季節の花でいっぱいにする
プロジェクトの事で季節ごとの香
活動中の先生と生徒達
りや色彩を楽しむ取組になります。
これも市民やミズベリングに関わるブレーンにとっては
楽しみなことと思います。スタッフが楽しんで取り組むこ
とにより多くのアイディアや夢が生まれて来るのです。こ
のような取組の中で次のようなコンセプトが生まれまし
た。
「Favorite City feat Mizubering ube」です。意味
は、宇部市民にとっての「お気に入り」の街づくりをミズ
ベリング宇部が取り組むという意味です。キーワードは、
「Favorite City feat」です。Feat(フューチャーリング
＝主役になって取り組む)の後にいろいろな主役を入れる
ことが出来ます。「お気に入りの街づくり」は、誰でも、
どの団体でも出来ることを意識して生活していこうでは
ありませんか。素晴らしい結果が待っていると思います。
１１月１９日(日)に「MAJIME RIVER Autumn Fes」が開催
されます。絶対、楽しんで頂こうと思います。
是非、ご来場ください。
宇部工業高校 教諭 大濱進治

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

真

「宇部中央」バス停

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
川

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
締

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

HP アドレス；http://ubekuru.com/

毎週火曜日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）

