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2 月 

まちなか環境学習館周辺やアーケード、塩田川、中川等を掃除しています。楽
しく「まち」をきれいにしませんか？おそうじの後はお茶会でホッとひと息♪ 

 

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！ 

 

申込不要でご参加頂けます！ 
２月２５日(日) 

１５：００～ 
学習館前集合・道具不要 

 

 環境サロンは、学習館の開館当初より、年間 20回程度、自主
事業として力を入れてきています。H28,29 年度は、地域教育力
の向上のための環境省事業を受託し、研修会が行われる機会が
多かったので、サロンの開催は 10回程度に半減しました。 
 また昨年度より、サロンの企画に、宇部志立市民大学環境学
部 OB会の方々が参加して、OB会の学習会を兼ねて開催される 

 

 

ことが多くなっています。 
 表には、今年度の環境サロンの実績と概要ブログの
URL を示しています。ブログには表以外の研修会などの
概要もアップしていますので、どうぞご覧ください。 
 次年度も多くの方の参加を期待しています。  (浮田) 
 

毎月最終日曜日の 15時から実施している、まちなかおそう

じ隊は昨年末で 72回実施したことになります。最近は一般参

加者もやや少なめになっていますが、まちなかもだいぶきれ

いになってきましたので、別働隊として自転車や自動車で出

張することも多くなっています。この場合は、できるだけ回収

したごみの分別及び計数・計量を行い、データを残すように心

がけています。 

 年間どのくらいごみがたまるか、モニタリング場所として

好適な場所としては中川河口部、床波黒崎海岸、小野湖小入江

があります。その他に塩田川テニスコート横や、山口宇部道路

の IC入り口や休憩場所なども対象になるかもしれません。 

 

  
平成29年度出張おそうじ隊実績 http://ubekuru.com/blog_view.php?id=4469

個数 重量 ｋｇ 特徴

4月28日 市内道路 慶進高校 38+2 967 14.7 道路ゴミは汚れが少なめ 4469

7月16日 中川河口 慶進高校 37+4 1903 41.1 河川ゴミは水分が多い 4581

7月30日 由良IC UKC 4+1 1670 12.5 入り口付近にゴミが多い 4653

8月20日 小野湖小入江 UKC 1+3 636 24.0 水分が多い 4625

12月10日 床波黒崎 慶進高校 22+2 1399 34.7 砂混入多い。不法投棄ゴミ3点は除外 4741 4758

12月24日 塩田川上 UKC 1+2 190 5.01 水分のほか鉄さびが付着 4751 4757

1月21日 中川河口 UKCほか 未実施　　UKC: うべ環境ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

回収ごみ
月日 場所 参加人数

ブログ
URL

参加主体

おそうじ隊の活動 

今年度は表に示すような出張おそうじ隊を実施しました。

水に濡れたり流れてくる間に汚れが付着したりして、資源

ごみのリサイクルの対象にならないごみが多くなります。 

  道路ごみや海岸ごみの場合は、比較的きれいなものも多

く 12 月の黒崎海岸のから回収した 187 本のペットボトル

のうち 145 本は洗浄することで、リサイクルに回すことが

出来ました。自分の捨てたごみが、人に迷惑をかけたり、

多くの生き物たちに迷惑をかけていることを思って、ごみ

は自宅に持ち帰り、ごみ収集に出すようにお願いしたいと

思います。(浮田) 

 

うべっくるブログの URLの、
末尾 4 桁の数字を変えると
当該ブログをご覧頂く事が
できます。 

平成29年度環境サロン　開催実績 http://ubekuru.com/blog_view.php?id=4556 

実施日 講　演　題　目 講師　（敬称略） ブログURL

7月1日 「地元植物を利用した体験型環境学習」 末広雄次(宇部自然保護協会)
4556 4557

4560

7月11日 「竜王山の自然観察」 嶋田紀和(山陽小野田市自然観察指導員)
4573 4577

4578

7月29日 「私たちの暮らしと地球温暖化 」 仰木則康(IPCC リポートコミュニケーター) 4591

8月2日
周南市リサイクルプラザ、新南陽広域最終
処分場及び「徳修館」の見学と講話

杉村洋治（徳修館顕彰保存会）
徳永　豊（三丘公民館）

4598 4599

4601 4602

9月15日 「持続可能な環境と人づくりについて」 三谷知世(宇部工業高等専門学校) 4658

9月28日 「花と緑の多面効果」 古谷雅彦（緑と花を育て隊） 4675

10月13日 「環境新ビジネスへの挑戦」 栗原 和実（アースクリエィティブ） 4695 4696

10月18日 「こども達に大切な自然体験」 山根 幹男（厚東川中学校学校運営協議会） 4707

11月15日 「生きた動物を通して地球環境問題を考える」 宮下 実(宇部市ときわ動物園) 4718

12月14日 「医学的側面から見た環境問題」 村上知之(国立病院機構関門医療センター) 4752 4753

うべっくるブログ URL 

うべっくるブログ URL 

 

環境サロンの実績 

検 索 
 

http://www.ubekuru.com 

う べ っ く る

 

出張おそうじ隊 

回収したゴミの 
分別・計量作業 

◇当該ブログを見る方法◇
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宇部市まちなか環境学習館 銀天エコプラザ
〒755‐0045 山口県宇部市中央町二丁目 11 番 21 号 

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 

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 

開館時間   9 時～21 時  HPアドレス；http://ubekuru.com/ 

休館日  毎週火曜日、年末年始（12 月 29 日～１月３日） 

宇部新川駅 

銀天エコプラザ 

快活クラブ 

宇部市役所 

すき家 

ジョイフル 

岡本医院 

CoCo壱番屋 

ANAクラウンプラザ 

ホテル宇部 

 ローソン 

スーパーホテル 

Ｃｉｔｙ宇部 

国道 190 号 

真  

締  

川 

「宇部中央」バス停 

 
西京銀行 

東京三菱 

ＵＦＪ銀行 

宇部志立市民大学は卒業したら終わりではありせん。3年

前に卒業後、取組んでいることの幾つかをご紹介します。 

先ず、環境３Ｒ。生ごみを庭に埋めて堆肥に。働き者のミ

ミズたちのおかげで我が家の花壇はふっかふかになります。

産学連携で廃塗料を活用した研究にも取組んでいます。 

次に、地域環境。若者向け体験プログラム、特にモノづく

り体験を企画催行。この取組は、ＥＳＤ（Education for 

Sustainable Development：持続可能な開発のための教育）

プログラムにも登録しています。 

 そして今、最も注力しているのが学生/企業/地域が連携

して地域環境の課題について「考え」「提案」「行動（実践）」

するＰＢＬ（Project Based Learning）です。 

環境への取組は、成果を出すのに時間を要します。継続的

に活動するコツは、無理無く自らも楽しみながら活動する

ことです。もともと興味があること、得意なことを活かせば

いいのだと思います。難しく考えず、出来ることから行動し

てみてください。きっと、次に出来ること、やりたいことが

見えてきますよ。私も引き続き私なりの環境活動に取組ん

でいきます。 

「手づくりした商品を売りたい」、「お店を持つにはチョット不

安」という女性たちが本格的な起業に向けてステップアップ出来

る『屋台 Lab』が銀天エコプラザ・中央街区公園のリニューアル

竣工に併せてオープンします。

旧菊屋の店舗を改装し、店内にはハンドメイド雑貨など多彩な

アイテムを扱う屋台が８店舗集い、各店のオリジナル商品やこだ

わりの逸品を提供するほか工房スペースも常設し、作家の方々と

親しく交流しながら創作活動もご覧頂くことが出来ます。 

また、銀天エコプラザや中央街区公園内でのイベント開催時に

は、屋台を移動させてマルシェを開催し、市民の交流の場にも活

用できる「創業支援」と「街の賑わい創出」を兼ねた一石二鳥、

市内初のユニークな店舗となります。 

環境活動団体紹介コーナー 

■ お問合せ■■■ 

株式会社にぎわい宇部 ☎（０８３６）３９－６９０７ 
ホームページ http://nigiwai-ube.co.jp/main/ 

Facebook https://www.facebook.com/nigiwaiube/ 

環境活動にトライしてみましょう！ 

 

 

宇部志立市民大学環境学部（４期卒） 川辺真也 

うべ環境コミュニティー会員          コラム 

銀天エコプラザ・中央街区公園のリニューアルオープンに併せ 

昭和女子『屋台 LAB』を 4月にオープンします！ 
ラボ 

３０年ぶりの銀天エコプ

ラザ・中央街区公園のリ

ニューアルを機会に地域

一丸となって銀天街に賑

わいを取り戻しましょう。

 

ＥＳＤプログラム（ものづくり体験：木工ｖｅｒ） 

家庭の生ごみの堆肥で育てた花壇の花 

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

