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環境相談、環境講演会の講師派遣等については

「特定非営利活動法人ふくおか
特定非営利活動法人ふくおか環境
ふくおか環境カウンセラー
環境カウンセラー協会
カウンセラー協会」
協会」に気軽にご相談ください。
組織改革

支所設置について

「環境保全のための意欲の増進及び環境教育の推進」に関する法律の制定や京都議定書の CO2 削
減の推進を受け、各市町村が行政区内に事務所を設置している NPO に対し情報提供や財政等を支援
福岡支所長
松井 亮二
◆ 福岡支所長就任あいさつ
福岡支所長就任あいさつ
する新たな仕組みづくりを進めています。
この制度に対応して、今回福岡と北九州両市に支所を開設しました。
（16 年度総会にて承認ずみ事
項）
なお、他の市町村についてはご要望が有り次第随時開設できるように総会にて承認を頂いており
ます。市町村の制度等の書類を添えて事務局へご連絡下さい。法務局へ登記の手続終了後に開設と
なります。

◆ 福岡支所長就任あいさつ
福岡支所長就任あいさつ

理事 松井 亮二

福岡市では、昨年市内に事務所を設置している NPO 法人に対し助成金交付等の支援をするため福
岡市 NPO 法人登録制度を制定しました。
福岡市では NPO と共働する「全国都市緑化ふくおかフェアー」
「人工島照葉の森づくり」
「地域環
境アドバイザー活動の推進」等の事業が目白押しで計画されています。
また、地域では地方公共団体による地域の地球温暖化防止の取組み推進により、地域で共に活動
できる指導者やコーディネーターを求めています。
今回、これらの事業に皆様が助言や指導等の活動をする場づくりを目的に福岡市の窓口として福
岡支所を設置しました。
個々の事業内容が判明しだい、皆様と協議し環境カウンセラーならではの地域に密着した活動の
提案や助言の場づくりをして行きたいと思います。
皆様のご支援とご協力をお願いします。

◆ 北九州支所長就任あいさつ
北九州支所長就任あいさつ

理事

津田 潔

春光新福寿、ご多幸を心よりお祈りいたします。自然の豊かさを生かし、北九州市の再生に向けて
変わろうとしています。 平成 16 年 11 月 16 日に登記、晴れやかに北九州支所の設置。皆様の御支援
に感謝です。
環境保全活動の実践を自ら見直しつつ、中味の充実を期して迎えた NPO 法人ふくおか環境カウンセ
ラー協会北九州支所です。実践への継続を活力として環境保全活動を通して、着実に持続可能な地域社
会づくりを共に歩んで、未来につなぐ努力を誓う記念の年です。 自分達にできる環境活動を示し、地
球規模に優しくする為に何かをしたいと言う人々の為に役立っていきたいと思います。
翔び立とう世界環境の大空へ、皆様と共に手を携えて邁進しましょう。
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環境教育担当理事

環境教育・環境学習指導者養成セミナ-開催報告

セミナ―実行委員会

NPO 法人環境カウンセラ-全国連合会及び九州ブロッ
ク（NPO 法人ふくおか環境カウンセラ-協会、九州環境
カウンセラ-協会）が主催し、環境省九州地区環境対策調
査官事務所、福岡県、春日市の後援を得て、平成 17 年 1
月 29～30 日の 2 日間、春日市クロ-バ-プラザにおいて「環
境教育・環境学習指導者養成セミナ‐」を開催しました。
本セミナ-は初級・中級段階の環境教育指導者養成を目
指すもので全国連合会企画の「新法の基本方針につい
て」、「環境教育の進め方」、「環境コミュニケ-ション手
法」と九州ブロックが企画したワ-クショップ（環境教育の仕組みづくり）
、パネルディスカッシ
ョン（ワ-クショップを受けて～環境教育をどう活性化するか）で構成され、何れも参加者の今後
の環境教育活動に役立つものばかりでした。参加者は予想外に多く一般市民の環境教育への関心
の高さを知りました。
（当協会セミナ-実行委員：依田、松井、植木、武藤、 文責武藤）

環境カウンセラー全国連合会主催全国討論会参加報告
理事

植木 康太

平成１６年１２月１日、東京ゲートシティ大崎での「NPO 法人環境カウンセラー全国連合会
（ECU）」の全国討論集会に参加して参りました。ECU の今後のあり方について全国の仲間が話し
合う画期的な取り組みで、理事長の先崎武氏よりカウンセラー制度の現状と今後についてのお話を
受け、次の３つの部会に別れ、分科会方式で討議することとなりました。
１、ECU の今後のあり方について。２、環境教育事業の推進について具体的方策。３、EA21 事業
の推進について具体的方策。
小生は第２部会に入り、環境基本法の趣旨説明と環境教育認定団体申請という事に話が進みまし
た。ECU 総体で一つの認定団体とするか、各地の協会も認可を取り多重的な構造とするか、そのメ
リットデメリットが討議されました。他団体も含め各地で乱立することが想定されるが、方向的に
は淘汰されて ECU 総体へ一本化されるようになるだろうとの事でした。
最後に第１部会からは ECU の財政は火の車、第３部会からはエコアクション２１の取組状況の報
告を受け、会議は終了しました。その後、自己紹介をしながらの楽しい懇談会に入り、江戸の旬の
魚と情報を沢山いただきました。各協会の会長さんクラスの集まりとあって、お名刺を頂いて思わ
ずつばを飲むほど多くの立派な資格が載っ
ており普段田川ではふんぞり返っている私
も「井の中の蛙」を思い知らされ、おとな
しく皆さんのお話を伺って参りました。
名残惜しい宴を終え、別れた後は元の古
巣、新宿で元気を取り戻し、久しぶりに羽
を伸ばしました。
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「たがわ環境フェスタ 2004」に参加して

多くの
,heisei16nenn
委員会が
して、
プ・団体

北森 成治

「たがわ環境フェスタ 2004」平成 16 年 10 月 17 日（日）
に、田川市彦山川の河川敷で開催され、秋晴れの中、数
多くの参加を得て、成功裡のうちに終了しました。
この催しは、会員の植木康太氏がメンバ―である実行
委員会が､若者の意識を、
環境に向かわせる実体験の場と
して毎年行っており、開催者として、いろいろなグルプ・団体が参加しています。
ふくおか環境カウンセラ―協会も、今年初めて、一員
として参加し、武藤博昭氏と私が、当日「おもしろ科学

実験」コ-ナ-を担当しました。内容は、①彦山川等の水質の汚れをパックテスト（COD 測定等）で観て
みよう、②慣性の実験（エンピツ落し）、③竜巻と噴水でした。
多くの子供達がコ-ナ—を訪れ、両親達と一緒に、実験を楽しみました。
今回の参加は、協会の PR の場としては、成功したのではないでしょうか。

活動紹介⑤

会員の環境保全活動を紹介しています

中尾 明子
（専門分野：水質、環境教育、自然観察（植物、鳥、水生生物、昆虫、星等）、市民活動）

現在、飯塚市にある浄水場で水質試験に携わっております。飯塚市の飲み水
の主な水源である遠賀川は、九州の一級河川でワースト３位に入る、生活系有
機物による汚濁のすすんだ川で、浄水場における水質の維持管理は重要な課題
となっています。
そんな川の流域に暮らす生活者の一人として何かできることはないのかとの
思いから、７年前から参加しているのが、大学と地域住民が連携して地域づく
り活動をしている筑豊ゼミナールです。さらに、ここでの環境分科会活動をきっかけに、自宅前の小さ
な川のほたるの保護や観察活動をしようと「ほたるの会」をたちあげて５年になります。
これまで、町内の小学校の総合学習で子ども達のほたるの学習のお手伝いをしたり、また大学で環境
化学を学ぶ学生を対象にした講義にゲストティチャーとしてでかけています。
平成１５年度は、福岡県環境教育学会のシンポジウムや遠賀川大水害復興支援・遠賀川再生イベント
等において、ほたるの観察記録をもとにした報告をしました。
これからも、水質分析というミクロ的アプローチと、ほたるをめぐる自然観察というマクロ的アプロ
ーチの両面から、身近な自然に関わっていきたいと思います。そして、次の時代を担う若い世代に対し
ては、自然とじっくり向き合い、３つの「かん」―（感動・観察・環境）のつながりを体感し、育んで
いけるような活動をめざしたいと思います。

務局だ
だ
務局事務局だより
◆

地球温暖化防止活動推進員候補者研修会支援報告
福岡県では「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２３項１項に基づき、
『地球温暖化防止活動
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推進員』の委嘱を検討しています。各市町村からの推薦を受けた推進員候補者が、昨年１１月２１日
から４回の研修会に参加しています。会員の植木さん（田川市）
、森さん（瀬高町）
、依田（飯塚市）
が推進員候補者として研修を受講しています。
依田が研修ワーキングチーム座長として計画を進めるとともに、武藤さん、松井さん、森本さん、
中島さん、森さん（兼務）
、依田（兼務）の６名が地域で分割したグループのアドバイザーとして、
研修会を支援しています。
会員の皆様には、今後の推進員やアドバイザーの活動支援、次年度以降の候補者研修のご協力を
よろしくお願い申し上げます。（文責：依田浩敏）
選挙管理委員会委員長
津田 潔
◆ 理事・監事選挙結果報告
初めての役員選挙で大変緊張しました。当協会理事・監事の選任を行う為に、今回、理事・監事の立
候補者の受付を行いましたところ、7 名にとどまり、盛り上がりはいまひとつでした。受付順に植木康
太、依田浩敏、武藤博昭、松井亮二、井芹 寧、森本美鈴、津田 潔。従って立候補者が定数以内でし
たので無投票となりました。 会員の皆様、ご協力ありがとうございました。
（当協会定款第 14 条、同細則第 3 条に基づき津田 潔、北森成治、原賀いづみの３氏が選挙管理委員
に就任され、平成 16 年 12 月 17 日～27 日に立候補者の受付が行われました｡；事務局付記）

◆

メ-ルリンク設置のお知らせ

広報部のご尽力で、
かねてからお願いしていました当協会のメ-ルリンクが 1 月 31 日設置されました。
メ-ルリンクメンバ-への登録、脱退、使用方法等不明の点は、広報部担当の植木理事までご連絡くださ
い。メ-ルリンクメンバ-間で有効に使用してください
◆ 環境
環境カウンセラー
カウンセラー交流会運営委員
カウンセラー交流会運営委員の
交流会運営委員の募集
「環境カウンセラー交流会運営委員」を募集しています。経験は問いません。
事務局までご連絡ください。
◆ 会費納入のお
会費納入のお願
のお願い
「ふくおか環境カウンセラ―協会」は皆様の会費で運営されています。
平成 16 年度の会費の納入が遅れている方は至急納付して頂きますようにお願いします。
◆ 編集後記 遅くなりましたが会報第 4 号をお届けします。ホ-ムペ-ジが開設され、メ-ルリンクも設
置されました。皆様大いに利用され会員相互の交流を一層進展させてください。（文責：武藤）
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