相模原市立環境情報センター

平成23年度

事業報告
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■センター管理・運営
企画運営・研修

・運営委員会

点検業務(通年)

・運営委員会
・スタッフ研修
(10.31)

・運営委員会
・スタッフ研修(24.25)

・運営委員会
・スタッフ研修(2.11)

・運営委員会
・スタッフ研修(11)

・運営委員会
・スタッフ研修(29)

・運営委員会

・運営委員会
・スタッフ研修
(2.12.19.26
・満足度調査

・運営委員会
・スタッフ研修(7.15)

・運営委員会
・スタッフ研修(29)

・運営委員会

・運営委員会

(8.11.17.20)

(8.12.18.19)

■市民等の環境保全意識の向上を図るための事業
(1) 自然環境観察員制度事業
1)企画運営業務(随時)
2)学習活動業務
かんきょう学習セミナーの開催

・かんきょう学習セミ
ナー(29)
「制度説明」「津久井地
区の森林」

・かんきょう学習セミナー
(24）「相模原市の植物調
査の意義と方法」

・かんきょう学習セミナー
（18)
「蛍を育む湧水めぐり」

・かんきょう学習セミナー
（12）「高田橋の植物観
察会」

・部会（８）
・調査 秋の渡り(９）

・部会（1２）

3)調査業務
①専門部会調査
・植物調査部会
・野鳥調査部会

・部会(29）
・部会(29）

・湧水調査部会

・部会(29）

通年調査
・河川生物相調査部会

(16.25日)
・部会(29）

・部会（26）
・調査 春の渡り(7）

・部会（24）
・調査 繁殖期の渡り(4）

・部会（5）

・部会（2）

・部会（30）
(8.18.26)

（１２.２３）
・調査 相模川(9)

（16.18.21）

・部会（10）

・調査 越冬期の渡り(15)

・調査 豊水期(18)
（９.１０.１８.２５.２
６）

（１０.１６.２０.２
６）

・調査 渇水期(29)
（９.１２.１７.１８.２１）

（１３.１５.１６１７）

（12.１３.１４.１６.２１）

(10.11.18.19.23)

②任意参加調査(随時)
③自主テーマ調査支援(随時)
④取りまとめや報告書の作成(随時)

・とりまとめ部会（30日）

・とりまとめ部会（８日）

4) 連携・広報業務（随時）

・かわらばん発行

5) 制度のあり方についての検討(随時)
・まとめ部会
(2) こどもエコクラブ事業
1) 入会手続き業務(随時)
2) 交流会の開催業務
(3) エコネットの輪事業
1) 登録・管理業務（随時）
2) プログラム集発行業務
3) HP情報提供業務（通年）
4) 利用希望者との調整業務（随時）
5) 協働学習事業の企画運営業務(随時)
6) 登録者の拡充業務(随時)
7) 団体活動支援業務(随時)
(4) 専門相談・アドバイス業務
1) 相談・アドバイス業務（随時）
2) 新規情報収集業務（通年）
3) 相談データベース化業務(随時)
4) 専門スキルのデータベース化業務(随時)
(5) 環境情報システム事業
1) 図書・資料配架業務(通年)
2) HPによる情報提供業務(通年)
3) メールマガジン発行業務
4) スタッフブログ(随時)
(6) 備品等貸し出し事業
1) 備品管理業務(通年)
2) 備品貸し出し業務（随時）
3)貸出備品の検討(随時)
(7) エコギャラリー運営事業
1)ギャラリー貸出運営業務(通年)
2) ギャラリー企画展の運営

・更新手続き

・更新手続き

・JECプレス発行

・更新手続き

・メルマガ発行

・メルマガ発行

※夏休み環境学校
・身近な木について学ぼう～葉っぱ調べと標本作り(9)
・パソコン解体体験でリサイクルのヒミツを探してみよう！(11)
・セミ博士になろう！～ぬけがらしらべとせみ工作(17)
・”おひさまランタン”つくって節電・省エネルギー(20)
・保温調理でカレーもできる、省エネソーラークッカーづくり(21)
・みんなで防ごう地球温暖化～体験しよう！‐162℃の不思議な世
界(23)
・ゴーヤの種の不思議～タネを調べて、タネでクラフトづくり～(25)
・バスで行く相模川と境川～川の生き物で水質しらべ～(28)
・植物で実験！～酸性雨と大気汚染について考えよう～(30)

・プログラム集発行

(11) その他の事業
1)ボランティア・インターンシップ受け入れ

・JECプレス発行
・「さあ秋の探検にでかけ
よう!」「くるくるおもちゃ
ショップ

・JECプレス発行

・JECプレス発行

・意見交換会(7)

・メルマガ発行

・メルマガ発行

・メルマガ発行

・メルマガ発行

・メルマガ発行

・メルマガ発行

・メルマガ発行

・メルマガ発行

・メルマガ発行

・備品棚卸

・「みどりの協会書道展」
・「母なる川 相模川」
写真展

・「環境講座報告」

・「差し上げますコーナー」

・31号発行

・第1回「種をまこ
う」親子でワタに触れ
てみよう～種から育て
る布～(8)

・第2回 「わたって何だ
ろう？」親子でワタに触れ
てみよう～種から育てる布
～(12)
・ＬＥＤの不思議(19)
・太陽電池の不思議(19)

・第3回 「道具を自分
で作ってみよう！」親子
でワタに触れてみよう～
種から育てる布～(10)
・第1回 相模原をいた
だきます！(17)

・みどりのカーテン栽培
講習会(20)
・みどりのカーテン栽培
講習会(23)

・みどりの講習会
「藤田智のプランター
で野菜作り～キュウ
リ・ナス編～」(1)

・みどりの講習会「山アジ
サイの魅力と栽培方法(4)
・みどりのカーテン栽培講
習会1.2(9)
・森づくりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座1
「旧相模原市の植生」
(25)
・実践エコ生活「来て、見
て、納得！太陽光発電シス
テム説明会」(19)

・実践エコ生活「夏を乗
り切ろう！家庭の節電セ
ミナー」(2)
・環境カウンセラー応募
者支援セミナー(2)

・自然観察会(13)

・自然観察会(11)

・自然観察会(8)

・自然観察会(18)

・29号発行

・プログラム研修1 (6)
・プログラム研修2(27)
・実行委員会(12)

・夏休み環境学校（全9
回）
※別覧

・自然観察会(10)

・実行委員会(15.28)

・実行委員会(19)

・「環境まつりメッセージ」

・「化学物質を知ろう」

・「大船渡写真

・「地球温暖化」

・32号発行

・33号発行

・34号(特別号)発行「電気」 ・35号発行

・第2回 相模原をい ・第5回「服が糸？」(9)
ただきます！(4)
・エコ工作(23)
「間伐材のミニチェアーづ
・第4回「紙が糸？」 くり」
親子でワタに触れてみ 「古新聞で小物づくり」
よう～種から育てる布 「メッセージボード」
～(11)
「キーホルダー」
「アロマキャンドルづく
り」

・第6回「ワタが糸？」
(13)

・第7回「3種類の糸を使っ
て自分だけの布を作ろう」
(11)

・親子エコクッキング ・生きもの博士になろ
(21)
う
・親子で行く
「昆虫の生態と生息環 科学館(24)
境を知ろう!」(25)
「クモ博士入門」(25)
「川と海を行き来する
生きもの」(26)
「木の一生を学ぼう」
(26)

・実践エコ生活「ハー
ブで防虫剤を作りま
しょう！」(8)
・森づくりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講
座2「新相模原市の植
生」(17)
・作ってワクワク、触
れてハッケン、知って
発信革から知ろうバン
グラデシュ～1(25)

・「ポタニカルアート」
午前・午後
（1.8.15.22.29)
・実践エコ講座 住宅編
・作ってワクワク、触れて
ハッケン、知って発信革か
ら知ろうバングラデシュ～
2(5)
・実践エコ講座 食編(10)
・再生可能エネルギーを知
ろう(19.26)
・環境カウンセラー応募者
支援セミナー(24)

・ソーラーテクノパーク見学
会(7)
・実践エコ講座「おそうじ」
(8)

・みどりの講習会
「柑橘類の育て方」
(14)
・みどりの講習会
「ゆずジャムの作り
方」(14)
・みどりの講習会
「バラの魅力と育て
方」(21)

・実践エコ講座
・実践エコ生活
「私の買い物が社会を 「エコなお金の使い
変える!グリーンコン 方」(14)
シューマーになろう」
(5)

・自然観察会(9)

・自然観察会(14)

・自然観察会(11)

・自然観察会(8)

・自然観察会(14)

・自然観察会(11)

・36号発行
ガスの

・自然観察会(14)

・プログラムコンテスト
(23)

・夏休み環境学校
・実行委員会(24)

・「SUSコン作品展」

・「間伐材のベンチ」

・30号(特別号)発行「森
林」

・28号発行

・メルマガ発行

・備品棚卸

・利用者の募集
・設置支援

成人を主な対象とする講座

(10) さがみはら環境まつり
1)開催支援業務

・かわらばん発行
・環境活動報告会(3)

・学びの収穫祭参加 (19.20.)

・棚卸

(9) 環境学習事業
1) 環境学習講座開催業務
小中学生を主な対象とする講座
①環境講座
②ワークショップ

2) 環境学習プログラム改善業務(随時)

・年次報告書発行

・部会

・「省くエネルギー・創るエネルギー」
(8) 機関紙発行事業
1) 機関紙の発行業務

・とりまとめ部会（３）

実行委員会(8.30)

実行委員会(16.28)

・環境まつり(23)

・北里大学 桜美林大学
・桐光学園高校

・エコフェスティパル ・清新中学校
(11)

・実行委員会(9)
・谷口中学校

・実行委員会(19)
・桜美林大学

・桜美林大学

