相模原市立環境情報センター

平成24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(15)

・運営委員会(15)
・スタッフ会議(11)

・運営委員会(8)

・運営委員会(20)

・運営委員会(24)
・スタッフ会議(22)

・運営委員会(20)
・スタッフ会議(11)

・スタッフ会議(12)

点検業務(通年)

・運営委員会(24)

・運営委員会(23)
・スタッフ会議(4.23)

・運営委員会(27)
・スタッフ会議(16)

・運営委員会(17)

・運営委員会(17)

・新年度観察員募集
・更新登録

・企画会議(6)
・環境学習セミナー(16)

・満足度調査

■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
環境学習セミナーの開催
3)調査業務

・環境学習セミナー(14)
・環境学習セミナー(11)
・環境学習セミナー企画会
「制度説明」「花暦をつくろ 「野鳥調査の楽しみ方と調査 (19)
う」
方法について」
・環境学習セミナー(30)
「セミの鳴き声調査につい
て」

・企画会議(18)

・環境学習セミナー(22)
・企画会(22)

・調査（１８）

・調査(15)

・調査(15)

①全体テーマ調査

せみの鳴き声調査

・ヒバリ調査

②専門部会調査
・植物調査部会
・野鳥調査部会

・調査(15)

・調査（１５）

・調査 春の渡り(11)

・調査 夏の繁殖期(23)
・部会(3)

・湧水調査部会

通年調査

・調査
（12.13.17.18.20）

・調査
(8.13.18.20.24.28.30)

・調査
（12.13.19.21.23）

・部会(26)
・調査（10.17.19.21）

・調査(15)

・調査(15)

・調査(14)

・調査(15)

・調査(15)

・調査(15)

・調査(15)・部会(16)

・調査

・調査(越冬期)

・部会(16)

越冬期の渡り(12)

・部会(16)

・調査(10.11.17.23)

・河川生物相調査部会

・調査(11.12.20.21)

・調査(6.7.11.18.24)
・調査 豊水期(6)

・調査(12.14.20.22)

相生祭

かわらばん発行

・調査(11.12.19.20)

・調査(9.16.17.18)
・調査 渇水期(27)

・調査(8)

・部会(16)

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)

・H23年度年次報告書発行

4) 連携・広報業務（随時）

環境まつり

・H23年度調査報告会(2)

・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)

・更新手続き

・ポスターパンフレットの配
布
・活動ツール配付

・更新手続き

・プログラム集発行

・セミのぬけがら調査隊！セ ・さがみはら環境まつり
ミと地球の関係を調べよう
るくるおもちゃショップ
(21)
(30)
・ニュースレター夏号配付

く

・ニュースレター秋号配付

・センター利用者会議(7)

(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

・メルマガ25号発行(1)

・メルマガ26号発行(1)
・メルマガ臨時号発行(10)

・メルマガ27号発行(1)
・メルマガ臨時号発行
(6.26)

・メルマガ28号発行(1)
・メルマガ臨時号発行(23)

・メルマガ29号発行(1)
・メルマガ臨時号発行(8)

・メルマガ30号発行(1)
・メルマガ環境まつり号
(29)

・メルマガ31号発行(1)

・メルマガ32号発行(1)

・37号発行(1)

・自然観察会(18)

夏号「水とうVSペットボト
ル」

・自然観察会（１５）

・自然観察会(15)

緑の書道展
・41号発行(1)
・冬号 「地球温暖化」

・38号発行(1)

・39号発行(1)

・「親子で節電・省エネ！人
力発電で動くブランコを作ろ
う」(27)
・「東京ガス根岸工場と環境
エネルギー館の見学」(31)

・木の実をぺったん！間伐材
のキーホルダーづくり(30)
・エコなアロマキャンドルづ
くり(30)
・牛乳パックや包装紙で小物
づくり(30)
・とんかちトントン！イスづ
くり(30)

・自然は大切？(1)

・エコアクション２１講習会 ・グリーンコンシューマーに ・グリーンコンシューマーに
①12)
なろう！(7)
なろう！(2.24)
・エコアクション２１講習会 ・エコアクション２１講習会
②(10)
③(14)
・
・エコなおそうじ講座
縫ってみよう、染めてみよう
(12.26)
「体にやさしい布ナプキンづ
・冬の省エネ講座(24)
くり」(26)
・eco検定受験対策セミナー ・冬の省エネ講座(30)
(27)
・電気もガスも使わない「お
からを使った味噌造り」
(30)

・冬の省エネ講座(1)
・食の安全を脅かす有害物質
を学ぼう(2)
・縫ってみよう、染めてみよ
う「体にやさしい布ナプキン
づくり(3.10)
・地球にやさしいおそうじ法
とおそうじグッズづくり(6)
・お正月飾りづくり～ミニ門
松を作ろう(13)
・エコなおそうじ講座(14)
・森づくりボランティア養成
講座「もたれてからんで し
めあげてーつる性植物の形と
戦略」(15)

・コンポスト相談会(6)

・コンポスト相談会(3)

・コンポスト相談会(1)

・コンポスト相談会(5)

・コンポスト相談会(3)

・自然観察会(15)

・自然観察会(15)

・自然観察会(15)

・自然観察会(14)

・実行委員会(7)

・出展者説明会(6)
・実行委員会(6.12.21)
・環境まつり(30)

・エコな買い物で地球を救お
う(2)
・みんなで防ごう地球温暖化
～体験しよう！-162℃のふ
しぎな世界～(8)
・かんきょう新聞をつくろう
～これできみもエコ編集長！
～(10)
・森林学習～森でみつける小
さなふしぎ～(19)
・作ってお天気かんそく～自
然のちからを知ろう～(23)
・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(25)
・土の生きものたちの世界を
のぞいてみよう！～土壌生物
から自然の豊かさを考える～
(27)
・有機栽培講習会～夏野菜を ・ペーパーバック工作教室
・夏の節電講座(4)
作ろう～(17)
(1)
・エコアクション２１事前説
・夏の節電講座(3.6.7)
明会(6)
・有機栽培講習会～夏野菜を ・有機栽培講習会～夏野菜を
作ろう～(22)
作ろう～(26)
・｢ブルーベリージャムを作
ろう」みどりの講習会(28)
・「やってみよう！アジサイ
の挿し木」講習会 (28)

成人を主な対象とする講座

(12) 環境団体支援(随時)

・メルマガ36号発行(1)

相模川絵画
コンテスト
相模原の環境～エコ力

ＳＵＳコン応募作品

学んで守ろう 相模原の自然

大船渡復興写真展

・「みどりのカーテン」栽培
講習会(18)

(11) ボランティア・インターンシップ事業
1)ボランティア・インターンシップ受け入れ
業務(随時)

・メルマガ35号発行(1)

夏休み環境学習報告

・利用者の募集
・設置支援

スマートドライブ

2) 環境学習プログラム改善業務(随時)

・メルマガ34号発行(1)

・備品棚卸

(8) 機関紙発行事業
1) 機関紙の発行業務
(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(随時)

(10) さがみはら環境まつり
1)開催支援業務

・メルマガ33号発行(1)

・自然観察会(15)

・40号発行(1)

・42号発行

・エコアクション２１講習会
④(13)
・暮らしの中の化学物質～化
学物質と上手に付き合うため
に～(16)
・EU「REACH規制」「改
正RoHS指令」と国内外の製
品等の化学物質規制・管理方
法について」(28)

・国・相模原市の環境政策
(7)
・キャンドルづくり(11)
・エコアクション２１講習会
⑤(13)

・コンポスト相談会(7)

・コンポスト相談会(4)

・コンポスト相談会

・自然観察会(15)

・自然観察会(15)

・自然観察会

・実行委員会(2)

・実行委員会(30)

・実行委員会(20)

・実行委員会

・谷口中学校(14.16)

・桜美林大学11()

・桜美林大学
(2.4.5.15.16.19.20.27)

・学習プログラム募集
・第２回準備会(12)

・準備会(12)

・清新中学校(5)

・桜美林大学ボランティア
フェスタ(25.26)

・実行委員会(3.20)

・北里大学(6.7.8.910.20.21.
25.２6.27)
・桜美林大学(18～22)
・麻布大学(9.10.15.19.20)
・帯広畜産大学(20～24)

・環境政策学習会(7)

