
こどもエコクラブ 

活動報告集2017 
   こどもエコクラブは、幼児から高校生まで誰でも参加できる環境活動のクラブです。 

平成２９年度は、秋田県で３１クラブが登録し、２，５６５人（平成３０年３月末現在） 
のメンバーが環境に関わるいろいろな活動を行いました。 
 この報告集は、各こどもエコクラブから今年度行った活動について報告をいただき、 
それらをまとめたものです。報告には、みなさんの今後の活動の参考となるところが 
たくさんあります。これからの活動がさらに広く深くなるための手助けになれば幸い 
です。（発行・編集 秋田県） 

 こどもエコクラブ 
イメージキャラクター 
   エコまる 

♣石沢小学校エコクラブ 
                （由利本荘市）  
 石沢小学校では、二十年近くにわたって、ホタル
の観察活動を通して地域の環境を調べてきました。
今年は、ホタル観察のためのビオトープを清掃し、
ホタルが住みやすくしました。ビオトープには泥
がたまり草が生い茂ってきていました。それらを
取り除き、地域の用水路からカワニナを採集して
ビオトープに放しました。泥だらけになりました
が、きれいになったビオトープとたくさんのカワ
ニナに、来年の夏はホタルがもっとたくさん見ら
れるのではないかと期待がふくらみました。 
 
 
 
 
 
 
 

♦あきたみどりフレンド  
                    （秋田市） 
 “それは何でだろう”をキーワードに、里山に 
出て風や空気、森の生き物、花などの自然に触れ
る体験学習に参加しました。第5回エコの森づく
り学習会（エコマイスター県央協議会主催）では、
森の役割や生き物について学び、森林の大切さ、
自然の中の人間であることに改めて気づきました。
また、収集した小枝、松笠、枯葉を利用し、しお
りづくりにも挑戦。親子で活動できた一日でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 

★各クラブの活動報告 

♥わくわくエコ工房 
                （秋田市） 
   地域の児童館での出張エコ工作の様子です。夏

休み期間、児童館は子どもたちの元気な声で割れ
んばかりです。友人に誘われ、児童館に出張エコ
工作に行ってきました。桜の小枝を利用した台座
やドングリの実で作ったトトロなどを使い、小さ
なオブジェを作って自然の大切さや楽しさを伝え
たり紙芝居で盛り上がったりと楽しい時間を過ご
しました。これからもエコの話と小枝や木の実な
どを携え、子どもたちに会いに行こうと思います。 
 
 
 
 
 
 
 

♠能代市立第四小学校 
   こどもエコクラブ   （能代市）  
  能代市立第四小学校では、９４名の４年生がエ
コキッズとして活動しました。主に総合的な学習
の時間「とび出せ！エコキッズ」と社会科学習を
関連付けて取り組みました。全員での調べ学習で
は、浄水場や下水処理場、清掃工場の見学を行い
ました。また、今年度は環境問題やエコな生活に
ついて一人一人テーマをもち、本やインターネッ
トでの調べ学習もしました。一人一人の疑問や課
題を解決し、新聞にまとめて交流することで、環
境についてさらに関心を高め、生活に取り入れよ
うとしている子どもたちです。 
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♠どれみ保育園エコクラブ 
                    （大仙市） 

 どれみ保育園は、保護者や地域の方たちからの

ご協力を得て、集まった資源ゴミの分別を頑張っ
ています。 
 今年は、回収業者さんのご厚意により自分たち
が分別した資源ゴミが、その後どうなっていくの
かを直接見学する機会にも恵まれました。自分た
ちの目で見学できたこと 
によって「また頑張るぞ」 
と、友達と話している姿が 
印象的でした。 
 身近な活動からエコの 
意識が高まっていること 
が嬉しいです。 

♦戸島小学校 
                    （秋田市） 
  戸島小学校のエコクラブは、６年生１１人を

リーダーに、全校児童７５名で活動に取り組んで
います。６月には、縦割り班に分かれ、地域の通
学路を清掃する「としまっ子クリーン大作戦」を
行いました。また、学団ごとの活動として、１・
２年生は校地内にある「にこにこ農園」での野菜
作り、３・４年生は岩見川でのバードウォッチン
グ、５・６年生は中庭にある「夢花畑」での花壇
づくりを行いました。 
 今後も地域の素材や人材を生かした特色のある
活動を通し、地域や自然を大切にしようとする心
を育てていきたいと思います。 
             
             ←としまっ子 
                  クリーン大作戦 
                    
                夢花畑での花壇づくり→ 
 

♥旭川小学校清流キッズ 
        エコクラブ （秋田市）  
  旭川地区は、ニホンタンポポの群生地があり、

ホタルが飛び交う自然豊かな地域です。3年生で
は「ニホンタンポポを育てる会」や「秋田市環境
部」の皆さんから教えて頂きながら学習を進めま
した。「ニホンタンポポ」の学習では、セイヨウ
タンポポとの違いや種類、育ちやすい環境などを
学び、調べたことを新聞にまとめて発表しました。
「ホタル」の学習では、ホタルがひかる仕組みや
ひかる意味、ホタルが住みやすい環境について学
びました。これらの学習を通して、私たちが知ら
ないところで貴重な自然を守る活動をしている人
がいることが分かりました。私たちも「旭川の豊
かな自然」を守っていきたいと思いました。 
 
 
 
 
 
 

↑ニホンタンポポの観察と学習会の様子 
                 タンポポ新聞 ↑ 

♣イオン土崎港店チアーズクラブ                    
                    （秋田市） 
 私たちのクラブは小学生から中学生１８名で活
動しています。今年は「ゴミ・リサイクル」を
テーマとして、秋田市のごみ削減問題、牛乳パッ
クをリサイクルしての小物づくりなど、疑問から
実際に調べる、体験する、協力して活動すること
を目標に活動しました。「体験学習」では、花巻
イオンアグリ農場で野菜収穫、大潟村でのカボ
チャ収穫、潟上市草木谷での田植え、稲刈りに参
加しました。全メンバーが参加しての活動は大変
ですが高学年が低学年の面倒をみるなど、自発的
に協力することができています。今後は施設見学
や体験を増やし、環境への学びを広げていきたい
と思います。 
 
 
 

 

♠マックスバリュ東北秋田イオン   
  チアーズクラブ    （秋田市） 
  2012年、2013年と先輩方が被災地岩手のド

ングリを植え、元気に25本育ち、植樹・育樹で
きました。沿岸部に植える予定が、復興の遅れで
三菱製紙・北上になり、ボランティアグループの
方々が手伝ってくれました。木の勉強やナクレの
工場見学も興味深く、楽しかったです。いつか先
輩たちに元気に成長したドングリたちを見てもら
いたいと思います。 
  ２017. 5. 28 

  プロジェクトＤ」 
     植樹会 In 北上 → 
 

 

♦飯田川小学校エコクラブ 
                   （潟上市） 

 飯田川小学校では、近くの八郎湖の環境につい
て毎年4年生が総合的な学習の時間に調査してい
ます。今年も、昔そこにすんでいたと言われる八
郎太郎が再び戻ってくるようなきれいな湖になる
ことを願って湖岸に水草を植えました。この活動
は今年で5年目になります。そして、自分たちが
学んだことや伝えたいことをカルタにまとめまし
た。作ったカルタを紹介し合うことで八郎湖を大
切にしたいと 
いう気持ちが 
一層高まりま 
した。 
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♠美郷中学校総合科学部 
                   （美郷町） 
  今年度も、これまでの研究内容を引き継ぎ「ト

ミヨ属雄物型の研究 Part.６」というテーマで
研究を進めました。清水の環境調査やハリザッ
コの餌の研究、ハリザッコの模型に対する攻撃
の研究、ビオトープにおけるハリザッコの個体
数と体長の調査を中心に行ってきました。来年
度もこの研究を継続し、美郷町に生息している
絶滅危惧種であるトミヨ属雄物型を守っていき
たいと考えています。  
 米清水での調査   模型への反応実験   孵化した稚魚 
 
 
 
 

 

♦平沢小学校エコクラブ 
                   （にかほ市）  
 ６年生５６名は、運用から６年目を迎える生活ク
ラブ風車「夢風」を見学しました。風車は芹田地区
にあり、当時の６年生が命名したものです。生活ク
ラブの方から風力発電のしくみやメリットについて
お話を伺いました。サイエンスクラブでは、にかほ
市の夜空の明るさを調べました。その結果、仁賀保
高原ひばり荘付近の夜空が一番美しいことが分かり
ました。鳥海山・飛島ジ  にかほ市の夜空の明るさ調査↓ 

オパークや旬の自然の恵 
みとともに、多くの方に 
訪れていただきたいです。 
 
生活クラブ 風車「夢風」見学→ 
 
               

♥ちびっこクラブ                
                   （秋田市）   

  第二ルンビニ園の年長クラスでは、廃材を利用し
て「サンタとトナカイの家」を作りました。ティッ
シュやお菓子の空き箱は家に、アルミホイルの芯はサ
ンタとトナカイに変身です。子どもたちの発想を大切
にして作れるようにしました。二階建てやお部屋が
いっぱいの可愛い家、階段や煙突、スベリ台をつけて
サンタをすべらせるなどアイディアが盛りだくさん！
サンタとトナカイは、簡単に取り外しができるので、
出来た作品はゴッコ遊びをして楽しむこともできます。 
普段は捨てるだけの廃材が自分たちの手で作品として
生まれ変わるのが面白く目を輝かせて取り組みました。 
 
 
 
 
 

♣雄物川小学校 
           （環境教育支援校）（横手市） 
 本校では、緑化活動や総合的な学習の時間で全学
年が横手の自然の豊かさに親しむ活動に取り組んで
います。地域の特産品であるスイカ作りにチャレン
ジした４年生の学習では、地域在住のスイカ先生を
招いて、苗植えや取り入れを教わり、体験をしまし
た。完熟した大きなスイカは、地域の小中学校や老
人ホーム等にプレゼントしました。さらに、学習発
表会に訪れた地域の方々にも振る舞いました。子ど
もたちは、地域の自然の恵みの素晴らしさをあらた
めて感じていました。 

 
 
 
 

♥秋田南高校中等部自然科学部                 
        （環境教育支援校） （秋田市） 
 秋田南高等学校中等部自然科学部は、２年生７
人、１年生１６人、計２３人で活動しています。
自分たちが興味をもったテーマについてグルー
プ毎に研究しています。その中の一つを紹介し
ます。水質に興味がある仲間で学校近くの猿田
川の微生物を調査しています。プランクトン
ネットを使って微生物を採集し、顕微鏡で観察
しました。継続して観察しているので、季節・
天候等の変化はもちろん水質の変化とも何か関
係するのではないかと考えています。 
 これからも仲間と共に興味をもったことにつ
いて研究していきたいと思います。 

 
 
 
 

♦十二所保育園エコクラブ 
                     （大館市）        

 平成29年度は「何でもかんでも使っちゃおう！」
をテーマに、様々な素材を遊びに利用しました。散歩
に出かけ、枝や葉っぱ、木の実を拾ったり、保護者や
地域の方から牛乳パックをいただいたり、園の畑で野
菜を育てたりと、身の回りのものを最大限に活用して
みました。 
 また、小学校や中学校、地域の人と一緒に町内の雪
かきも頑張りました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拾った枝に鯉
のぼりを結ん
でゆらゆら泳
ぐ鯉のぼり完
成！ 

牛乳パック、
プリンカップ、
工夫いっぱ
いの鬼の面 

春に植えたカ
ボチャの苗。
たくさん実っ
て積み重ねて
遊んでます。
真剣なまなざ
し！ 

地域連携安
全・安心推
進事業のお
手伝い。消
火器の場所
も確認。 
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♣せいれいエコクラブ 
                   （秋田市） 
  私たちの園では、手洗い場や製作をする空間
に“エコマーク”を貼っています。まだ使える
物を捨てようとしたり、水を出しっぱなしにし 
ていると「もったいない」と子どもたちから聞
こえ、何かに使ってみようとか水を止めようと
する姿が見られます。“エコマーク”を貼りエ
コに関心をもつきっかけになったのがエコ＆リ
サイクルフェスティバルです。エコについて学
ぶことで身の回りのことに関心を持ち、大切に
使おうとする姿が増えこれからも継続していき
たいと思っています。 
            ←手洗い場 
 
 
            製作スペース→ 
 

♠藤木小学校こどもエコクラブ 
          （環境教育支援校） （大仙市） 
○川の水質・水生生物（環境）調査 

 ５・６年生が丸子側源流の水質や水 
生生物の調査をしました。カジカ、ト 
ビゲラ、ヤマメなどを採集しました。 
学校近くの用水路とも比較することに 
より、地域の環境をよくしていこうと 
する意欲が高まりました。 
 
○ドリームワールド２９  

 前庭のエコロードに「未来に残した 
いふるさと」のテーマで進められたプ 
ロジェクト「ドリームワールド29」。一人 
一人がイメージした絵をもとに6年生 
がまとめ、子どもたちの“ふるさと” 
への思いがいっぱいつまった４つの絵 
を完成させました。 

♥西目シーガルエコクラブ 
                （由利本荘市）  
 西目地域は、面積の半分が森林です。古くから
林業が盛んで「恵みの森」と名付けられた森が
あります。また、海岸近くは、砂防林が広がっ
ています。恵みの森も砂防林も「地球温暖化防
止」の役割も担っています。今年度六年生は、
海岸部で、黒松の苗木１０００本を植え、その
後標語作りをしました。 
♠この一本  未来へ緑の  メッセージ 

  （国土緑化・育樹運動の標語に入選） 
 ♠一つの樹 共に未来を 創造し 
 ♠小さな芽 西目の町の 守り神 
 ♠植樹祭 命育む 森作り 
 ♠黒松の 緑で防ごう 温暖化 
 ♠快適な 暮らしを作ろう 植樹際 
 ♠植樹祭 温暖化防ぎ 自然豊かに 
 ♠黒松が 未来の地球 かえていく 
 ♠私達 未来をかえる 黒松で 
 ♠今植えた  この黒松が 未来を創る 

♦角間川小学校こどもエコクラブ                       
          （環境教育支援校） （大仙市） 

 角間川は大仙市の南端にあり、自然が豊かなところ

です。角間川小学校エコクラブは、全校７４人で環境
を守る活動に取り組んでいます。リサイクル活動と栽
培活動について紹介します。 
 角間川小学校では、ペットボトルキャップと空き缶
のリサイクルに取り組んでいます。エコ委員会が中心
になって全校児童でリサイクルに取り組むとともに、
児童会便りを通して空き缶回収を地域に働きかけてい
ます。今年度、この活動が認められ、アルミ缶リサイ
クル協会より感謝状をいただきました。ものを大切に
しようとする意識が高めることができました。また、
全校でサツマイモの栽培をしたり、花壇にサルビアを
植えたりしています。6年生を中心にゴーヤのグリー
ンカーテンづくりにも取り組んでいます。収穫した作
物は、地域の施設などに配りました。 
 角間川小学校では、このような活動を通し、地域の
自然を守ろうとがんばっています。 
 
 
 

♥秋大附中情報・科学部 
                    （秋田市）  
  私たちは、自分たちの興味のある 

分野に分かれ、グループごとに研究 
テーマを設定し活動しています。 
 今年は「卵を守るためにはどのよ 
うな工夫が必要か」という研究をし 
たグループがあります。スポンジや 
ビニール袋など，地面からの衝撃を 
吸収する素材を上手に使い卵が割れ 
ない工夫をしました。最近話題のド 
ローン配達緩衝材として利用できな 
いかなど，世の中に役立つ研究を今後も継続した
いと考えています。 

♠岩見三内中学校 
                   （秋田市） 
   本校では、環境学習の一環として、秋田大学

の教授を講師に招き、ふるさと岩見三内の自然
に親しみながら、地域を流れる岩見川と三内川
の水生生物を観察する「水生生物観察会」を毎
年夏に実施しています。ヘビトンボ、カワゲラ、
カゲロウなど、きれいな川にのみ生息する生物
に直に触れる活動は、生徒達にとって、ふるさ
と岩見三内の自然の美しさや豊かさを再認識す
る機会となっています。 
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♠ひろおもてエコクラブ 
平成29年度環境大賞（知事表彰）受賞！（秋田市）  
  今年は、１～６年生の１７人で活動しています。活

動は、地域の豊かな自然に触れることが中心です。小
学校近くの裏山には、ブナやケヤキの大木が生えてい
ます。春はコブシの新芽からとても良いにおいがしま
す。地面には去年落ちたブナの実が小さな葉を開いて
います。夏は近くの水路でホタルの観察を、大平川上
流では水生生物を探しました。水生生物の観察では、
親子で夢中になって探し、観察後はもとの水にそっと
返しました。冬は小学校近くの裏山で雪遊びをしたり、
動物の足跡や笹の葉のウサギの食べた跡などを探しま
した。毎年季節毎に同じ場所で活動していると、生活
の様子がわかるようになりました。 
 親子のクリーンアップ活動も継続しています。道路
に捨てられているゴミの量は以前より少なくなりまし
た。 
 
 
 
 
 

♦秋田東中学校科学部 
                   （秋田市） 
  今年度の秋田東中学校科学部は計３７名で活動

しました。写真は８月に秋田拠点センターアル
ヴェの自然科学学習館で行われたワークショップ
の様子です。そこで科学の面白さを知ってもらえ
るように頑張りました（色の消える麦茶、おゆま
るくん、マーブリングによる栞づくり）。日常活
動では、各部員が興味をもったことをテーマとし、
野菜のおろし汁で汚れが落ちるか研究したり、廃
油から石けんをつくったり、身近な材料を活用し
て研究を進めています。また、今年は秋田市児童
生徒理科研究発表会に「ピーマンの苦み」をテー
マにした研究を発表しました。これからも当たり
前のことを当たり前だと思わずに興味をもつこと
を大切にしていきたいです。 
 
 
 
 
 

♣田代中学校  
         （環境教育支援校）（大館市）  
  大館市立田代中学校では、ボランティア活動を
定期的に行って地域の環境美化に努めています。
春は早朝に親子で学校周辺のクリーンアップ、秋
は学区内の小・中学校が連携して学校周辺や通学
路のクリーンアップを行っています。集めた落ち
葉は、地域の農家の方が持ち帰って活用していま
す。また、陸上競技場の溝に溜まった土を再利用
して、陸上部が下り坂をつくり練習に生かしてい
ます。どの活動も私たちの生活のテーマＪＡＫＳ
（時間管理・挨拶・聴く・整理整頓）運動を意識
しながら行っており、地域からお褒めの言葉を頂
きました。これからもこの活動を継続していきた
いと思います。 
 
 
 
 

★こどもエコクラブのつくり方                                      

 ①仲間を集めます     ②サポーターを決めます     ③登録します            
  ２人以上の仲間を       クラブ活動を支えてくれる      こどもエコクラブ全国 
  集めます。            大人（20歳以上）のサポー      事務局に届ければ 
                    ターを決めます。              クラブとして登録されます。 
                                            ＊登録料、年会費等は無料です 

こどもエコクラブ全国事
務局では、登録したメン
バー、サポーターを「賠
償責任保険」の対象とし
て、保険の手続きを無料
で行っています。 

－５－ 

 
  ☆秋田県こどもエコクラブ事務局（秋田県温暖化対策課） ☎０１８－８６０－１５６０ 
  ☆（公財）日本環境協会 こどもエコクラブ全国事務局    ☎０３－５６４３－６２５１ 
                こどもエコクラブウェブサイト http://www.j-ecoclub.jp/                     

お問い合わせ先 

♥旭北小６年ｅｃｏクラブ 
         （環境教育支援校） （秋田市）  
 ６年生は、理科の学習で「正しい知識をもとに
エコ活動」に取り組みました。 
（１）ジャガイモの栽培活動（地産地消） 
・殺菌された種イモを使わないと 
 ウイルス病を周りの畑に広める。 
・「まし土」をしないと日が当たる 
 所に毒素が作られる（緑色になった所は食べな 
 い）。「食に対する安全・安心」の意識が高ま   
 りました。 
（２）こどもeco検定公式テキスト「地球教室」の活用 
「今、何が問題となり、何をしな 
ければならないのか」を興味ある 
テーマについて調べ、真剣に考え 
新聞にまとめました。「伝えなけ 
れば」という思いがあふれていま 
した。（単元：地球に生きる） 



こどもエコクラブ全国フェスティバル2018特集 
  全国の「こどもエコクラブ」関係者が一堂に会し交流を深めるとともに、各地で展開されている活動の紹

介を通して、「こどもエコクラブ」事業をはじめとする環境保全活動の定着拡大を目的に毎年3月下旬に開
催しています。 
 今年度は、平成30年3月25日（日）に日本科学未来館（東京都江東区青海）を会場に 
開催され、秋田県からはマックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブが参加し、お互い 
の壁新聞をもとに活動を紹介し合ったり、企業の特設ブースを見学して、全国の仲間たち 
と一緒に学び交流しました。 

★全国フェスティバルのようす 

－６－ 

「エコまる」と記念写真をパチリ！ メイン会場はこんな感じ。全国の
代表メンバーとサポーターが集い
ました。 

オープニング後の交流タイムでは、
ゲームを通して他クラブのメンバー
とオリジナル名刺を交換しました。 

全国のクラブから寄せられた壁新
聞、絵日記が展示されてます。 

こどもエコクラブを応援している企
業や団体の特設ブースも見学・体
験しました。 

壁新聞をもとに活動を紹介するマッ
クスバリュ東北秋田イオンチアーズ
クラブのメンバー。 
 

エコ活セッションで、ペアを組んだ
エコまめクラブ（福岡県）と意見交
換しました。 

ペアを組んだクラブへオリジナル
表彰状を作成中。 

お互いのクラブの活動を称え合い
表彰状を授与。 

お昼はエコを考えたカレー
ライスでした。 



★かべしんぶん紹介（全国エコ活コンクール応募作品） 
 ここで紹介する壁新聞は、こどもエコクラブが普段の活動や環境について調べたことをまとめ、
エコクラブの仲間や地域の人たちに紹介するためにつくったものです。 

  サポーターから 
 今年のテーマは「ごみ」で 
した。調べていくと、ごみは 
資源そのものであることがわ 
かりました。メンバーの家族 
はみんなエコな心の持ち主 

です。それぞれの家庭のやり方
は違っても、未来のことを考えて
くれています。ものの豊かさが本
当の豊かさではないことを皆に
広めてほしいと思います。  

サポーターから 
 全メンバーが必ず自分の体験や学びを
まとめられるようにカード形式で書くこと
から始まります。集まったカードを上級生
が内容を確認し、構成を決めます。毎年
のことながら、（新聞づくりの）ペー 
スをつかむまでが大変。低学年をうま 
くなだめて仕切る高学年、そんな場面 
が毎年繰り返されています。 

－７－ 

マックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブ 

ひろおもてエコクラブ 

メンバーからのアピール 

 ぼくたち「ひろおもてエコクラブ」は、緑豊かな秋田で自
然とふれ合ったり、自然を守る活動をしています。また、
地域のお祭り（三吉神社の梵天まつり）にも参加していま
す。 

 今年は低学年の人が多かったのですが、みんなで協
力して楽しく活動してきました。このエコクラブは、ゴミ拾
いをして自然を保護するなど、一年を通して、学年に関
係なく様々な活動をし、自然の素晴らしさを知ることがで
きる素敵なクラブです。 

メンバーの発見＆アピール 

・ゴミは資源のかたまり 
・ものを作るとき、選ぶとき、使うと  
 きごみにならないような工夫をする。 
・長持ちする素材を使う。 
・資源を使い過ぎない。 
・壁新聞づくりは、みんなで役割分担 
 をして仕上げました。  



「環境の達人」 を派遣します 

  市町村、学校及び住民団体等が主催する講演会

や学習会等へ、環境に関する専門の先生を派遣し
ます。川の生物調査、省エネクッキング、エコ
キャンドル、地球温暖化の現状、自然体験学
習・・・メニューはたくさんあります。 

「○○のゆくえ」 
    ～あきたの環境を考える体験事業～ 
 電気や廃棄物、水をテーマに、秋田の環境を守
る取組をしている事業所や施設を親子（対象：小
学３～６年生）で体験・見学する事業です。小学
校の長期休業中に実施しています。○○のゆくえ
を追ってみませんか？ 

「あきた省エネファミリー 
    チャレンジキャンペーン」 
   家族で省エネ宣言をし、省エネアクションに取

り組むキャンペーンです。学校の長期休業中に実
施しています。報告をいただいた家庭の中から抽
選で、協賛企業の提供賞品が当たります。 

「環境教育」に関する秋田県の主な事業 

「あきたエコ＆リサイクル 
         フェスティバル」 
   楽しみながら環境やエコについて学べるイベン

トです。9月上旬に秋田駅前のアゴラ広場で開催
されます。ステージイベント、出展ブース、体験
コーナー等を自由に回って身近な環境やエコにつ
いて、見て、ふれて、考えてみませんか？ 

「環境教育支援校」 
 平成２９年度は、7校を環境教育支援校として
指定し、各校から希望のあった環境教育に必要な
器具等（燃料電池実験セット、プランクトンネッ
ト、図解ハンドブック、移植ごてセット、パック
テスト、学校農園器材等）を提供し、教科の授業
や特別活動、部活動などで活用されました。 

「環境大賞」 
 環境保全活動に関する実践活動が、他の模範と
なる団体や個人を表彰（知事表彰）します。平成
２９年度は、こどもエコクラブに登録している
「ひろおもてエコクラブ」と「鷹巣南小学校」が、
地域に根差した長年の取組が評価され表彰されま
した。 

発行・編集 
 秋田県生活環境部温暖化対策課 環境活動推進班（秋田県こどもエコクラブ事務局） 
 〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1  TEL:018-860-1560   FAX:018-860-3881   
  E-mail：en-ondanka@pref.akita.lg.jp   ホームページ：http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/13307 

－８－ 

★平成29年度秋田県こどもエコクラブ登録クラブ（メンバー数） 
マックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブ（４０） ひろおもてエコクラブ（１８） 

せいれいエコクラブ（３０） ちびっ子クラブ（８４） 

戸島小学校（７５） 岩見三内中学校（２６） 

イオン土崎港店チアーズクラブ（１４） あきたみどりフレンド（２０） 

旭川小学校清流キッズクラブ（１９１） 秋田東中学校科学部（４０） 

秋大附中情報科学部（５９） 泉児童センター（４６） 

わくわくエコ工房（６） 秋田南高中等部自然科学部（２３） 

能代市立第四小学校こどもエコクラブ（９５） 雄物川小エコクラブ（３９０） 

十二所保育園エコクラブ（１６） 西館保育園リサイクルランド（４４） 

田代中学校（１２４） 湯沢南中学校自然科学部（１８） 

西目シーガルエコクラブ（３２０） 石沢小学校エコクラブ（６３） 

飯田川小学校エコクラブ（１７８） 角間川小学校（７３） 

どれみ保育園エコクラブ（１２） 藤木小学校こどもエコクラブ（６８） 

鷹巣南小学校（７２） 平沢小学校エコクラブ（３３６） 

井川小学校エコクラブ（９） 美郷中学校総合科学部（２５） 

旭北小6年ｅｃｏクラブ（５０） 
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