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―地球のために できることから はじめよう―

レジ袋減らそう！！町民のつどい
と

き：平成２０年７月２５日（金）１３：３０〜１６：００

場

所：紫波総合高等学校

３階 大講義室

（会場には駐車場はありません。紫波中央駅前に無料駐車場を用意しておりますのでご利
用ください。会場まではシャトルバス１２：３０〜を運行します。
主

催：紫波町、紫波町ごみ減量女性会議

共

催：紫波町環境衛生組合連合会

後

援：ＮＰＯ法人紫波みらい研究所、環境マイスター紫波、紫波町女性団体連絡協議会、
岩手県立紫波総合高等学校

協

力：東北原子力懇談会

スケジュール
１３：３０

開会セレモニー

１４：００

アトラクション

１４：２０

講演「地球と友達になろう〜循環型社会を目指して〜」

紫波総合高等学校 吹奏楽部

講師 内閣府原子力委員会委員 松田美夜子氏
１５：５０

紫波町レジ袋減らそう宣言

１６：００

閉会

会場で紫波総合高等学校の農産物加工品を販売します！
マイバッグをご持参ください。

紫波町・紫波町ごみ減量女性会議からのメッセージ
レジ袋を減らすことでＣＯ２の排出量削減と家庭から出るごみの
減量を図るため「レジ袋減らし隊」運動を展開しています。
この運動をもっと広く町民の皆さんに知っていただくために「レジ
袋減らそう!!町民の集い」を開催します。
地球のために、まずはレジ袋を断ることからはじめませんか？
皆さんのお越しをお待ちしております。

グループ紹介

《環境マイスター紫波》
夏休みが近づきました。昨年は犬渕地区を始め
として新田地区、秋に入りましたが志和中央地
区・志和八幡地区・志和丹後地区において

農地・

水関連の一つとして、住んでいる近くの水路を水
生・生物調査を行いました。身近なところにこん
な大きな魚がいるんだ（ウグイ体長３０センチ）、
ザリガニ・ヒルもいる、場所によってはサワガニ、
ヤマメ、ヨシノボリ、ホタルの幼虫などなど、子
供も大人も多いにビックリ、ワイワイ、ガヤガヤ、
歓声があがり楽しい一日でした。
この感動を今年も実現します。昨年実施した五
地区には地区の人達・子供たちと一緒に調査に参

水質調査の様子

加したいと考えています。
他地区の皆様も調査を計画されておられれば、
ご相談に応じたいと思いますのでお気軽に下記ま
でご連絡ください。
ちなみに昨年の調査結果では紫波町はきれいな
水のところが多く１００年後へつなげたいと感じ
ました。
なお、環境マイスター紫波では毎月第３火曜日
１３時３０分から定例会を開いております。
（環境マイスター紫波 佐々木）
☆

連絡先

環境・循環ＰＲセンター

℡ ０１９−６７１−２２４５
☆

ヘビトンボ

現在、紫波町では環境マイスター養成講座を
開催中（７月１２日〜１２月２０日）です。
問い合わせ

紫波町産業部環境課
℡６７２−２１１１

コオニヤンマ

紫波中央駅の北側にある環境・循環 PR センターでは、子どもから大人まで楽しみながら参
加できる体験学習スクール（NPO 法人紫波みらい研究所主催）を開催しています。
近所の子どもたちに大好評！ぜひ、遊びに来てくださいね。

８月２１日・２８日（木）１５時〜１７時
８月の予定

☆★ 問合せ：NPO 法人紫波みらい研究所まで
内容：☆★ 星座表づくり

牛乳パックでおもちゃ作り
ふろしきの結び方
コネコネマイ石けんづくり

原油の高騰による石油製品の値上げで︑私達

ら︑と考える︒
︵三︶

めるか︑ものすごく高価な有料袋にするかした

い切って売る側が一斉にレジ袋のサービスを止

使わない﹂努力もだが︑事ここに至っては︑思

地球は病み続けるだろう︒個々人が﹁レジ袋を

論されたことがある︒そんな論法が有る限り︑

を作る人々の生活の糧を奪うというのか﹂と反

ように垂れ流すのか︒そのことを言って︑
﹁それ

ならないのか︒なぜ相変わらずレジ袋を湯水の

ールのトレーにのせてラップで包んで売らねば

さ︒なぜ野菜も果物もあれもこれも発砲スチロ

いつも思うのは捨ててしまう石油製品の厖大

う衝撃的なことも言われている︒▼そんな中︑

化が進み︑北極の氷はあと数年で消滅するとい

解決するという段階ではない感じがする︒温暖

ろ放送するが︑正直言って︑最早個人の努力で

活における省エネルギーの様々な知恵をいろい

には何が出来るのか︒最近のテレビは︑日常生

ない︒この地球の環境を守るために︑いま私達

生︑自分だけが幸せになることなど決して出来

の事態は死活問題だ︒▼私達地球市民は一蓮托

容易に見つからない︒特に漁業者にとってはこ

消費者︑どちらの立場で考えても解決の糸口は

までなった︒休漁する漁業者︑高値の魚を買う

き︑先日は遂に漁業者の一斉休漁という事態に

を始め︑毎月さまざまな日常用品の値上げが続

の生活はじわじわと締め付けられている︒食品

行雲流水（２）何ができるか〜

■8 月 10 日（日）10 時〜15 時

■７月 26 日（土）14 時

▽第 3 回こども夏エコ祭！紫波総合運動公園

▽五郎沼古代蓮まつり
中尊寺貫首講和・南日詰太神楽（獅子舞）
民謡三味線日本一・幼稚園・小学生の蓮の絵画・
産直特産品出店あり

でかマップで紫波町を知ろう！
エネルギーを体感してみよう！
環境のこと考えてみよう！とにかく楽しもう！
参加無料・雨天時 17 日に延期
問合せ：紫波町産業部環境課

■７月 26 日（土）15 時 30 分〜21 時
ま

ち

▽〜和装・ゆかたで楽しむふれあいの夜市〜
第１回ひづめ夜市
「平井邸でのお茶とお琴の夕べ」
しゃ・べーるコーナー・ちびっ子花火遊びなど
問合せ：日詰商店会
℡672-2304
■8 月 2 日（土）第 2 回 15 時 30 分〜21 時
■７月 26 日（土）27 日（日）8 月 2 日（土）
3 日（日）14 日（木）15 日（金）16 日（土）
18 時 30 分〜21 時
▽ラ・フランス温泉館ビアガーデン
ビール飲み放題 料金：1,500 円

℡672-2111 内 3513
■ ８月 23 日（土）時間未定
▽レッツ・エンジョイ・エアロビクス
場所：総合体育館 参加料無料
問合せ：紫波町体育協会 ℡676-2650
■9 月 6 日（土）または 14 日（日）9 時 30 分〜14 時
どちらか都合のいい日にご参加ください。
▽第 20 回環境探検隊 手作りの道具で森を測ろう
場所：あづまね森林公園（ラ・フランス温泉館裏山）
集合：ラ・フランス温泉館湯楽々駐車場
プログラム：雑木林の木の名前を調べる
森の木の太さ・高さを測る

問合せ：ラ・フランス温泉館
℡673-8555
■8 月 6 日（水）19 時〜21 時
▽第５回紫波ふるさとお話し会
「南部相撲と黒岩」
講師：奈良女子大学助教 木梨雅子氏
南部相撲の第一人者木梨先生が再来。
紫波出身の黒岩や乱獅子荒五郎などを含め
南部相撲の歴史をやさしく解説します。
会場：権三ほーる、入場料：３００円
問合せ：どっこ舎 ℡676-6896
■8 月 10 日（日）雨天時は 17 日に延期
▽第 37 回紫波夏まつり 紫波総合運動公園
屋台村・踊り大会・ステゴマライブ・花火大会等
問合せ：紫波夏まつり実行委員会事務局
℡672-2111 内 3622

森の木の年輪を調べるなど
定 員：各日とも親子２０組
参加費：一人 200 円（保険・資料込み）
問合せ：NPO 法人紫波みらい研究所
℡671-2244
協力：岩手大学大学院連合農学研究科
■９月６日（土）13 時〜
▽スポーツ指導者講習会 地域医療とスポーツ
場所：総合体育館
参加料：町外者のみ 500 円
問合せ：紫波町体育協会 ℡676-2650
お詫びと訂正
創刊号のイベント情報欄中、第 26 回郷土史セミナー
．．．．．
．．
の演題「藤原経清と白山神社別当遠藤家」は、
「別当
．．．
遠山家」でした。お詫びし訂正いたします。

