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エコライフ！

ト」を貯めて
ン
イ
ポ
フ
イ
「九州エコラ
しませんか？
加
参
に
全
保
お得に環境
自然保護 霧島ジオパーク とそれを育む火山活動
自然の多様性
九州みんなで

神ケ溝

1ポイント＝1円

※九州各県（沖縄県を除く）のほか、九州各県地球温暖
化防止活動推進センター、九州経済連合会等の経済団
体、九州電力㈱、九州旅客鉄道㈱等の企業など25団体
で構成されています。

九州エコライフポイントには
３つの環境行動があります
どれくらい削減できたか︑その削減率に

家庭での電気使用量が昨年度と比べて

がもらえます︒環境保全という地球にや

川の清掃など︶に参加するとポイント券

活動︵植樹︑下草刈り︑間伐や道路・河

企業やNPOなどが主催する環境保全

●森林育成・保全などへの参加

応じてポイント券がもらえます︒お財布

さしい活動なので︑たくさんの方の参加

●電気使用量の削減

にも優しく︑家族みんなの心がけひとつ

が待たれます︒

もらうには？

協 議 会 が 認 定 する
製品を購入し、領収
書等をポイント運営
管理事務局に送付。
実施期間：
〜平成27年2月

査をクリアした商品が揃っています︒

べて九州内の企業や事業所が製造し︑審

るとポイント券がもらえます︒商品はす

協議会が認定した省エネ製品を購入す

●省エネ製品の購入

あらかじめ協議
会が認定した環
境保全活動へ
参加。

でポイントがどれくらい貯まるのか︑楽

もらうには？

しみながら参加できます︒参加には事前

九州電力が発行す
る該当月の検針票
を事務局に提出。
次回実施期間:
H26年12月〜
H27年2月

申し込みが必要です︒

ポイントを
もらうには？
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九州みんなでエコライフ！

九州エコライフ
ポイントとは？

ポイントを

ポイントを

宮崎県では︑九州各県と共同で
家庭や地域でのCO 2排出削減を
進めるため﹁九州エコライフポイン
ト事業 ﹂︵主催 九州版炭素マイ
レージ制度推進協議会※︶を行
なっています︒
九州エコライフポイント事業は
﹁ 電 気 使 用 量 の 削 減 ﹂︑﹁ 森 林 育
成・保全などへの参加﹂︑﹁省エネ
製品の購入﹂という３つのCO 2
排出削減につながる環境行動にポ
イント券が交付されます︒ポイン
ト券はスーパーやコンビニ︑道の
駅などポイント取り扱い店で使用
できます︒

﹁九州エコライフポイント﹂
を貯めて
お得に環境保全に参加しませんか？

環 境 保 全

九州エコライフポイントが使える県内のお店

イオン、マックスバリュ全 店、タイヨー全 店、

ローソン、道の駅（物産センター詩季彩、酒谷、な

んごう、牧水庵、ふるさと味工房、山之口、高岡ビ

タミン館、田野倉谷ふれあい牧場）、もろっこはう

す、ふるさと物産館「海幸山幸」、ひむかよかもん

市場、みやざきKONNE、クロネコヤマト美味紀

行・快適生活サポートサービス

2014/10/21時点

１月分

２月分
ご協賛企業様の募集について

4

ポイント取扱店で
ポイント券相当の
お買い物が
できます。
券
商品
イント
50 0ポ
円券

50 0

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82電気ビル共創館５F
☎092-721-4905 FAX092-721-4904
Eメール info@q-ecolife.com
http://q-ecolife.com/

● 参加特典
●節電活動（３ケ月分の検針票提出）していただいた方全員に500ポイント券
を進呈。さらに削減率が前年同月比10％未満で200ポイント、10％以上で300
ポイントが上乗せされます。
●削減された方の中から抽選で特産品が当るチャンスもあります！

宮崎県では、九州エコライフポイント
にご協賛いただける企業様を募集してい
ます。企業様は、本制度へご参加いただ
いた住民の皆様へのご紹介や、新聞紙上、
県ホームページ、九州エコライフポイント
ホームページ等でご紹介させていただき
ます。
宮崎県の協賛企業様
アイ・ホーム株式会社、霧島酒造株式会社、
株式会社共立電機製作所、宮日総合広告
株式会社、株式会社フォレストエナジー
門川、株式会社宮崎南印刷、宮崎銀行、セ
ントラル観光株式会社、みやざきバイオ
マスリサイクル株式会社、株式会社宮防、
株式会社ローソン、有限会社鉱脈社
◎九州版炭素マイレージ制度推進協議会
では、
協賛企業および協賛商品を提供して
いただける企業を随時募集しております。

九州エコライフポイント貯めました！
「少しの工夫や古い電化製品の買い替えなどで節電に」
小森 裕美 さんに聞きました
小森さんは九州エコライフポイントの電気使用量削減に昨年の冬から毎回参加
しています。夏が終わり昨年と対比してみると、10％を超える削減が実現できたと
言います。
「今年の夏は昨年より少し涼しかったためエアコンの使用量が随分減り
ました。また、古いエアコンを省エネタイプに買い替えたり、複数の部屋にエアコン
は点けず、点いている部屋に家族が集まって過ごしたり、設定温度を29度にして扇
風機を併用するなどやってみました」と小森さん。また、夜10時以降の庭園灯を止
め、蛍光灯はLEDに変更、古い家電製品は見直しをし買い換えました。
冬にも挑戦しましたが、寒さが厳しかったためあまり思うほど節電には繋がらな
かったと言います。それでもエアコンの設定温度は18度にし、あとは上着や靴下の
分厚いものの着用で過ごしたそうです。
「少し工夫をすれば、家庭の電気は随分抑
えられると思います。環境家計簿をつけて毎月の使用量チェックやCO 2 の排出量
を把握するなども節電の意識につながると思いますよ」と小森さん。今年の冬はぜ
ひ電気使用量削減に挑戦してみませんか？
前年・先月などとの比較ができる

2

3 ecoみやざき 2014 秋号

節電に挑戦しませんか？

日〜

節電して３ケ月分の
検針票を提出します。

12月分

商品券
券
イント
商品
50 0ポ
イント
50 0ポ
品券
商
ト
イン
0ポ
50

問合せ・申込

月

検針票を提出したら、
事務局から５００ポイント券を
送付します。
円券 円券
5005
00
券
円
0
50

年度冬期に実施する電気使用量

Web

平成

@

削減活動への参加者を募集︵

Eメール

26

10

年度

3

FAX

30

日締切︶しています︒平成

郵送

2

月

郵送、FAX、Eメール、または
Webサイトで申し込みます。

11

25 １

ポイント券をもらうまでの流れ
1

万kWhの電力量が

※提出は「電気使用量のお知らせ（検針票）：12月〜2月分（3ケ月分）
ポイント発行:平成27年２月以降

冬期に実施した活動では︑九州全体で約

削減され︑今年もさら

応募方法

なる削減が期待されま

平成26年10月1日（水）〜11月30日（日）
参加申込書に必要事項を記入し、ポイント運営管理事務局に郵
送、FAX、Eメールで送付して下さい。
九州エコライフポイントのホームページからも申し込みできます。
節電活動期間 平成26年12月から平成27年2月まで
募集期間

す︒参加を希望される

節電活動に参加するには参加申し込みが必要です。

方は︑まず左記の要領

で申し込みを︒

冬の節電活動参加者募集

42

電気使用量の削減
︵節電︶
の参加者募集

環 境 保 全

い﹂と荻原さん︒また︑ほとんどの

株式会社 宮防
宮崎市大字田吉1886番地
☎0985-53-1008
http://www.miyabo.co.jp/heatshielding/housing.php
問合せ・申込み

植樹などに取り組んで
ポイントを貯めよう！

あらかじめ協議会が認定した森林の

育成・保全につながる活動や地域環境

の美化︑緑化につながる活動︑低炭素

型ライフスタイルの促進に関わる活動

に参加すると︑エコライフポイントを

もらえます︒参加希望の方はポイント

運営管理事務局までお問い合わせくだ

さい︒

葉樹林プロジェクトが企画立案、森の散策のガイ

今年度の対象活動は次のとおりです︒

の自然萌芽、成長を促すための作業です。綾の照

九州エコライフポイント認定省エネ製品を
購入してポイントを貯めよう！

色に対応でき光沢・艶のある仕上が

伐することにより、原生種である照葉樹林の幼木

エコライフポイントの発行に︑認定省エネ製品の購入があります︒９月末現在︑
九州内で 社が認定を受け︑宮崎からは2社の製品が対象になっています︒今
回は遮熱塗料を開発した株式会社宮防の製品について伺いました︒

を塗布したら乳量や出荷量などが夏

りになるのも特徴です︒

内容＝綾町川中地区でスギ、ヒノキの人工林を間

株式会社宮 防

場でも安定し︑効果を実感した農家

会場＝宮崎県綾町川中自然公園近くの国有林

時代のニーズを形に︒室内の温度上昇を抑制する
遮熱塗料﹁ファームバリア﹂
防水事業で確かな実績を持つ宮防
の方も多いですよ﹂と荻原英範部長︒

問合せ・申込み= 一般社団法人てるはの森の会

が開発したエコポイント認定省エネ

主催＝綾の照葉樹林プロジェクト

製 品 は 遮 熱 塗 料 ﹁ フ ァ ー ム バリア﹂︒

室内の温度低減効果で省エネを実
現できそうです︒
●交付ポイント単価
％

購入代金または遮熱
万円︶

塗装工事代金の
︵上限

ドも行います。

最近では︑ミキサー車の温度を下げ
るために利用され︑全国から注文が
﹁一般住宅の屋根ではコロニアル

合した高反射塗料で︑屋根や壁に塗
を効率よく反射・拡散し︑いったん吸

製・金属製が効果が出やすいですね︒

入っています︒

収された熱は特殊セラミックにより

家中の熱量が減らせるので︑これか

☎0985-35-7288

る と 熱 作 用 の 高 い﹁ 近 赤 外 線 ﹂

放射されるというものです︒これの

らの温暖化対策に利用してみて下さ

10
専務の
村社英秋さん

働きにより建物の表面や裏面の温度

施工前と施工後では15〜20度程度の温度低減効果が
認められた

300

平成27年2月下旬

熱反射顔料や特殊セラミックを配

℃

℃

上昇は少なくなり︑室内への温度透
72.5
67.5
62.5
57.5
52.5
47.5
42.5
37.5
32.5
72.5
67.5
62.5
57.5
52.5
47.5
42.5
37.5
32.5

過が減り冷暖房の効果をアップさせ
ることができるのです︒
﹁閉めきった部屋に入ると熱がこ
もっていて︑冷房を入れてもしばら
くは温度が下がらないことがあると
思います︒しかし︑ファームバリア
を塗ると室内にこもる熱量が少ない
ので︑冷房効果が早くあらわれ省エ
ネにつながります﹂と専務の村社英
秋さん︒個人住宅でも効果は得られ
ていますが︑畜舎にも利用され目に
見える効果が出ています︒﹁夏場に
は乳牛の乳量が落ちたり︑暑さで豚
や鶏が弱るなど厳しい状況があった

施工箇所
施工後
施工前

交付ポイント
単価

業
ための間伐作
の
元
復
林
樹
照葉

12

そうです︒しかし︑ファームバリア

宮崎大学工学部との共同研究によって
開発された「ファームバリア」

10

環 境 保 全

3
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協 議 会 だ よ り

﹃エコドライブ のすすめ﹄︵エコドラ

環 境 みや ざ き 推 進 協 議 会 だ よ り
●クリーンアップ宮崎
イブ普及連絡会資料から︶
① ふんわりアクセル﹁ｅスタート﹂

県民総ぐるみで行う環境美化活動
﹁クリーンアップ宮崎﹂を今年度も実
② 車間距離にゆとりを持って︑加速・

に環境美化活動を展開することによ
⑤ 無駄なアイドリングはやめよう

④ エアコンの使用は適切に

③ 減速時は早めにアクセルを離そう

減速の少ない運転

り︑環境保全や自然保護に対する県民
⑥ 渋滞を避け︑余裕を持って出発しよう

日︵木︶県立図書館研

環境学習なら
宮崎県環境情報センターへ

宮 崎 県 立 図 書 館 １ F にあ る 宮 崎 県 環 境

情報センターでは︑環境に関する資料の閲

覧︑環境教材の貸出や環境保全アドバイザ

や環境講座なども行なっています︒

ーの派遣︑リサイクル工作などの出前講座

日 時：11月27日
（木）9:00〜16:00 宮崎県立図書館出発
参加費：無料（ただし昼食希望者の方は880円）
申 込：下記にメール、FAX、電話で住所・氏名・連絡先・生年月日を書いて
お申し込みください。
いただいた個人情報は、保険加入と当日連絡以外には使いません。

施します︒

意識の高揚を図り︑美しく︑自然と共
⑦ タイヤの空気圧から始める点検・整備

月

修ホールにおいて︑エコクラフトバッ
名の方が参加され︑宮崎県環境保

グの作成講座を実施しました︒
とが必要です︒

器に頼りすぎず︑無理なく省エネに取

期間中の

め︑みやざきマイバッグキャンペーン

らし︑マイバッグの使用を推進するた

温暖化防止のためにレジ袋の使用を減

環境情報センターの主催により︑地球

環境みやざき推進協議会及び宮崎県

● エコクラフトバッグ作成講座

環境みやざき推進協議会調べ（平成２６年６月
同協議会会員へのアンケート結果を集計）

全アドバイザーの指導によりマイバッ
グの作成技術を

暖房時の室温 ℃設定でも快適に過
ごすことのできるライフスタイル

習得していただ

袋削減に取り組

グを持参しレジ

には︑マイバッ

お買い物の際

きました︒

﹁ウォームビズ﹂に家庭や職場で取り
組みましょう︒

●クールビズ取り組み結果
●取組期間 ５月１日〜 月 日

みましょう︒

宮崎県次世代エネルギーパークには中心施設である環境情報センターを含め
15施設が登録されています。
宮崎県環境情報センターでは、県民のみなさまに次世代エネルギーパーク施
設について知っていただくために、見学会を開催いたします。
貸切バスで「宮崎ソーラーウェイ（都農町）」と「みやざきバイオマスリサ
イクル発電所（川南町）」の２つの施設を回ります。参加費は無料ですが、希
望者は昼食代がかかります。

県民が一丸となり︑県下全域で一斉

生した環境に優しい社会づくりを推進
⑧ 不要な荷物はおろそう

しましょう︒

⑨ 走行の妨げとなる駐車はやめよう

県民の皆さんのご協力をお願いいた
します︒

⑩ 自分の燃費を把握しよう

月１日〜３月 日

以前から 94％

り組み二酸化炭素排出量をおさえるこ

地球温暖化防止のためには︑暖房機

●取組期間

●ウォームビズの取り組み期
間中です︒

●主催 環境みやざき推進協議会・宮
崎県・各市町村
●日時 平成 年 月９日︵日︶
︵毎年 月の第２日曜日に実施︶

２
│ ０７７︶

１６

●場所 各市町村等が選定する公園︑
海岸︑道路︑河川等
●内容 公園︑緑地︑水辺等の清掃︑
地域の清掃︑樹木や花壇の手入れな
どの環境美化活動
●お問い合せ お住まいの市町村環境

│

担当窓口︑又は︑環境みやざき推進
協議会︵☎０９８５

● 月はエコドライブ
推進月間です
エコドライブとは︑燃料消費量やＣ
Ｏ ２排出量を減らし︑地球温暖化防止
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4

E-mail
HP

９時〜１９時（日曜、祝日は１７時まで）
月曜日（祝日の場合は翌日以降の最初の平日）、
年末年始、図書館整理及び特別整理期間

利用時間
休館日

26℃以下
3％

１０

〒880-0031 宮崎市船塚３-210-1
宮崎県立図書館１F
TEL.0985-23-0322 FAX.0985-26-4720
kankyojyoho@coral.ocn.ne.jp
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次世代エネルギーパークの施設見学
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につなげる〝運転技術〟や〝心がけ〟
です︒
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mの絶壁を水が流れ落

100選にも選ばれた迫力ある名瀑で︑

都城市にある関之尾滝は日本の滝

各所です︒

流が織成す自然に癒されるコース﹂の

佳道さんと訪ねたのは︑﹁大規模火砕

ジオ︵地球︶に親しみ︑ジオを学ぶ旅︑ジオツーリズムを楽
しむ場所︑それがジオパーク︒現在日本では 地域が﹁日本ジ
オパーク﹂に認定され︑さらに世界が認定した高品質の﹁世界
ジオパーク﹂には日本から７地域が認定されています︒今回は
日本ジオパークである霧島ジオパークの魅力を﹁みやこんじょ
ジオガイドクラブ﹂の東 多佳道さんとともに紹介します︒

豊かな霧島

霧島ジオパークは︑宮崎県と鹿児島

m︑高さ

ち付近は飛沫で白く見えるほどです︒

幅

滝の上流は穏やかな流れで川床には大

に破局的噴火によってできた加久藤カ

きな甌穴群があり︑自然が長い時間を

万

から噴出した火砕流の堆積物でできた

ります︒﹁3万年前の加久藤カルデラ

年前から現在まで活動が続いている日

少しずつ崩れて上流の方へ進んで形が

と言われています︒滝の位置は今でも

そこから県境を少し鹿児島の方に行

変わっているんですよ﹂と東さん︒

と姶良カルデラ︑桜島・開聞岳と火山
㎞×

くと溝ノ口洞穴があります︒シラス台
が一直線に見える上︑

火口湖がひしめき合う雄大な景観を楽

はパワースポットとしても話題になっ

の流れる音だけが静かに聞こえ︑最近

あまりの火山と

しむことができます︒さらに︑噴火の

ているそうです︒さらに上流に進むと

15

mの桐原の滝などが見られま

60

に 興味深く見ることができると思いま

の歴史などを聞きながら回ると︑さら

火口湖︑滝が揃っているところ︒噴火

の 造 形 物 で す ︒﹁ 霧 島 の 魅 力 は 火 山 ︑

す︒どれも︑火砕流が作り出した自然

m︑幅

火砕流堆積物によってできた滝や渓谷︑

霧島ジオパークガイドを務める東多

火砕流で
できた場所

産や自然が体感できる場所です︒

三段の階段状になった三連轟や落差

地にポッカリと大きな洞穴が見え︑水

㎞とい

本でも有数の火山です︒火山列が南北
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に伸びているため︑韓国岳から眺める

島山は加久藤カルデラ形成後︑約

山活動でできた火山群の総称です︒霧

ルデラの南縁に︑その後数

かけて創りだしたアートの世界が広が

す︒中心になる霧島山は︑約

万年前

県にまたがり︑宮崎県は都城市・高原

36
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町・小林市・えびの市が含まれていま

40

万年の火
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30

1300種の植物の生育など豊かな遺

う狭い範囲の中に︑
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﹁霧島ジオパーク﹂
自然の多様性と
それを育む火山活動
霧島
ジオパーク

護

自 然 保

勇壮に流れ落ちる
「関之尾滝」

5

自 然 保

護

自然保護推進員
＜＜＜ 私の自然保護活動 ＜ ＜ ＜

高鍋農業高等学校
農業科生徒と
熊田修治さん
高鍋の固有種を守る
ため苗木を育て販売
まで手がけています。

高鍋の固有種
「タカナベカイドウ」
を守る
高鍋町の固有種で希少花木である
「タカナベカイドウ」を保護・普及する

▲「関之尾滝」の上部
の川床。甌穴は見事
▶「溝ノ口洞穴」の内
部から。入 口 の 部 分
には赤い鳥居がある
▼三段になった「三連
轟（さんれんとどろ）」。
手前にある岩が亀に
似ているとも

ため、地元の高鍋自然愛好会とともに
活動を続けているのが高鍋農業高等
学校。農業科２年生と担任
（生物担当）
の熊田修治先生が授業の一環として苗
木作りから生育の世話・観察を行い、
11月に行われる農産物販売会「島田祭」
で販売まで手がけます。
「苗木を育てる
ことにより、環境や森林の大切さ・役割
まで幅広く学習につながっています。生
徒は一生懸命世話をしていますよ」と熊
田先生。

▲「 神 ケ 溝（ か ん が み
ぞ）」は長さ200ｍ、深
さ10mの巨岩ででき
た溝。ニニギノミコトが
降りたったとされる神
話も残る

タカナベカイドウは春にピンクの花
を咲かせる桜に似た花木。高鍋の舞鶴
公園や高鍋湿原など町内に点在してい
るそうですが、2009年の調べによると

◀なめらかな岩肌を流
れ落ちる「ごろが轟（ご
ろがとどろ）」

町内には24本のみしか存在しないこと
が判明。そこで高鍋自然愛好会の方々
が中心となり保護活動を始め、同校も
一緒に活動を行うようになりました。
「高鍋の固有種を絶やすわけにはいき
ません。生徒が育てた苗木がいろんな
場所で育ってくれると嬉しいですね」と

霧島ジオパークガイドの依頼はHPから。
http://www.mct.ne.jp/users/kiri-geopark/geoguide
/index.html

案内役 東 多佳道さん
霧島ジオパークガイド、みやこんじょジ
オガイドクラブ、霧島ネイチャーガイド
クラブ会員。

みやこんじょジオガイドクラブ ☎0986-62-0928(東さん)

語ります。
す﹂と東さんは語ります︒

子どもから
環境保護を

ジオパークのガイドとして活躍する

東さんが今積極的に進めているのが︑

小中学生を対象にした勉強会︒﹁歴史

や成り立ちを教え︑身近にある素晴ら

しい場所に愛着を持ってもらいたいと

思っています︒そうすることが環境保

護にもつながっていくのではないかと

思います︒いずれは子どもたちが大人

に指導をしたり︑各地域でも活躍して

火山活動の歴史とともに育まれた自

ecoみやざき 2014 秋号

ほしいと考えています﹂と語ります︒
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施肥作業中

然の多様性︑そこに暮らす人々の歴

高鍋自然愛好会の方々と鉢替え
作業の後に

史・文化を体感することができる霧島

販売されます。

ジオパークは四季折々︑雄大な姿を見

ウの苗木は今年も11月15日の島田祭で

せてくれます︒ぜひ訪ねてみませんか︒

地元高校生が育てたタカナベカイド

インフォメーションスクエア
イベント名

日 時

内
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お問い合わせ・お申し込み

エコクリーンプラザみやざき
環境フェスタ2014

11/2(日)

エコグルメふるまい、
フリーマーケット、エコクリーンプラ
ザ工場見学、
ステージイベントなど

にしめら山まつり

11/15(土)、16(日)

西米良ならではの山村文化を多くの人と楽しむイベント。 村所驛(予定)

里山を歩こう
共に学ぶ森の植物観察会

11/16(日)

里山散策
（1km）
と“どんぐりいろいろ園”で遊びます。

諸県県有林
共に遊ぶ森周辺

みやざき森づくりボランテイア会
☎0985-20-6657

ゆた〜と四季シリーズ
第3弾「山の幸づくし」

11/23(日)

大自然を感じながら西米良の山の幸を楽しみます。

西米良温泉
ゆた〜と

西米良温泉ゆた〜と ☎0983-41-4126

ブンブンごまづくり

11/2(日)、8(土)

厚紙と糸で、回転しながら音の出るおもちゃを作ります。

11/16(日)、23(日)

竹と厚紙で、指先にとまるかわいいトンボを作ります。

パラシュートづくり

12/14(日)、12/23(祝)

カラーペーパーと糸でパラシュートをつくります。

宮崎科学技術館

宮崎科学技術館 ☎0985-23-2700

ベンハムのコマ

H27/1/4(日)、11(日)、
25(日)

白と黒だけの模様から、回すと他の色が出る不思議なこ
まをつくります。

紙飛行機

H27/2/11(祝)、15(日)

紙を使って飛行機をつくります。

どんぐりとまつぼっくり

〜12/7(日)

国内外のどんぐりとまつぼっくりをあわせて50種類以上
公開。人や動物・樹木のかかわりも展示します。

文化財”を守り伝える力
〜大災害と文化財レスキュー〜

宮崎県
東日本大震災で被災した“文化財”の保存修復活動を通して、 総合博物館
H27/1/10(土)〜２/22(日)
我々の宝である“文化財”を後世に守り伝える活動を紹介。

大淀川ウオーキング

11/2(日)

クイズを考えながら堤防周回します。参加料/100円

大淀川の源流アドベンチャー

12/7(日)

大淀川の源流点をバスで見学します。参加料/100円

水の工作アドベンチャー

H27/1/11（日）

牛乳パックとふうせんで風舟作り、河川浄化水
（えひめAⅠ 宮崎市民プラザ
（予定）
2）
作りを行います。参加料/100円

迎えよう！手作りのお正月！

12/21(日)

お正月に向けてミニ門松としめ縄づくりを行います。

ファミリースケート教室

H26/12〜H27/2土日中心で えびの高原屋外スケート場でのスケート教室。

忘れない！新燃岳大噴火！
霧島を学ぼう

H27/1/25(日)

霧島を火山として捉えての学習や新燃岳河口を臨む登山
を実施。

ファミリーグランドゴルフ

12/21(日)

家族でグランドゴルフを楽しんでみませんか。家族100
名募集。

あおしまんちゅ〜冬の巻〜

H27/1/24(土)〜25(日)

小学４〜６年生60名募集。

ファミリーアスレチック

H27/2/15(日)

家族でアスレチックなどをして交流します。小学４年生以
上を含む家族１００名

ハンドメイド塾
〜ザ・にっぽんのお正月〜

12/14(日)

お正月を手作りして迎えませんか。

とびだせ銀世界へ！
Jr.スキーキャンプ

12/27(土)〜29(月)

五ヶ瀬ハイランドスキー場でのキャンプ。対象は小学４年
生〜中学生５０名

つる細工教室・竹細工教室

12/7(日)

つるや竹を使って楽しく物作りを行います。材料費
（昼食
代込）
1,500円

門松つくり教室

12/21(日)

お正月にむけて門松を手作りします。材料費1,000円

トールペイント教室

H27/1/25(日)

オリジナル作品を作ってみませんか。材料費200円

しいたけ栽培体験教室

H27/2/15(日)

椎茸の栽培を楽しく体験します。/昼食代など込1,700円

冬！アウトドアライフinひなもり

12/13(土)〜14（日）

冬のアウトドア体験を楽しめます。参加費実費

年越しキャンプ

12/31(水)〜H27/1/1(祝)

参加者とともに新年を迎えませんか。参加費実費

大幡池登山

H27/1/25(日)

大幡池の美しさを楽しみながら登山をします。

バランストンボ
（またはかざぐるま）づくり

森のクラフト教室
12/7(日)
〜クリスマスリース・ドングリ細工〜

クリスマスリースをドングリで作ります。参加費500円

カズラ細工教室

エコクリーン
プラザみやざき

集合/宮崎市役所
下駐車場

御池青少年
自然の家
えびの高原
屋外スケート場
御池青少年
自然の家他

宮崎県環境整備公社 ☎0985-30-6511
http://www.m-envi-pc.or.jp/
西米良村観光協会 ☎0983-36-1111

宮崎県総合博物館
☎0985-24-2071
http://www.miyazaki-archive.jp/
museum/
大淀川流域ネットワーク
☎0985-20-2377
http://www.oyodo-river.org/

御池青少年自然の家
☎0986-33-1414
http://www.miike-msgsi.jp/

青島青少年
自然の家

青島青少年自然の家
☎0985-58-1711
http://www.aoshima-msgsi.jp/

宮崎県むかばき
青少年自然の家

宮崎県むかばき青少年自然の家
☎0982-38-0272
http://www.mukabaki-msgsi.jp/

森の科学館

森の科学館 ☎0982-66-2004
http://www.m-forest-a.or.jp

ひなもりオート
キャンプ場
大幡池
宮崎県諸県県有林
「共に学ぶ森」

11/16(日)

遊学の森に自生するカズラを使って伝統細工を作ります。

クリスマスリースと
ミニ門松づくり教室

12/14(日)

木の実やカズラを使ってクリスマスリースとミニ門松を作
ります。

炭焼き体験教室

H27/1/18(日)

炭について学び木炭づくりを体験します。

向坂山・白岩森林公園ハイキング

〜１１月

希少植物や生き物のバランス、山の役割などの森林環境
プログラム。参加費3,000円

向坂山・
白岩森林公園

ネイチャーゲーム＆登山
祇園山or黒峰トレッキング

〜１１月

秋は紅葉が見事。ネイチャーゲームをしながら自然を満
喫。参加費3,000円

祇園山or黒峰

五ヶ瀬ハイランドスキースクール

12月中旬〜2月

スキーは小さな成功体験の繰り返しで上達していきます。 五ヶ瀬ハイランド
参加費5,000円
スキー場

スノーシュートレッキング

12月下旬〜2月

雪合戦やソリ遊びなど冬の冒険体験プログラム。
参加費2,000円〜4,000円

宮崎県
川南遊学の森

宮崎県ひなもり台県民ふれあいの森
ひなもりオートキャンプ場
☎0984-23-8100
http://www.hinamori.jp
宮崎県森林林業協会
☎0985-27-7682
宮崎県緑化推進機構
☎0985-31-7759
FAX0985-31-2776
http://www.miyazaki-midori.org/
yuugaku̲p3.html

五ヶ瀬町山学校推進協議会
☎0982-73-6366

五ヶ瀬町

「ecoみやざき」に関するご意見・ご感想をお聞かせください
発行者

宮崎県
環境みやざき推進協議会（事務局：公益財団法人宮崎県環境科学協会内）

〒880‐0911 宮崎市大字田吉6258‐20 http://www.miyazaki-kankyo.or.jp

みやざきの環境ホームページアドレス

TEL.0985‐51‐2077 FAX.0985‐51‐2086

http://eco.pref.miyazaki.lg.jp/

