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毎年、リサイクル組合が取り組んでいる「環境絵日記」は、今年も小学生の皆さん
の作品を募集いたします。16 年目を迎え、これまでに参加してくれた子どもたちは
14 万人を超えました。少しずつ横浜市の皆さんに知っていただけるようになってき
た環境絵日記ですが、今年の作品テーマや募集要項なども含め、改めて環境絵日
記の目的や今後の課題などについて、ご紹介いたします。
取材協力：リサイクル組合環境絵日記プロジェクト

環境絵日記の作品は
未来を担う子どもたちのメッセージ

絵

日記を描くことで
環境への意識を育む

環境絵日記は、小学生の子どもた
ちの夏休みの取り組みのひとつとし
て、環境問題について考えたことを

展では、入賞した作品など合計約

りました。その後も応募者は増え続

700作品を展示し、たくさんの方々

け、昨年までの15年間で延べ14万

にご来場いただいています。

人以上の子どもたちが参加。環境絵

15

日記展への来場者も7千人を超える

年間で小学生が
14 万人以上も参加

規模にまで成長しました。
また、2013年には環境絵日記の

自由に描いてもらう絵日記です。環

2000年に始まった環境絵日記で

境絵日記に応募することによって家

すが、最初の年の応募は1,152作

化防止活動環境大臣表彰」を受賞。

族や身近な人たちと一緒に、自然や

品で、第1回環境絵日記展は、旭区

環境教育活動への貢献を高く評価し

環境、将来の街づくりなどについて

役所4階の旭公会堂ロビーで行うと

ていただきました。

話し合ったり、考えたりするきっか

いう小さなイベントでした。しかし、

けになってほしいという思いを込め

毎年のように応募者が増え、当初

て、毎年開催しています。

の4倍となる4,345作品の応募が集

2

取り組みが環境省主催の「地球温暖

万点を超える作品から
約 600 点を選定

スタートから15年目を迎えた昨

まった第5回環境絵日記展からは規

ここからは、環境絵日記の選考と

年は2万2,306作品もの絵日記が集

模を拡大して、大さん橋ホールを会

環境絵日記展についてご紹介します。

まりました
（グラフ1）
。環境絵日記

場にして作品展を開催するようにな
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子どもたちが描いた環境絵日記は、

特集 環境絵日記から広がる横浜の街づくり

グラフ1：「環境絵日記」 応募者数推移
（千人）
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環境未来都市・環境絵日記展
2014の絵日記展示の様子。

資源物とごみの分別体験ゲーム。 環境絵日記大賞と優秀特別賞の表彰式。

会場で行われた昔の遊び
体験ブース。

会場を沸かせたマスコット
キャラクターたち。

空きびんで「りくみ
ちゃん」を描いたモ
ザイクアート。

学校ごとにまとめられて事務局に届

場」
でも見ることができます。さらに、 も子どもたちに大人気。リサイクル

きます。到着した作品は、事務局が

これまでの歴代受賞作品も見ること

組合のマスコット「りくみちゃん」

人海戦術で次々とスキャンして電子

ができます。

やヨコハマ3R夢のマスコット「イー

データ化していきます。作品は市民

環

オ」
、どんぐりポイントの「どんぐり

選考会、最終選考会によって優秀賞
（リサイクルデザイン賞）
約600作品、
優秀特別賞約20作品、そして、最

境絵日記展は
楽しい企画も盛りだくさん

ん」がステージに登場し、たくさん
の子どもたちと記念撮影を楽しみま

「環境未来都市・環境絵日記展」は、 した。

も優秀な1作品が環境絵日記大賞に

入賞作品の発表や表彰、展示を行う

選定されます。環境絵日記大賞と優

だけのイベントではありません。子

楽しい企画がたくさんあります。ガ

秀特別賞は10月中旬にリサイクル

どもたちと一緒に環境について考え

チャガチャブースでは、会場のブー

組合のホームページ上で発表。優秀

たり、ゲームや遊びなどの子どもた

スを廻ってカードにスタンプを集め、

賞は、学校を通じて受賞者に連絡し

ちが楽しめるブースも盛りだくさん

クイズを解いてガチャガチャに挑戦

ます。

です。2014年の環境絵日記展で人

すると景品が当たるゲームで、行列

気の高かったイベントとブースをい

ができるほどの大人気でした。また、

秋
（今年は11月1日）
に開催される

「環境未来都市・環境絵日記展」では、 くつかご紹介しましょう。

会場内に設置されたブースにも、

昔の遊び体験ブースでは、けん玉や

表彰式と入賞作品の展示を行い、入

ステージイベントで盛り上がった

射的、だるま落としなど、昔から伝

賞作品数が多かった上位3校を表彰

のが、古着ファッションショーです。

わる遊びを教えながら、一緒に楽し

する学校賞も当日に発表します。ま

小さな子どもたちがモデルとなって、

んで盛り上がりました。

た、会場では環境絵日記に応募した

リユース古着をおしゃれに着こなし、

全員に粗品を贈呈します。

ステージ上を所狭しと歩き回ります。

んなで考える
みこれからの横浜の街づ
くり

応募作品はすべて電子データ化さ

キメポーズをとるたびに会場から大

れていますので、インターネット上

きな拍手を集めました。また、マス

2015年の環境絵日記のテーマは

に開設した「環境絵日記Web展示

コットキャラクターたちとの撮影会

「みんなでつくる環境未来都市・横
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環境絵日記を描くときの
ポイント

丁寧な絵

2014 年環境絵日記大賞受賞作品

絵は丁寧に描くことが基本で
す。鉛筆書きは避けて、少し派
手なくらいの美しい色遣いだと
目立ちます。また、大胆な構図
も目にとまります。

ご応募いただいた作品は、選考
会で審査員が審査します。数多
くの作品を選考しなければなら
ないため、高い評価をもらうた
めには、少しでも注目されるこ
とが大切です。そこで、審査員
の目にとまるためのポイントを
ご紹介します。

わかりやすい文章
文章はわかりやすく、文字が丁
寧に書かれていると評価が高く
なります。読みやすいことを心
がけて、決められたスペースに
収まるように書いてください。

絵日記のテーマが個性的・
独創的
テーマの着眼点が独創的だと注
目されます。ほかで見たことの
ないアイデアは高く評価されま
す。

浜」です。横浜市は環境モデル都市と

環境絵日記では、地球にやさし

らの横浜のまちづくりについて話し

して、政府から全国13都市ある環境

くて、自然がたくさんあり、子ども

合って、素敵なアイデアを絵日記に

未来都市のひとつに選ばれています。

やお年寄りが元気で、誰もが暮らし

表現してください。

やすい横浜の街を実現するためには、

境絵日記を活用した
環 新たな活動の取り組み

横浜市では、
「低炭素・省エネル
ギー」
「水・自然環境」
「超高齢化対応」
「クリエイティビティ」
「チャレンジ」

どんな街にしたらよいかを考えてい
ただきます。

の5つの分野に取り組み、この5分

環境絵日記を上手に描くポイント

リサイクル組合では、環境絵日記

野の相乗効果によって、環境・社会・

を上にご紹介しておきますので、子

の作品をより多くの人に知ってもら

経済の3つの側面から都市の価値を

どもたちが応募する際には、ぜひ参

うためのさまざまな企画に取り組ん

高めようと試みています。

考にしてください。皆さんでこれか

でいます。ここでは、環境絵日記を

募集要項
テーマ

「みんなでつくる環境未来都市・横浜」

資格

横浜市の小学校に通う1〜 6 年生
（自筆・未発表の作品）

応募用紙

環境絵日記専用の応募用紙をご使用ください。
応募用紙はコピーして使用しないでください。
汚れたり、入手できない場合はお問い合わせください。

作品の描き方 絵具、色鉛筆、クレヨンなどを使用して絵を描いてく
ださい。
（絵と文は応募用紙からはみ出さないようにし
てください）
応募方法

締め切り

在学の小学校へ提出してください。
（学校ごとに取りまとめてご応募ください）
応募は1人1作品までです。
締め切りは9月3日（木）です。

表彰
・環境絵日記大賞…1作品
・優秀特別賞…約20 作品
【個人の部】・優秀賞（リサイクルデザイン賞）…約600 作品
【団体の部】・学校賞（入賞作品の多い上位 3 校）
発表

・環境絵日記大賞・優秀特別賞…10月中旬にリサイクル組合のホー
ムページで発表します。
・優秀賞…学校を通じて連絡します。
「環境未来都市・環境絵日記展2015」の会場で発表します。
・学校賞…

表彰式と
作品展示

11月1日（日）に横浜港大さん橋ホールで開催される「環境未
来都市・環境絵日記展2015」で環境絵日記大賞、優秀特別賞
の表彰式を開催。優秀賞を含む全受賞作品を展示します。

問い合わせ

横浜市資源リサイクル事業協同組合「環境絵日記」係
TEL：045-444-2531 FAX：045-444-2532
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地球と人にやさしい環境展＠洋光台

子どもたちと高齢者の世代間交流

横浜市中央市場の環境保全訴求看板

環境絵日記を活用して、洋光台の街づくりに
ついて考えるワークショップを開催。

環境絵日記の大賞作品の内容を実現するため
に、地域の高齢者と交流会を開催。

環境絵日記の内容を基にした環境標語を看板
にして掲示。

活用した新たな取り組みをいくつか

●環境絵日記を実現する取り組み

環境についての標語看板を設置する

西区の浅間台小学校で放課後キッ

際に、環境絵日記を基に環境標語を

ズクラブの夏祭りに合わせて、地域

制作しました。参考にした環境絵日

洋光台まちづくり協議会が主催す

の高齢者と子どもたちの交流会を行

記は「目指そう！未来はピカピカの

る「地球と人にやさしい環境展＠洋

いました。これは、2013年の環境

横浜」と「緑輝く未来の横浜へ！」

光台」では、地元の小学校の子ども

絵日記大賞「放課後キッズ＆シニア

の2作品。これらの内容を基に、
「目

たちの環境絵日記の作品に描かれた

クラブ」という作品で「お年寄りが

指そう 緑輝く未来の横浜へ！」とい

アイデアを取り入れたワークショッ

生き生きと楽しめる街にしたい」と

う環境標語を作成しました。標語は、

プを開催しました。環境絵日記を参

いう内容を実現したもの。関係団体

横浜マラソンの開催に合わせて看板

考に、洋光台の未来や子どもたちの

に呼びかけて実施しました。地域の

を制作し、横浜中央市場に今後約3

未来について考え、グループごとに

高齢者20名と子どもたちが、一緒

年間掲示されることになりました。

議論が交わされました。成果発表会

に射的やヨーヨー釣りなどのゲーム

このように環境絵日記は、子ども

ではとても有益な気づきがあり、環

で遊ぶなど、世代を超えた交流を楽

たちの手を離れ、これからの街づく

境絵日記を活用した街づくりの取り

しみました。

り、環境問題を考えるための大切な

組みを継続的に実施していきたいと

●環境絵日記から環境標語を制作

メッセージとして重要な役割を担う

ご紹介します。
●街づくりに生かす取り組み

いう意見も出ました。

横浜中央市場ライオンズクラブが、 ようになっているのです。

お中元に最適! シングルセット
シングルセットは、人気のりくみのトレペ24ロール、おなじみの
りくみのティッシュ15箱、小結くんお試し巻き
（30m）1巻の詰め
合わせです。お中元用に熨斗紙をお付けしてお届けいたします。

価格：1セット

5セット以上のご注文に
）
2,960円（は割り引きあり

●お問い合わせ・ご注文……横浜市資源リサイクル事業協同組合 事務局 山中
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TEL：045-444-2531 E-mail：mail@recycledesign.or.jp
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今月の食材

パプリカとピーマン
パプリカやピーマンのわたや種は、食
感が良くないこともあり、普段の料理
では取り除いてしまう部分です。しか
し、料理法を工夫すれば、そのままでも
十分おいしくいただくことができます。

丸ごとパプリカのグラタン

材料（約 2 人分）
⃝パプリカ（黄色）……1 個
⃝長芋（すりおろしたもの）……60g
⃝かにかま
（ほぐしたもの）……2 本
⃝めんつゆ……小さじ2
⃝マヨネーズ……小さじ2
⃝とけるチーズ……20ｇ

❶パプリカを縦半分に切り、種とわたをいったん取り除
く。ラップをかけ、レンジに 2 分かける。
❷ボールに長芋、適当な大きさに手で裂いたパプリカ
の種とわた、かにかま、めんつゆ、マヨネーズを入
れさっと混ぜる。
❸パプリカの中に❷を詰め、とけるチーズを乗せたら
トースターでこんがりと色がつくまでしっかり焼く（約
15 〜 20 分）
。

丸ごとピーマンのアヒージョ風
材料（2 人分）
⃝ピーマン……6 個
⃝ニンニク……1かけ
⃝赤唐辛子……1 本
⃝オリーブ油……大さじ2
⃝塩・こしょう……適量
⃝水……カップ1/2
❶ピーマンは洗う。にんにくは包丁の腹でつぶす。赤唐
辛子は切って種を抜く。
❷鍋にオリーブ油を入れ、にんにくと赤唐辛子を入れた
ら香りが出るまで火を通す。水とピーマンを入れ、強
めに塩・こしょうしたらふたをして中火にかける。
❸沸騰してきたら弱火にし、時々ふたを開けて手早くかき
混ぜる。途中で水分が蒸発したら水を足す。ピーマン
がしんなりするまで 10 〜 15 分火を通せばでき上がり。
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リサイクル組合が
第 23 期通常総会を開催
リサイクル組合は、５月 22 日（金）

る「環境絵日記」では２万 2,306 作

にロイヤルホールヨコハマにおいて

品の応募があり、その取り組みは国

「第 23 期通常総会」を開催し、平成

内各地だけでなく、海外にも拡がり

計画案などの各議案が滞りなく承認
されました。

つつあります。

2015年7月号 通巻250号 2015年6月25日発行 発行人：髙田哲二 編集人：藤本達也 印刷：太陽印刷工業株式会社 発行部数：88,000部
発行所：横浜市資源リサイクル事業協同組合 〒221-0054 横浜市神奈川区山内町13番地 TEL：045（444）2531／ FAX：045（444）2532

26 年度事業報告及び平成 27 年度事業

リサイクル組合の活動に関する詳
細は、組合ホームページの組織案内

昨年度は横浜市の資源集団回収に
おける古紙・古布回収率 100％の達成
にも貢献。また、横浜市の小学生へ
の環境教育の一環として推進してい

より「平成 26 年度リサイクルデザイ
ン活動振り返り」をご覧ください。
http://www.recycledesign.or.jp

「アルミ缶もったいないプロジェクト」に
ご参加ください !
リサイクル組合では、将来を担う

学校からは「努力が形になって見え

子どもたちに資源物の価値を知って

ることで、子どもたちへの励みになっ

もらい、地域循環型社会を実現させ

ている」とのお声をいただいています。

ることを目的に、
「学校等アルミ缶

学校における環境教育の一環とし

もったいないプロジェクト」を行っ

て「学校等アルミ缶もったいないプ

ています。

ロジェクト」をぜひともご活用くだ

回収したアルミ缶を車いすへ交
換することができるこの取り組み
は、平成 26 年度末までに 102 の小中
高等学校からアルミ缶を回収しまし
た。プロジェクトに参加いただいた

月刊リサイクルデザイン

Jul. 2015 No. 250

さい。
●お問い合せ先
横浜市資源リサイクル事業協同組合
担当：清水 TEL：045-444-2531
FAX：045-444-2532

戸塚区のリサイクル 横浜アルコ株式会社
デザイナー
地域ボランティアや町内会、近隣の方々のお役に立ちたい！
当社は企業が排出する非鉄金属屑

うになりました。

（アルミ、ステンレス、銅など）を扱っ

表紙写真に登場していただいた馬場

てきましたが、近年は金属の値上がり

町会長とはアルミ缶の買取りでご縁が

地域作業所などからの持込みが増えて

缶の売り上げは、瀬谷さくら小学校学

います。また、粗大ごみとなる鉄製物

援隊の運営費に役立てているとのこと

● 戸塚営業所
横浜市戸塚区川上町933
TEL045-823-3090

置やスチールラックなどの受け入れ相

です。アルミ缶の買い取りで地域ボラ

● 泉営業所
横浜市泉区上飯田町3868
TEL045-805-2559

談も少なくありません。そのため現在

ンティアや町内会の活動に役立てるお

では金属製であれば何でも取り扱うよ

手伝いができればと考えています。

■ 事業内容

リサイクルデザインのバックナンバーは、
ホームページからもご覧いただけます

http://www.recycledesign.or.jp/rd/

●

非鉄金属くずの買取り、加工

スマホ、
タブレットなどはこちらの
QRコードからアクセスできます。

本誌は古紙70％の再生紙と環境にやさしいNonVOCインキ、
油性インキ「SOYA-eシリーズ」を使用しています。

や素材の多様化により、個人や町内会、 ありました。当社が買い入れたアルミ

■ 横浜アルコ株式会社

