
こどもエコクラブ登録大募集！！
こどもエコクラブって？

幼児（３歳）から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のクラブ。活動の内容は生き物の観察や植物の育成など，

基本的に環境に関することであれば加入可能です。活動をすると特典がもらえます。

現在宇都宮市では９つのエコクラブが活躍！

そのうち小学校３校，高校１校では，学校全体や委員会活動がこどもエコクラブとして登録し活動を行っています。

登録方法はカンタン！

環境活動をしている学校や委員会をこどもエコクラブとして登録できます。こどもエコクラブ全国事務局，または

宇都宮市の地域事務局（宇都宮市環境学習センター）に登録用紙を提出してください。登録用紙はこどもエコクラ

ブホームページからダウンロードできます。詳しくは，宇都宮市環境学習センターへ。

★お問い合わせ先★

こどもエコクラブ地域事務局

〒３２１－０１２６　宇都宮市茂原町７７７－１　宇都宮市環境学習センター内

電話：０２８－６５５－６０３０　

宇都宮市環境学習センターメールアドレス　kankyo@utsunomiya-mira ikan.com　

こどもエコクラブホームページ：http://www.j-ecoclub.jp/

宇都宮東高等学校附属中学校
う つ の み や ひ が し こ う と う が っ こ う ふ ぞ く 　ち ゅ う が っ こ う

発行：宇都宮市環境政策課　　　TEL028-632-2417

はっこう　　   う つ の み や し かんきょうせいさくか

はっこうづき　 へいせい　　　 ねん 　 がつ

発行月：平成29年1月
22号

ごう

栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校では中高一貫教育校であることを生かして，

高校生の先輩方とともに学び，活動する機会にも恵まれています
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学校版環境ＩＳＯの取得に向けた学校の取組について紹介します。
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日頃のエコ活動をまとめた壁新聞

チームミネ（峰小学校）

夏のエアコンの使用量を抑えるために，緑のカーテンを
作っています。自彊という学校独自で設定した時間に，
１年生がパンジーをプランターに植えて育てたり，社会
科や技術・家庭科等で環境について学んだりしています。
例えば，技術の時間には，３年生がキュウリやミニトマ
ト，スイカの栽培を行っています。

今年度で中学校の開校１０年目ということで「地域のた
めに何かできないか」と考え，学校周辺の道路の清掃を
企画し，多くの生徒がボランティアとして参加しました。
この活動は地域の方や参加した生徒にも好評でした。

校内のゴミの分別，古紙回収や花壇の整備です。花壇整
備は，整備防災委員を中心に行い，エコキャップ回収は，
保健委員が中心に行い，学校行事時に高校の生徒会執行
委員が協力してくれています。
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中学校独自の取組

高校と連携した取組

中学校独自の取組

◎学校開校：
　平成 19年４月

◎校訓：
　「正しく  剛く  寛く」

◎住所：
　宇都宮市石井町 3360-1
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ワクチンとなるキャップを

集めることを達成！
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