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第３回理事会を開催しました
去る６月２日(金)、金沢市長町研修館３Ｆ第一学習
室において、第３回理事会を開催しました。
議長に新保理事を選出した後、事務局からの報告
事項として、①基金の現状と、②新規団体登録の申
込の説明がありました。
（基金の現状は裏面に記載）
続く審議では、平成１８年の活動支援計画等の議
案を満場一致で承認しました。理事会の議案は以下
の通りです。
（１号議案）新規団体登録の件
（２号議案）環境保全活動の支援事業計画
（３号議案）環境教育プログラム開発事業計画
（４号議案）(社)いしかわ環境パートナーシップ県民会
議入会の件

タイムマシンクラブが登録団体に
５月３０日付けで、タイムマシンクラブ（金沢市、
代表 舘 治子）から団体登録の申し出があり、前記
の通り、第３回理事会で紹介したところ、満場一致
で登録団体として承認されました。
タイムマシンクラブは１９９５年４月に設立さ
れ、普段の生活を通して、身のまわりの自然に親し
みながら、リサイクル工作や自然にやさしいもの作
りや活動とは何かなどを常に探求しています。
また、環境省が推進している環境子どもエコクラ
ブに登録し、全国交流会などに参加するなど、幅広
く活動や交流を行っている団体です。
さらに、毎年８月には、廃校となった旧上平小学
校を借りて、地区のお年寄りの方との交流や自然観
察（川の生き物観察）をメインにエコクッキングや
ゴミ出しを考えたキャンプを行っています。
【活動内容】
２０００年～：エコキャンプ（８月）
２００２年～：子供エコクラブ全国大会参加
２００４年～：全国子供エコサミット参加
２００４年１０月：金沢市子供エコクラブ・サポーター交流会

１８年度の活動支援計画と
環境教育プログラムの開発
左記の通り、第３回理事会で平成１８年度の活動
支援計画を環境教育プログラムの開発について承認
されました。
今年度は、環境教育活動の支援は 8 件で、環境教
育プログラムの開発を含めて 9 件の支援を予定して
います。
表－１ 平成１８年度活動支援計画
支援する活動
鮎つかみとゴミ拾い

場所

時期

支援する団体

予定額(円)

浅野川

8/27

ＫＦＣふれあいサークル

70,000

ホタル鑑賞会

七瀬川

６/16

金沢ホタルの会

20,000

ビオトープ作り

条南小

7/27

津幡の水辺を守る会

20,000

親子カヌー体験とゴミ拾い

河北潟

7/23
いしかわ水辺再生研究会

30,000

河北潟一斉水質調査

河北潟

11/23

水質調査ワークショップ

御祓川

8/20

川への祈り実行委員会

３0,000

子どもたちとの環境交流会

小松市

未定

大杉ﾐｭｰｼﾞｯｸｼｱﾀｰ

30,000

リサイクル工作と自然体験

金沢市

未定

タイムマシンクラブ

20,000

出前授業の整備

金沢市

～12 月

金沢エコラくらぶ

50,000

支援予定活動件数

９件

支援予定金額合計

270,000

いしかわ環境パートナーシップに入会
第 3 回理事会での承認を受け、
６月 27 日(火)には、
社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議に
入会しました。
環境パートナーシップ県民会議は、県民と事業者、
環境保全活動に係る行政等のネットワークを目的と
した団体です。正会員 51 団体、企業賛助会員 91 社、
市町村賛助会員 19 団体が加盟する財団法人で、正
会員には石川県をはじめ、県内の各種業界団体が加
入しています。
正会員になるためには県民会議の理事会で承認を
得る必要があるため、夢こども基金は賛助会員とし
て入会し、年末の理事会で正会員に承認していただ
けるよう、努力していくつもりです。

七瀬川でホタル観賞

いしかわ環境フェア 2006 に出展します

金沢ホタルの会（代表 水野正秋）は、6 月 16 日、
金沢市額小学校において、七瀬川ホタル鑑賞会を開
催しました。
今年で 16 回目となるホタル鑑賞会には、体育館
にいっぱい（300 人以上）の親子連れが集まり、田
口事務局長からホタルの種類や習性について説明を
聞いた後、暗くなった七瀬川沿いに歩き、ホタルの
幻想的な光を楽しみました。

来る 8 月 19 日(土)、20 日(日)の両日、石川県産
業展示館 3 号館で開催される、いしかわ環境フェア
２００６に参加することになりました。
「ふるさと石川の環境を守り育てよう」
、続けよう
「MOTTAINAI」のくらし と題して開催される展
示会に、基金の設立趣旨や仕組みとともに、登録団
体の活動をパネルや写真で紹介させていただく予定
です。
県内で環境に取組む企業や団体も多数参加します
ので、皆様のご来場をお待ちしています。

基金の現状
●会員数
平成 18 年 6 月 30 日現在

個人正会員

企業正会員

団体正会員

37

11

0

10

●基金の収入

質問に答える田口事務局長

平成 18 年 6 月 30 日現在（単位；千円）

当日は少し気温が低く、ホタルの動きは少ないよ
うでしたが、水辺の草の中でやさしく光るゲンジボ
タルのメスと、暗闇の中で糸を引くように光って飛
ぶオスを見つけると、子どもたちは大きな歓声を上
げていました。
なお、金沢ホタルの会は、長年金沢市内でホタル
調査や観察会、ホタルの生息地拡大の活動を続けて
います。今回、夢こども基金では、観察会で説明者
が分かりやすいようにと腕章を購入するに当たり、
費用の一部を支援させていただきました。

会費収入

寄付収入

530

補助金

0

雑収入
0

0

●基金残高
平成 18 年 4 月 30 日現在（単位；千円）

現金

普通預金
26

振替貯金

153

合

298

計
477

（平成 1８年 6 月末現在）

●企業正会員
新規入会企業

入会日

株式会社 ジャテック

3 月 30 日

番

有限会社 柚木草花園

5 月 12 日

柚木 十一

企業正会員名

登録団体

代表者名
徹夫

住

所

金沢市新保本 3 丁目 102 番地
金沢市青草町 15

㈱アルテ島田、石川総合管理㈱、㈱植宗園、税理士法人泉が丘会計センター、
㈱テレビ金沢、㈱プラスト、(有)ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ増田事務所、㈱ミルコン金沢支店

【編集後記】
先日、
県内で活動する環境 NPO 交流会があり、
夢こども基金もお声がけをいただきました。
一口に環境 NPO といっても、活動の場や目的
は多岐に亘り、環境問題の裾野の広さを再認識し
たところです。
また、いろいろな人が自己実現の場として
NPO を作り、それぞれの思いを込めて活動を続
けていますが、ほとんどの団体は地域に根付いた
活動を地道に続けているので、身近なところでの
実践活動が大切と感じました。（S）

子どもたちの澄んだ目は、未来を見据え、光輝いています。
そして、水や土、風の音や鳥のさえずり、草むらや森の香り、
花や生き物にふれあいながら、子どもたちは自然の大切さ、素
晴らしさを自ら学びます。
私たちは、かけがえのない郷土石川の自然を守り、未来の子
どもたちへ伝えるために､子どもたちの目線で環境問題を考
え、そして行動します。
これからも、皆様の変わらぬご理解とご支援の程よろしくお
願い申し上げます。

夢こども基金

