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 キッズミッションは小学校高学年向けの環境プログラムです。 
 日常の生活において，身近なゴミ，水，電気の中から自分で 
やってみようと思うテーマを決めて 6 日間取り組んでもらう  
学習教材です。 
 みなさんひとりひとりの取り組みが環境を守ることにつながり
ます。 
 この機会にご家庭で実践してみてはいかがでしょうか？ 
 
 リーフレットは環境政策課の HP でダウンロードできます。 
 
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/kankyo/kids
-kidsmisshion.html 
 
 詳しくは茨城県環境政策課まで 
 TEL 029-301-2933 
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 今年度の壁新聞・絵日記コンクールは，全国事務局の厳正な選考の結果，「逆川こどもエコクラ

ブ」（水戸市）が壁新聞部門の茨城県代表クラブに選ばれました。おめでとうございます。 

 国境を越えた交流の様子が伝わってくる素晴らしい作品ですね。 

 
逆川こどもエコクラブ

（水戸市） 

※令和 2年 3月 21日（土）に国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）で開催

予定だった「こどもエコクラブ全国フェスティバル 2020」は，開催中止となりました。 
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    毎年，こどもエコクラブの 1年間の活動を壁新聞としてまとめた作品を提出していただき， 

    「全国エコ活コンクール」の参加作品としてこどもエコクラブ全国事務局に送っています。 

    今年は壁新聞が 19枚，絵日記は 2 枚集まりました。エコクラブで活動した内容がいきいきと表れています。 

    壁新聞は 6月の環境月間に，土浦市の霞ケ浦環境科学センターに展示予定です。 

 

壁新聞 

タイトル クラブ名 市町村 

サシバのすめる里山づくり 八溝自然たんけんたい 大子町 

令和元年 夏休み環境楽習講座 龍ケ崎市環境楽習講座 龍ケ崎市 

①せんばこ と まわりのこんちゅう 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

②ひぬま川げんりゅうにすむいきもの 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

③さくら川のサケ 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

④水戸のヒカリモ 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

⑤ひぬまとしぜんのれきし 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

⑥千波湖のまわりの植物 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

➆生き物調査 ひぬま川上流 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

⑧ヒヌマイトトンボ 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

⑨涸沼川 上流～下流の魚 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

⑩微生物の働き 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

⑪千波湖の生態調査から環境のため

に出来ること 
逆川こどもエコクラブ 水戸市 

⑫水戸黄門新聞 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

⑬ウポ沼日韓子供交流会 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

⑭ウポ沼日韓子供交流会 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

⑮英宏の泉の歴史 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

⑯EIKO 新聞 ～エコ活動～ 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

⑰常磐の森再生プロジェクト 逆川こどもエコクラブ 水戸市 

 

絵日記 

どんぐりの木 八溝自然たんけんたい 大子町 

大子町の観光地 八溝自然たんけんたい 大子町 

 

今年も力作がいっぱい！ 



   JEC 継続届 
 

Ⅰ．下記については必ずご記入ください。※引っ越しをされた方は必ずⅡ(2)に新住所をご記入ください。 

都道府県  市区町村  メンバー人数 
（2019年度ｽﾀｰﾄ時点）  人 現在のクラブ名 

 サポーター人数 
（2019年度ｽﾀｰﾄ時点）  人 

メンバー人数内訳 

※年齢・学年は、 
2019年 4月時点を 
記入してください。 

※高校生記入欄は、同年齢 

のメンバーも各学年にあて

はめて記入してください。サ

ポーターとしても登録できま

す。 

幼児（3歳）  人 幼児（4歳）  人 幼児（5歳）  人 

小学 1年生  人 小学 2年生  人 小学 3年生  人 

小学 4年生  人 小学 5年生  人 小学 6年生  人 

中学 1年生  人 中学 2年生  人 中学 3年生  人 

高校 1年生  人 高校 2年生  人 高校 3年生  人 

活動ツール選択 
※クラブ単位でいずれか  

を選び☑をしてください 

□ 不要   □ メンバーズバッジ   □ メンバーズバッジとエコカード（幼児のみ） 

※初回は送料無料ですが、追加する場合別途送料がかかります。 

□ メンバー手帳購入希望：  冊×100円（送料込）＝ 合計金額         円 

□ 応援マニュアル購入希望：  冊×100円（送料込）＝ 合計金額         円 
応援マニュアルは、現在お持ちのものをご利用ください。「メンバー手帳」および「応援マニュアル」はともに実費頒布（1冊 100円（送料

込））です。ツールをお届けの際に振込用紙を同封いたします。 
今年度の主な活動 
※クラブの主な活動、取り
組みたい活動分野に☑を

してください（2つまで）。 

□ごみ・リサイクル  □生活・省エネ  □水  □自然・生物多様性  □ 農業・栽培  

□その他（                                             ） 

 

Ⅱ．内容に変更がある場合には、該当する□にチェック☑してご記入ください。 

□クラブ名変更⇒（１）へ   □代表サポーターの連絡先変更⇒（２）へ   □グループの種類⇒（３）へ 

(１)新しいクラブ名  

(２)代表サポーターの 

連絡先 

（活動ツール等送付先） 

活動に役立つ情報を定

期的に E メールでお送

りしています。必ずご登

録ください。 

氏名 JEC 活動年数 

年目 

住所 〒 

 

TEL（      ）       － FAX （      ）       － 

E-mail 

(３)グループの種類 □近所や地域のお友達  □家族・親戚  □ボーイ・ガールスカウト  □子ども会  □児童館や公民館のクラブ 

□自治体の募集  □幼稚園・保育園（園名：                             ） 

□学校の（□クラス・□クラブ・□委員会・□学年・□全校    →学校名：                         ） 

・総合学習として実施している→□YES・□NO 

＊異クラス混合の場合は「学年」へ、異学年混同は「全校」へ印をしてください。 

□その他（                                                                 ） 

 

  

2019 年度 

 
2020 年度 

こどもエコクラブ（Junior Eco-Club） 

登録番号 ※この番号は全国事務局で記入します。 

     －      

 

記入日:   年  月  日 

●提出先 
こどもエコクラブ全国事務局もしくは地域事務局（こどもエコクラブを応援している都道府県・市区町村の窓口）へ 
※地域事務局は、こどもエコクラブウェブサイト内「お問い合わせ」でご覧いただけます。 

・活動中の第三者への事故に対応するため、クラブの登録と同時に、全国事務局がメンバー・サポーターを対象とした賠償責任保険の加入手続きを行います。全国事
務局への名簿提出はメンバー・サポーターともに不要ですが、賠償責任保険の手続き上、氏名・学年・性別等を記載した名簿をクラブで備えておいてください。 
・サポーターが複数クラブを担当している場合には、ツールの重複を避けるため、2 つ目以降のクラブではサポーター人数としてカウントしないでください。（クラブで備え
ていただく名簿には、氏名を記載してください。） 
・高校生は、サポーターとしても登録できます。（代表サポーターでの登録はできません。） 

●個人情報保護方針について● （公財）日本環境協会 （以下、当協会という。）は、個人情報を尊重し、個人情報保護に関する法令及びその他関係法令を遵守するとともに、当協会の個人情報保護基本方針に則って個

人情報を取り扱います。 

１．個人情報の利用目的：当協会は、こどもエコクラブ事業（以下、本事業という。）を行うにあたり、収集した個人情報を、本事業の支援にかかる環境関連情報の資料等の配布、賠償責任保険等の運用上必要な情報管理、サー

ビス等改善のための事業（アンケート調査を含みます。）の実施、新たなサービスや環境関連情報の発信、その他当事業の実施に付随する業務を行う目的の範囲内で利用します。なお、利用目的の達成に必要な範囲で業者に

業務を委託することがあります。ただし、必要な項目を正しくご記入いただけない場合には、適切な対応ができないこともございますのでご了承ください。２．個人情報の共同利用：収集した個人情報は、本事業の地域事務局とし

て登録した都道府県及び市区町村と上記 1．の利用目的においてのみ共同して利用します。３．個人情報の管理：収集した個人情報の漏洩、滅失、毀損または改ざんの防止、その他収集した情報の適切な管理を行います。ま

た、事務局従業員及び業務委託先等に対して、個人情報の管理の指導と適切な監督を行います。４．個人情報の訂正･削除・開示：収集した個人情報は、ご本人から登録されている個人情報について訂正・削除・開示の請求が

あった場合は、迅速に対応します。第三者から開示の請求があった場合は、ご本人の承諾がない限り開示しません。ただし、個人情報保護法第 23条第 1項、第 4項およびその他の法令の規定に基づく場合は、この限りではあ

りません。情報の訂正・削除・開示を希望される場合は、当協会こどもエコクラブ全国事務局までご連絡ください。 

●お問い合わせ先 
こどもエコクラブ全国事務局（公益財団法人日本環境協会）           ■こどもエコクラブウェブサイト ： http:// www.j-ecoclub.jp/ 

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル 5F TEL：03-5829-6359 FAX：03-5829-6190 E-Mail：j-ecoclub@jeas.or.jp                                        

                                              エコまるは公益財団法人日本環境協会の登録商標です   「エコまる」 



ＪＥＣ                      

登録用紙 

～大人の方へ～ 

●メンバー・サポーターになると 
◇メンバーにはメンバーズバッジやエコカード（幼児のみ）が届きます。また、代表サポーターには応援マニュアルが1部届きます。なお、応援マニュア

ルは大切に保管いただきますようお願いいたします。応援マニュアルを追加で希望される場合は、1冊 100円（送料込）で実施頒布いたします。 

●注意事項 
◇活動中の第三者への事故に対応するため、クラブの登録と同時に、全国事務局がメンバー・サポーターを対象とした賠償責任保険の加入手続きを行います。名簿の

提出はメンバー・サポーターともに不要ですが、賠償責任保険の手続き上、名簿は必ずクラブで備えてください。 

◇サポーターが複数のクラブを担当している場合には、ツールの重複を避けるため、2 つ目以降のクラブでは、サポーター人数としてカウントしないでください。（クラブで

備えていただく名簿には、名前を記載してください。） 

◇高校生は、サポーターとしても登録ができます。（代表サポーターでの登録はできません。） 

◇クラブ名、代表サポーターの連絡先、メンバーの人数、クラブの解散等、登録内容を変更する場合は、こどもエコクラブ全国事務局または地域事務局に必ず変更・解

散届を提出してください。   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                            

クラブ名 

 

 

メンバー人数 

（子ども）  人 

サポーター人数 

（大人）  人 

メンバー学年内訳 

※ 年齢・学年は、 

年度当初（4 月）時点を記

入してください。 

※ 高校生記入欄は、同年

齢のメンバーも各学年に

あてはめて、記入してくだ

さい。サポーターとしても

登録できます。 

幼児（3歳）  人 幼児（4歳）  人 幼児（5歳）  人 

小学 1年生  人 小学 2年生  人 小学 3年生  人 

小学 4年生  人 小学 5年生  人 小学 6年生  人 

中学 1年生  人 中学 2年生  人 中学 3年生  人 

高校 1年生  人 高校 2年生  人 高校 3年生  人 

代表サポーターの 

連絡先 

活動に役立つ情報を定

期的に E メールでお送り

しています。必ずご登録

ください。 

氏名 

住所 〒 

 

TEL  FAX  

E-mail  

活動ツール 
※クラブ単位でいずれか 

1つを選び☑をしてください 

□ 不要 ※不要とした場合にも、代表サポーターには応援マニュアルを 1部送付します。 

□ メンバーズバッジ    □ メンバーズバッジとエコカード（幼児のみ） 
※追加する場合は、別途送料がかかります。 

□ メンバー手帳購入希望★：          冊×100円（送料込）＝ 合計金額         円 

□ 応援マニュアル購入希望★：        冊×100円（送料込）＝ 合計金額         円 

     ★ツールをお届けの際に振込用紙を同封いたします。 

グループの種類 

※該当するものに☑をしてく

ださい。 

□ 近所や地域のお友達  □家族・親戚  □ボーイ・ガールスカウト  □子ども会  □児童館や公民館のクラブ 

□自治体の募集  □幼稚園・保育園（園名：                       ） 

□ 学校の（□クラス・□クラブ・□委員会・□学年・□全校    →学校名：                         ） 

＊総合学習としての実施についても記入してください。 （□YES・□NO）＊異クラス混合の場合は学年へ、異学年混同は全校へ☑をしてください。 

□ その他（                                                                 ） 

取り組みたい 
主な活動分野に☑をして
ください（2つまで）。 

□ごみ・リサイクル  □生活・省エネ  □水  □自然・生物多様性  □ 農業・栽培  

□その他（                                             ） 

こどもエコクラブ（Junior Eco-Club） 
登録番号 ※この番号はこどもエコクラブ全国事務局で記入します。 

     －      

 記入日:       年     月     日 

●個人情報保護方針について● 公益財団法人日本環境協会 （以下、当協会という。）は、個人情報を尊重し、個人情報保護に関する法令及びその他関係法令を遵守するとともに、当協会の
個人情報保護基本方針に則って個人情報を取り扱います。 
１．個人情報の利用目的：当協会は、こどもエコクラブ事業（以下、本事業という。）を行うにあたり、収集した個人情報を、本事業の支援にかかる環境関連情報の資料等の配布、賠償責任保険等の運
用上必要な情報管理、サービス等改善のための事業（アンケート調査を含みます。）の実施、新たなサービスや環境関連情報の発信、その他当事業の実施に付随する業務を行う目的の範囲内で利
用します。なお、利用目的の達成に必要な範囲で業者に業務を委託することがあります。ただし、必要な項目を正しくご記入いただけない場合には、適切な対応ができないこともございますのでご了
承ください。２．個人情報の共同利用：収集した個人情報は、本事業の地域事務局として登録した都道府県及び市区町村と上記 1．の利用目的においてのみ共同して利用します。３．個人情報の管
理：収集した個人情報の漏洩、滅失、毀損または改ざんの防止、その他収集した情報の適切な管理を行います。また、事務局従業員及び業務委託先等に対して、個人情報の管理の指導と適切な監
督を行います。４．個人情報の訂正･削除・開示：収集した個人情報は、ご本人から登録されている個人情報について訂正・削除・開示の請求があった場合は、迅速に対応します。第三者から開示の
請求があった場合は、ご本人の承諾がない限り開示しません。ただし、個人情報保護法第 23条第 1項、第 4項およびその他の法令の規定に基づく場合は、この限りではありません。情報の訂正・削
除・開示を希望される場合は、当協会こどもエコクラブ全国事務局までご連絡ください。 

【お問い合わせ先】 
●あなたのまちのこどもエコクラブ事務局 

こどもエコクラブは、子どもたちが誰でも参加できる環境活動のクラブです。 

こどもエコクラブ全国事務局 （公益財団法人 日本環境協会） 

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル 5F 

TEL：03-5829-6359 FAX：03-5829-6190 E-Mail：j-ecoclub@jeas.or.jp 

■こどもエコクラブウェブサイト： http:// www.j-ecoclub.jp/ 

「エコまる」は公益財団法人日本環境協会の登録商標です  「エコまる」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しいことは茨城県県民生活環境部環境政策課 

または各市町村環境担当課までお問い合わせ下さい 

茨城県県民生活環境部環境政策課 HP 

    http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsukankyo/kansei/ 

こどもエコクラブ全国事務局 HP 

http://www.j-ecoclub.jp/ 

 

 

 

 

こどもエコクラブ茨城県事務局 

〒310－0085  水戸市笠原町 978－6 

茨城県県民生活環境部環境政策課内 

TEL 029－301－2933 

FAX 029－301－2949 

E–mail kansei1@pref.ibaraki.lg.jp 

 

 

こどもエコクラブイメージキャラクター「エコまる」 

http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsukankyo/kansei/

