
平成29年度　こどもエコクラブ　壁新聞・絵日記

全国フェスティバル参加決定作品の紹介

かみおおのアースレンジャー
（水戸市）

今年は，全国事務局の厳正な選考の結果，壁新聞は「かみおおのアースレンジャー」(水戸市 )が
選ばれ，3月25日 (日 )，日本科学未来館 ( 東京都江東区 )でこどもエコクラブ全国フェスティ
バル2018 へ参加し，全国各地域のクラブの活動発表や企業・団体の環境活動の取り組みなどの
体験を通して交流をすることが予定されています。作成していただいた壁新聞・絵日記は会場に展
示されて来場される方に見ていただくことになっています。
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平成29年度　こどもエコクラブ　壁新聞・絵日記

　毎年，こどもエコクラブ全国事務局からの呼びかけで，1年間の活動を壁新聞にまとめて作成してい
ただいた活動の紹介です。茨城県内の壁新聞は 21枚，絵日記は10 枚が集まりました。それぞれの壁
新聞から子どもたちの元気な活動の様子が伝わってきます。今年はタイトル名，クラブ名を下記に掲載
しました。
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壁新聞
タイトル クラブ名 市町村

守ろう！上大野の美しい自然 かみおおのアースレンジャー 水戸市
もっと楽しもう　～地域の自然 しんそう世界だいすきクラブ 水戸市
カブトムシとクワガタについて 逆川こどもエコクラブ　① 水戸市
あいぞめたいけん 逆川こどもエコクラブ　② 水戸市
チョウチョ新聞 逆川こどもエコクラブ　③ 水戸市
千波湖の昔・今・夢 逆川こどもエコクラブ　④ 水戸市
ヒヌマイトトンボを守ろう 逆川こどもエコクラブ　⑤ 水戸市
千波湖の水質 逆川こどもエコクラブ　⑥ 水戸市
外来生物はどこから来たの？ 逆川こどもエコクラブ　⑦ 水戸市
ラムサール登録湿地　涸沼 逆川こどもエコクラブ　⑧ 水戸市
きれいな霞ケ浦を取り戻そう！ 逆川こどもエコクラブ　⑨ 水戸市
蝶と蛾を知りたい　2017 逆川こどもエコクラブ　⑩ 水戸市
森の子だより 逆川こどもエコクラブ　⑪ 水戸市
美しい森林を守るため 逆川こどもエコクラブ　⑫ 水戸市
EIKO　蛍　新聞 逆川こどもエコクラブ　⑬ 水戸市
茨城の希少生物 逆川こどもエコクラブ　⑭ 水戸市
英宏の泉～ホタル再生プロジェクト～ 逆川こどもエコクラブ　⑮ 水戸市
ヒヌマイトトンボを守ろう復活計画 逆川こどもエコクラブ　⑯ 水戸市
逆川　環境活動の 1年 逆川こどもエコクラブ　⑰ 水戸市
環境楽習講座　 龍ヶ崎市環境楽習講座 龍ケ崎市
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

絵日記
池の中 八溝自然たんけんたい 大子町
里山にさく花 八溝自然たんけんたい 大子町
きれいな水で 八溝自然たんけんたい 大子町
山の中 八溝自然たんけんたい 大子町
どじょう 袋田小こどもエコクラブ 大子町
ビオトープ虫とり 袋田小こどもエコクラブ 大子町
ビオトープ 袋田小こどもエコクラブ 大子町
ビオトープで 袋田小こどもエコクラブ 大子町
ビオトープ 袋田小こどもエコクラブ 大子町
ビオトープにいったよ 袋田小こどもエコクラブ 大子町



茨城県内には活動のアドバイスをしてくれる応援団の先生がいます。相談にのって
いただくこともできますので，下記のこどもエコクラブ茨城県事務局にお問い合わせ
ください。

氏  名 こんな応援ができます

糸川 正躬
（水戸市）

自然観察会の指導，身近な自然の生態系の解説，自然保護や環境
保全指導，那珂川・久慈川流域の解説

中村恵美子
（水戸市）

子ども達と里山観察会や里山遊び，草木染め，エコクッキング，
リサイクル，タウンウォッチング，マップ作り

三澤  豊
（ひたちなか市）

地球温暖化防止，環境教育の指導・実験，体験，遊びを通した地
球温暖化，水質汚染などの環境学習，水質・土壌・大気・化学物
質など環境汚染の解説

水野恵美子
（水戸市）

自然リースづくり，ネズミ・フクロウづくり（材料多種），里山
観察会，地球温暖化防止（参加型・解説），エコクッキング，室
内・野外対応参加型体験学習（水・動植物）

宮田 國敬
（大子町）

環境問題についてのアドバイス，野鳥観察会の解説，自然観察会
の解説，登山やハイキングのガイド

〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県生活環境部環境政策課内

TEL 029‒301‒2940 FAX 029‒301‒2949
E-mail : kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

こどもエコクラブ茨城県事務局

氏　名 こんな応援ができます

　糸川　正躬
　（水戸市）

自然観察会の指導，身近な自然の生態系の解
説，自然保護や環境保全指導，那珂川・久慈
川流域の解説

中村　恵美子
（水戸市）

子ども達と里山観察会や里山遊び，草木染め，
エコクッキング，リサイクル，タウンウォッ
チング，マップ作り

三澤　豊
（ひたちなか市）

地球温暖化防止，環境教育の指導・実験，体験，
遊びを通した地球温暖化，水質汚染などの環
境学習，水質・土壌・大気・化学物質など環
境汚染の解説

水野恵美子
（水戸市）

自然リースづくり，ネズミ・フクロウづくり
（材料多種），里山観察会，地球温暖化防止（参
加型・解説），エコクッキング，室内・野外
対応参加型体験学習（水・動植物）

宮田　國敬
（大子町）

環境問題についてのアドバイス，野鳥観察会
の解説，自然観察会の解説，登山やハイキン
グのガイド

茨城県内には活動のアドバイスをしてくれる応援団の先生がいます。相談にのって
いただくこともできますので，下記のこどもエコクラブ茨城県事務局にお問い合わせ
ください。

氏  名 こんな応援ができます

糸川 正躬
（水戸市）

自然観察会の指導，身近な自然の生態系の解説，自然保護や環境
保全指導，那珂川・久慈川流域の解説

中村恵美子
（水戸市）

子ども達と里山観察会や里山遊び，草木染め，エコクッキング，
リサイクル，タウンウォッチング，マップ作り

三澤  豊
（ひたちなか市）

地球温暖化防止，環境教育の指導・実験，体験，遊びを通した地
球温暖化，水質汚染などの環境学習，水質・土壌・大気・化学物
質など環境汚染の解説

水野恵美子
（水戸市）

自然リースづくり，ネズミ・フクロウづくり（材料多種），里山
観察会，地球温暖化防止（参加型・解説），エコクッキング，室
内・野外対応参加型体験学習（水・動植物）

宮田 國敬
（大子町）

環境問題についてのアドバイス，野鳥観察会の解説，自然観察会
の解説，登山やハイキングのガイド

〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県生活環境部環境政策課内

TEL 029‒301‒2940 FAX 029‒301‒2949
E-mail : kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

こどもエコクラブ茨城県事務局

茨城県内には活動のアドバイスをしてくれる応援団の先生がいます。相談にのって
いただくこともできますので，下記のこどもエコクラブ茨城県事務局にお問い合わせ
ください。

氏  名 こんな応援ができます

糸川 正躬
（水戸市）

自然観察会の指導，身近な自然の生態系の解説，自然保護や環境
保全指導，那珂川・久慈川流域の解説

中村恵美子
（水戸市）

子ども達と里山観察会や里山遊び，草木染め，エコクッキング，
リサイクル，タウンウォッチング，マップ作り

三澤  豊
（ひたちなか市）

地球温暖化防止，環境教育の指導・実験，体験，遊びを通した地
球温暖化，水質汚染などの環境学習，水質・土壌・大気・化学物
質など環境汚染の解説

水野恵美子
（水戸市）

自然リースづくり，ネズミ・フクロウづくり（材料多種），里山
観察会，地球温暖化防止（参加型・解説），エコクッキング，室
内・野外対応参加型体験学習（水・動植物）

宮田 國敬
（大子町）

環境問題についてのアドバイス，野鳥観察会の解説，自然観察会
の解説，登山やハイキングのガイド

〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県生活環境部環境政策課内

TEL 029‒301‒2940 FAX 029‒301‒2949
E-mail : kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

こどもエコクラブ茨城県事務局

茨城県内には活動のアドバイスをしてくれる応援団の先生がいます。相談にのって
いただくこともできますので，下記のこどもエコクラブ茨城県事務局にお問い合わせ
ください。

氏  名 こんな応援ができます

糸川 正躬
（水戸市）

自然観察会の指導，身近な自然の生態系の解説，自然保護や環境
保全指導，那珂川・久慈川流域の解説

中村恵美子
（水戸市）

子ども達と里山観察会や里山遊び，草木染め，エコクッキング，
リサイクル，タウンウォッチング，マップ作り

三澤  豊
（ひたちなか市）

地球温暖化防止，環境教育の指導・実験，体験，遊びを通した地
球温暖化，水質汚染などの環境学習，水質・土壌・大気・化学物
質など環境汚染の解説

水野恵美子
（水戸市）

自然リースづくり，ネズミ・フクロウづくり（材料多種），里山
観察会，地球温暖化防止（参加型・解説），エコクッキング，室
内・野外対応参加型体験学習（水・動植物）

宮田 國敬
（大子町）

環境問題についてのアドバイス，野鳥観察会の解説，自然観察会
の解説，登山やハイキングのガイド

〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県生活環境部環境政策課内

TEL 029‒301‒2940 FAX 029‒301‒2949
E-mail : kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

こどもエコクラブ茨城県事務局

茨城県内には活動のアドバイスをしてくれる応援団の先生がいます。相談にのって
いただくこともできますので，下記のこどもエコクラブ茨城県事務局にお問い合わせ
ください。

氏  名 こんな応援ができます

糸川 正躬
（水戸市）

自然観察会の指導，身近な自然の生態系の解説，自然保護や環境
保全指導，那珂川・久慈川流域の解説

中村恵美子
（水戸市）

子ども達と里山観察会や里山遊び，草木染め，エコクッキング，
リサイクル，タウンウォッチング，マップ作り

三澤  豊
（ひたちなか市）

地球温暖化防止，環境教育の指導・実験，体験，遊びを通した地
球温暖化，水質汚染などの環境学習，水質・土壌・大気・化学物
質など環境汚染の解説

水野恵美子
（水戸市）

自然リースづくり，ネズミ・フクロウづくり（材料多種），里山
観察会，地球温暖化防止（参加型・解説），エコクッキング，室
内・野外対応参加型体験学習（水・動植物）

宮田 國敬
（大子町）

環境問題についてのアドバイス，野鳥観察会の解説，自然観察会
の解説，登山やハイキングのガイド

〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県生活環境部環境政策課内

TEL 029‒301‒2940 FAX 029‒301‒2949
E-mail : kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

こどもエコクラブ茨城県事務局

茨城県内には活動のアドバイスをしてくれる応援団の先生がいます。相談にのって
いただくこともできますので，下記のこどもエコクラブ茨城県事務局にお問い合わせ
ください。

氏  名 こんな応援ができます

糸川 正躬
（水戸市）

自然観察会の指導，身近な自然の生態系の解説，自然保護や環境
保全指導，那珂川・久慈川流域の解説

中村恵美子
（水戸市）

子ども達と里山観察会や里山遊び，草木染め，エコクッキング，
リサイクル，タウンウォッチング，マップ作り

三澤  豊
（ひたちなか市）

地球温暖化防止，環境教育の指導・実験，体験，遊びを通した地
球温暖化，水質汚染などの環境学習，水質・土壌・大気・化学物
質など環境汚染の解説

水野恵美子
（水戸市）

自然リースづくり，ネズミ・フクロウづくり（材料多種），里山
観察会，地球温暖化防止（参加型・解説），エコクッキング，室
内・野外対応参加型体験学習（水・動植物）

宮田 國敬
（大子町）

環境問題についてのアドバイス，野鳥観察会の解説，自然観察会
の解説，登山やハイキングのガイド

〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県生活環境部環境政策課内

TEL 029‒301‒2940 FAX 029‒301‒2949
E-mail : kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

こどもエコクラブ茨城県事務局
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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 
（平成 30年度ｽﾀｰﾄ時点）  人 現在のクラブ名 

 サポーター人数 
（平成 30年度ｽﾀｰﾄ時点）  人 

メンバー人数内訳 

※年齢・学年は、 

平成 30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（                                                                 ） 

 
  

平成 29年度 

 
平成 30年度 

こどもエコクラブ（Junior Eco-Club） 

 ※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/ 
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16 馬喰町第一ﾋﾞﾙ 9F   TEL：03-5643-6251 FAX：03-5643-6250 E-Mail：j-ecoclub@eic.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                      
登録番号 
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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 
（平成 30年度ｽﾀｰﾄ時点）  人 現在のクラブ名 

 サポーター人数 
（平成 30年度ｽﾀｰﾄ時点）  人 

メンバー人数内訳 

※年齢・学年は、 

平成 30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（                                                                 ） 

 
  

平成 29年度 

 
平成 30年度 

こどもエコクラブ（Junior Eco-Club） 

 ※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/ 
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16 馬喰町第一ﾋﾞﾙ 9F   TEL：03-5643-6251 FAX：03-5643-6250 E-Mail：j-ecoclub@eic.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                      
登録番号 
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〒310-0085　水戸市笠原町978-6
茨城県生活環境部環境政策課内
TEL  029‒301‒2933
FAX  029‒301‒2949

E-mail : kannsei1@pref.ibaraki.lg.jp

こどもエコクラブ茨城県事務局

詳しいことは茨城県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ください。

茨城県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/

詳しいことは茨城県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ください。

古紙パルプ配合率100％再生紙を使用


