第6回 ホタルがすむ街づくり展 2013
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〈主催〉野村不動産株式会社
〈共催〉横浜国立大学
〈後援〉横浜市保土ヶ谷区役所、NPO法人日本ビオトープ協会、読売新聞横浜支局
〈協力〉保土ヶ谷小学校、帷子小学校、横浜ほたるの会、神奈川県水産技術センター内水面試験場、
横浜市岩間市民プラザ/公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社パーキンエルマージャパン、
株式会社野村総合研究所、タカナシ乳業株式会社、東芝テックソリューションサービス株式会社

受賞しました。また、その模様は毎日新聞にも掲載されました。

かながわ地球環境賞:野村不動産など、
１４団体を表彰／神奈川 毎日新聞 2013年2月5日付 地方版
すぐれた環境保全活動を継続して
実践している県内の団体・企業を表
彰するかながわ地球環境賞の今年
度の表彰式が４日、県庁で開かれた。
横 浜 市 内 で 近 隣 地 域とともにビオ
トープの整備やホタルの鑑賞会を開
くなどのイベント活動を行っている
野村不動産など、１４団体が黒岩祐
治知事から賞状を受け取った。

黒岩祐治知事から表彰を受ける
野村不動産の松尾大作執行役員（左）

かながわ地球環境賞は今回で２０回目。黒岩知事は「県は原発に
頼りきらないエネルギー社会づくりを掲げており、
（その一つであ
る）太陽光発電も屋根貸しという神奈川モデルで全国に広がってい
る。地球環境保護活動も軌を一（いつ）にするもので、先進的な神奈
川をみなさんと提示していきたい」と話した。
【北川仁士】
※この記事・写真等は毎日新聞社の許諾を得て転載しています。また、無断で複製、配布等の
著作権を侵害する行為を禁止します。

地球の環境破壊が進むにつ

れ︑いろいろな生物が姿を消

してきました︒里山などの水

辺でよく見かけられたホタル

の姿も︑今ではあまり見られ

なくなっています︒野村不動

産では︑地球環境への負荷を

減らすために︑いま何ができ

るかを考えるきっかけ作りと

して︑２００８年６月︑ 第

１回﹁ホタルがすむ街づくり

展﹂を開催しました︒

かつては日本のどこででも

見られた里山の風景︑せせら

ぎには水生昆虫や水草︑メダ

カなどが生息し︑ホタルが

舞っていました︒野村不動産

す

では︑清らかな水の流れと豊

富なえさで育つホタルが棲め

る環境を守ることが︑私たち

がこの地球に住み続けるため

に︑なによりも大切だと考え

たのです︒

﹁ホタルがすむ街づくり

展﹂の一環として開催された

ひとつひとつのイベントは︑

決して大きなことではありま

せんが︑ホタルが自由に飛ぶ

姿に象徴される環境保護の精

神が一人でも多くの皆様に伝

わることを願っています︒
2

私たちは︑地球の未来に
何が残せるかを考えています︒

いる「ホタルがすむ街づくり展」等が評価され、神奈川県及び
かながわ地球環境保全推進会議より「かながわ地球環境賞」を

﹁ ホ タ ル が す む 街 づ く り 展 ﹂の 様 々 な イ ベ ン ト を 通 じ て ︑

平成25年2月4日、
テナントの皆様や地域の方々と共に行って

こ の 5 年 間 ︑私 た ち は 多 く の こ と を 試 み ︑

多くのことを学ぶことができました︒

「かながわ地球環境賞」
を
受賞しました。
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ホタルがすむ街づくり展

5th

Anniversary

5

Years

2008年から始まった
「ホタルがすむ街づくり展」。
その5年間を振り返ります。

ホタルを楽しむ夕べ
いよいよ始まる
「ホタルがすむ街づくり展」の
開幕を告げるオープニングイベントです。
例年︑夕方から始まるオー

るイベントを複数開催しま

など︑自ら体験していただけ

き 物 な ん で も 相 談 会 〟な ど ︑

り〟や〝火起こし体験 〟︑〝生

いただける有意義なイベント

が続きました︒

ホタル観賞館では︑毎年多

オープニングセレモニー

数のホタルが飛翔し︑子供た

昆虫おもしろ話

ちには初めての体験であり︑
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上映を待つお客様はホタルパンを
手にした親子連れが多く見られました。

大人にとっては昔を思い出さ

ホタルうどん
（2011年）

映画上映会「ほたるの星」
（2008年）©「ほたるの星」製作委員会

せてくれる懐かしいひととき

講演会（2008年）

となりました︒

廃油でローソクづくり

プニングイベントに続き︑

ホタル
観賞会

生き物なんでも相談会（2008年）

子供も大人も一緒に楽しんで

音楽会「オカリナ」

した︒

メダカ放流会

小学生によるビオトープへ

ホタルかご、草玩具づくり

また︑環境問題への意識を

チラシ（2008〜2012年）

の〝 メダカ放流会〟
︑
〝ホタルか

ホタル観賞館

高める〝廃油でローソクづく

ホタルパン（2012年）

ごづくり〟や〝 草玩具づくり〟

ホタルパン（2011年）
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稲作り体験

毎日食べているお米を自分の手で育てて収穫。

大変さと大切さを体験しています。

のない子供がほとんどです︒

ても︑実際に稲を育てた体験

米︒田んぼは見たことがあっ

育てたお米で作ったお餅を食

される収穫祭では︑みんなで

いよいよ稲刈り︒

と続きます︒そして

植え︑８月のかかしづくりへ

︽稲作り体験︾では︑５月の

べました︒

月には

田起こしに始まり︑６月の田

日本人の食の基本であるお

田植え

月に開催

科学がときあかす瞬間に、みんな興味しんしん。
近隣の小学校を対象に授業
︵総合学習︶として実施しま
した︒子供たちに自然科学に
もっと興味を持ってもらおう
と毎回テーマを変えて︽おも
しろ科学体験会︾を開催して
きました︒テーマとしては︑
〝身近な昆虫〟
︑
〝牛乳の話とバ
ター作り〟
︑
〝水質実験教室〟︑
〝犯罪科学捜査〟など︑興味
をそそるテーマを揃え︑毎回

います︒

な真剣な表情で聞き入って

じたりと︑講師の話にみん

変わる自然の不思議さを感

知ったり︑季節によって移り

きな命が宿っていることを

きました︒小さな生物にも大

里山で︑年３回程度開催して

生き物の不思議とすばらしさを体験！

面白いと大好評です︒

草と木と遊ぶ

都会に出現した自然豊かな

トンボの産卵実験

普段何気なく見ている ふしぎ を
里山の自然を再現したビオトープを通じて、

5
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収穫祭
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おもしろ科学体験会
ビオトープ観察会

犯罪科学捜査
田起こし

身近な昆虫
稲刈り

水質実験教室
牛乳の話とバター作り

Years
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ホタルがすむ街づくり展

タカナシ乳業株式会社
東芝テックソリューションサービス株式会社
株式会社野村総合研究所
株式会社パーキンエルマージャパン

株式会社野村総合研究所

テナントレポート

YBPテナント企業の取り組み活動紹介
「ホタルがすむ街づくり展」をご支援いただいている
企業の社会貢献活動の一端をご紹介！

シンクタンクとして培ってきたノウハウを人と社会へ活かすために。
当社では、
「未来創発」を企業理念に掲げ、事業活動やＣＳＲ活動に取り組
んでいます。持続可能な地球環境の保全のために、
〈NRIグループ環境方
針〉を制定し、環境負荷の低減に向けた全社的な活動として「NRIグリーン
スタイル活動」を推進しています。今回の「ホタルがすむ街づくり展」では、 間伐材
からマイ箸を作る イベントを開催し、地元の方々との触れ合いを通じて、地球環境や
森林資源の大切さを伝えていきたいと考えています。また、社会貢献活動として、
小中学生・高校生向けに「キャリア教育プログラム」を
提供しており、未 来を担う若 い 人たち の「人 づくり」を

何事にもまじめに取り組むタカナシ。その目は環境にも向けられる。
私たちが製造している牛乳・乳製品製造には、
「 水」は欠かせない、
とても大切な
ものです。神奈川県の水源を守る活動に賛同し「かながわ水源の森林づくり」
活動へも参加しています。また、神奈川県を中心に食育活動（出張授業）を行って
おり、牛乳や乳製品のお話とバターやチーズ作り、環境に関するお話しなどを
お伝えしています。2012年「ホタルがすむ街づくり展」の「おもしろ科学体験会」

積極的に支援しています。

でもこれを行い好評でした。今年も開催を予定して

株式会社野村総合研究所 横浜総合センター

います。

http://www.nri.co.jp/

タカナシ乳業株式会社

横浜ビジネスパーク NRI タワー
小学生向けキャリア教育プログラム

タカナシ乳業株式会社

横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 1F

http://www.takanashi-milk.co.jp/

株式会社パーキンエルマージャパン
For the Better をキーワードに、豊かな未来を子供たちへ。
分析機器や試薬、
ソフトウェアの輸入販売などを展開しているパーキンエルマー
ジャパン。社会へ貢献することも大きな使命と考え、積極的なCSR活動を展開して
います。東日本大震災の直後から当社のノウハウを活かしてもらおうと、分析機器
や試薬の提供など、多方面での協力を続けてきたのはその一例。また、富士山の清
掃や夏祭りなどのイベントにも社員自らが楽しみながら参加しています。
「ホタルが
すむ街づくり展」は2008年から参加。今年も小学生を
対象とした 水質実験教室 という楽しい授業（総合学
習）を予定しています。
株式会社パーキンエルマージャパン

横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 4F

http://www.perkinelmer.co.jp/

東芝テックソリューションサービス株式会社

私たちの商品には、カタチがない。だからこそ環境への 想い は大きい。
私たちは、ICTソリューションサービスで安心・快適な生活をご提供する会社です。
ISO14000認証取得以来、
エコドライブやエネルギー使用量の削減に取組み、環境
負荷の低減に努めてきました。また、環境教育プログラム「キッズISO14000」への
参画や出前授業の実施を通して、環境マインドと行動力をあわせ持つ次世代の育成
に取り組んでいます。また、障がい者の豊かな学びのため、特別
支援学校での科学プログラムを実施しています。
「ホタルがすむ街づくり展」でも、同様の活動を通して子供たち
の探究心にアプローチしました。これからも、未来を担う子供た
ちと共に学び共に成長する企業でありたいと考えます。
東芝テックソリューションサービス株式会社
横浜ビジネスパーク ウェストタワー 4F

（あいうえお順）
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http://www.toshibatec-ttss.co.jp/
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未来のふるさと創り
﹁森のシティみらＳＡＴＯ﹂

野村不動産の
環境への取り 組み︒

横浜ビジネスパーク

環境を考えるシンポジウム
座長およびパネラーに︑時
代を代表する専門家に多数ご
参加いただき︑
︽環境シンポ
ジウム︾を毎年開催していま
す︒デベロッパーとしての野
村不動産にとって︑環境問題

ト〟
︒ 目指しているのは︑
﹁未

り︑以前より積極的に取り組

は避けて通れないテーマであ
現在船橋市で進行してい
み︑現在に至っています︒

ることです︒子供が夢中なっ

息づいている﹁共有する﹂と

共
= 有する︼という価値観を
基に︑古くから日本人の心に

シェアタウン構想は︻シェア

その基本構想となるスマート

れながら現代風にアレンジ︒

との姿﹂を︑先進技術を取入

︒そんな人の温も
花が咲く …
りが暮らしに息づく﹁ふるさ

再生しました︒野村不動産は

の茅葺き屋根の古民家を移築

交流拠点として︑築１５０年

などを企画しています︒２０

テナント様向けに稲刈り体験

マンションご入居者様やビル

ト﹄は︑筑波山麓の里山で︑

﹃かやぶきの里プロジェク

て遊び︑大人は井戸端会議に

いう価値観に現代の技術やア
建設費を協賛した他︑社員に

今回は、みなさまから

ふるってご応募ください。

詳しくは横浜ビジネスパーク内のポスター、
応募用紙、
またはWebサイトをご覧ください。

4月8日（月）〜5月17日（金）必着

応募期間：2013 年

万円分

ホタルのイラストを大募集します。

受賞作品には賞品を

最優秀賞
ご用意しておりますので、

商品券

ふさわしい、元気でかわいらしい
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「ホタルがすむ街づくり展」に

http://www.nomura-re.co.jp/ybp/

イラストコンテストは優秀応募作品を
「光のホール」に展示します。
皆さんふるって投票してください。

１２年度は︑都市と農村との

イデアを加えていくことでこ
よるＣＳＲツアーを実施しま

今年も開催の運びとなりました。

一般の部

れまでにない︑新たな街づく

横浜ビジネスパークの

した︒

「ホタルがすむ街づくり展」が

最優秀賞

りを目指します︒

かやぶきの里プロジェクト

来のふるさと﹂となる街を創

全体完成予想図

図書カード

2008年に始まった

1万円分

ホタルキャラクター募集

小・中学生の部

る〝みらSATOプロジェク

ホタルの
シンボルキャラクターを選ぶ
イラストコンテストを開催！

●投票期間＝2013年6月1日（土）〜6月30日（日）
●投票場所＝横浜ビジネスパーク 光のホールに設置の投票箱

第５回 環境を考えるシンポジウム
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