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企業市民活動企業市民活動企業市民活動企業市民活動ニュースニュースニュースニュース２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日 （（（（第第第第４１４１４１４１号号号号））））

エコラーニングプログラムエコラーニングプログラムエコラーニングプログラムエコラーニングプログラム(ELP)でででで環境授業環境授業環境授業環境授業をををを受受受受けるけるけるける子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち（（（（ベトナムベトナムベトナムベトナム））））

ベトナムベトナムベトナムベトナム：：：：リスーピアリスーピアリスーピアリスーピアとととと学校学校学校学校ででででＥＬＰＥＬＰＥＬＰＥＬＰ環境教育活動環境教育活動環境教育活動環境教育活動がががが拡大拡大拡大拡大

タイタイタイタイ：：：：大洪水大洪水大洪水大洪水のののの被災者被災者被災者被災者、、、、被災地支援活動被災地支援活動被災地支援活動被災地支援活動

インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア：：：：無電化地域無電化地域無電化地域無電化地域ででででパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックのののの太陽光太陽光太陽光太陽光パネルパネルパネルパネルがががが活躍活躍活躍活躍

マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア：：：：ｷｯｽｷｯｽｷｯｽｷｯｽﾞ゙゙゙ｽｸｰﾙｴｺﾗｰﾆﾝｸｽｸｰﾙｴｺﾗｰﾆﾝｸｽｸｰﾙｴｺﾗｰﾆﾝｸｽｸｰﾙｴｺﾗｰﾆﾝｸﾞ゙゙゙ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑ ﾅｼｮﾅﾙｺﾝﾃｽﾄﾅｼｮﾅﾙｺﾝﾃｽﾄﾅｼｮﾅﾙｺﾝﾃｽﾄﾅｼｮﾅﾙｺﾝﾃｽﾄ表彰式表彰式表彰式表彰式

ドイツドイツドイツドイツ：：：：ｷｯｽｷｯｽｷｯｽｷｯｽﾞ゙゙゙ｽｸｰﾙｽｸｰﾙｽｸｰﾙｽｸｰﾙのののの子子子子どもたちとどもたちとどもたちとどもたちと社員社員社員社員がががが鍬鍬鍬鍬をををを片手片手片手片手にににに森森森森づくりづくりづくりづくり

中国中国中国中国：：：：様様様様々々々々なななな環境活動環境活動環境活動環境活動をををを実施実施実施実施

イギリスイギリスイギリスイギリス：：：：欧州地球市民活動支援欧州地球市民活動支援欧州地球市民活動支援欧州地球市民活動支援ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑ活動活動活動活動ﾚﾎﾚﾎﾚﾎﾚﾎﾟ゚゚゚ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄ

日本日本日本日本：：：：びわびわびわびわ湖湖湖湖エコアイデアエコアイデアエコアイデアエコアイデア倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部

日本水環境学会関西支部日本水環境学会関西支部日本水環境学会関西支部日本水環境学会関西支部 社会社会社会社会・・・・文化賞文化賞文化賞文化賞をををを受賞受賞受賞受賞

日本日本日本日本：：：：地球地球地球地球のののの未来未来未来未来をををを担担担担うううう子子子子どもどもどもども達達達達をををを育育育育むむむむプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト～～～～里山編里山編里山編里山編～～～～

日本日本日本日本：：：：NPO支援支援支援支援「「「「プロボノプロボノプロボノプロボノ」」」」のののの報告会報告会報告会報告会をををを開催開催開催開催

日本日本日本日本：：：：NPOサポートサポートサポートサポート ファンドファンドファンドファンド」」」」2011年贈呈式年贈呈式年贈呈式年贈呈式をををを開催開催開催開催

日本日本日本日本：：：：出前授業出前授業出前授業出前授業プログラムプログラムプログラムプログラム 「「「「エコエコエコエコ・・・・モノモノモノモノ語語語語」」」」のののの推進加速推進加速推進加速推進加速
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ベトナムベトナムベトナムベトナム：：：：リスーピアリスーピアリスーピアリスーピアとととと学校学校学校学校でででで環境教育活動環境教育活動環境教育活動環境教育活動をををを拡大拡大拡大拡大

参加参加参加参加したしたしたした社員社員社員社員でででで記念撮影記念撮影記念撮影記念撮影

パナソニックグループとしても、タイ洪水による被災者の救済および被災地の復興に役立てていただくた

め、日本より義援金として3,000万円を贈りました。

パナソニックベトナムでは本年10月と11月にもエコラーニングプロ
グラム（ＥＬＰ）を使ってﾊﾉｲ市内１１校の小中学生832人に環境教
育を実施しました。

子どもたちはこのプログラムで現在の環境問題を知り、環境知識

について学びます。またKid Witness Newsプログラムで子どもた
ちが撮影した環境をテーマにした映像からも環境保護について考

えます。今回、対象学年を中学生から小学３年生～５年生に拡げ

ました。小学生の子どもたちもこの環境教育により、使わない電気

は消すこと、車やバイクを使わず自転車通学をすること、ゴミのポ

イ捨ては止める、植樹をするなど環境保護のための意識を高めて

います。参加した生徒の何人かは、授業を受けたあとに環境問題

は、今まで思っていた以上に、地球全体にとって深刻な問題である

と気づき、環境保護に積極的に取組んでいくことを語っています。

リスーピアや学校で学ぶこのプログラムでは、クラスや学校の中で

チームを作り、競いながら環境知識を学んでいます。この積極的な

トレーニング法が子どもたちや教師から大きな注目を集めています。

パナソニックベトナムは、子どもたちの環境保護意識を向上させる

ため、今後もこのエコラーニングプログラムを通じて、ハノイからベ

トナム全土にプログラムを拡大するために最善を尽くしていきます。

タイタイタイタイ：：：：大洪水大洪水大洪水大洪水のののの被災者被災者被災者被災者、、、、被災地支援活動被災地支援活動被災地支援活動被災地支援活動

2011年７月下旬に発生した大洪水は11月までの３ヶ月以上にわたり、チャオプラヤー川流域で甚大な被
害を出し、またメコン川周辺でも洪水がおこり被害が拡大しました。11月までに666人が死亡し、500万人
以上が影響を受け、また被害総額は10月18日の時点で1,567億バーツ（5.1億ドル、約40億円）と想定さ
れています。2011年10月、タイパナソニックグループはタイ赤十字へ洪水被害を軽減するためのイベント
支援に230,000バーツ（7千米ドル、約60万円）を寄付しました。またPTHCグループは労働福祉局を通じ
て100,000バーツ（3千米ドル、約25万円）を寄付し、11月には、生産ラインで出る端材を再利用し設計さ
れた携帯トイレ500セットを寄贈し、支援を続けています。

さらにパナソニックのお客様のために、修理無料サービスとスペアパーツを特別価格で提供する"パナソ
ニックサービスクリニック"というキャンペーンを開始しました。このキャンペーンは12月には終了しますが、
洪水被害からの復活にはまだまだ相当な時間を要します。タイパナソニックグループとして引き続き被災

地、被災者への支援を行っていく予定です。

義援金寄贈式義援金寄贈式義援金寄贈式義援金寄贈式 義援金義援金義援金義援金＋＋＋＋携帯携帯携帯携帯トイレトイレトイレトイレ寄贈式寄贈式寄贈式寄贈式

学校学校学校学校でのでのでのでの授業授業授業授業

リスーピアリスーピアリスーピアリスーピアでのでのでのでの授業授業授業授業

楽楽楽楽しくしくしくしく環境問題環境問題環境問題環境問題をををを学学学学ぶぶぶぶ子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち
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インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア：：：：無電化地域無電化地域無電化地域無電化地域ででででパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックのののの太陽光太陽光太陽光太陽光パネルパネルパネルパネルがががが活躍活躍活躍活躍

花花花花のののの苗苗苗苗をををを植植植植えるえるえるえる子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち

マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア：：：：キッズスクールエコラーニングプログラムキッズスクールエコラーニングプログラムキッズスクールエコラーニングプログラムキッズスクールエコラーニングプログラム

ナショナルコンテストナショナルコンテストナショナルコンテストナショナルコンテスト表彰式表彰式表彰式表彰式

PSNPからからからからプログラムプログラムプログラムプログラム紹介紹介紹介紹介

パナソニック・マニュファクチャリング・インドネシア（PMI）とパナソニック・
ゴーベル・インドネシア（PGI）は、スラウェシ島北部、ゴロンタロ州ボアレ
モ県におけるREDDで活用するため、太陽光パネルや蓄電池などを同
県政府に提供しました。

REDD （Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in 
developing countries）とは、開発途上国における森林破壊を回避する
ことで温室効果ガス（CO2）の排出を削減することを目的とした世界的な
取組みです。現在、インドネシアでは、熱帯雨林近辺の住民による違法

伐採、焼畑農業などによる森林減少の問題が深刻化しており、政府によ

る対策の一つとして、伐採、焼畑などによって生計を立てる住民を森林

から離れた地域に移住させ、畜産など別の職を与えることで、森林破壊

を防ぐ取組みが行われています。今回パナソニックは、住民の移住先に

太陽光パネル5枚（計約１ｋW）と、蓄電池12個、42型プラズマテレビ１台
を提供しました。

ボンゴ地区は、電力供給が無い「無電化地域」で、これまで電源は石油

を燃料とした小型発電機しかなく、限られた電力の中での生活を余儀な

くされてきました。今回新たに設置された太陽光パネルが発電する電力

は、集会場、モスク、学校に供給され、地区の生活の質の改善が期待さ

れています。11月29日に点灯式が行われ、PMI・PGIの菅沼社長は、製
品の提供にあたって「パナソニックの太陽光発電によって、移住された

方々の生活が改善すること、そしてインドネシアの森林破壊が減少する

ことを心から願っている。今回、学校にも電力供給するが、次世代を担う

子どもたちへの教育に是非役立てていただきたい」と語りました。

2011年11月、クアラルンプールの国立ビジュアルアートギャラ
リーにおいて、キッズスクールエコラーニングナショナルコンテス

トの表彰式が実施されました。これには、マレーシア セランゴー

ル州のパイロット校10校の10歳から16歳の子ども達、及び教師
85人が参加し、マレーシア教育省と国立ビジュアルギャラリーマ
レーシアのディレクターから賞状及び賞品が授与されました。

エコ工作の部門では、リサイクル素材を使用したアートコンテスト

のエコ作品として30作品のエントリーがありその内16作品が、ま
たエコ絵日記部門では500冊がエントリーされ、最終21作品が
残り、専門家によって審査されました。

エコ絵日記部門の優秀者は11歳のWafie君で、"ハリラヤ"祭り
のお祝いにつながるラマダンの準備などを通じて自らのエコ生

活について日記を書きました。彼は、再生紙の箱で作られたハリ

ラヤグリーティングカードを準備し、省エネのためにエアコンの掃

除、C02排出量を減らすために旅行するための自動車の相乗り
を提案したりすることが環境を守ることにつながるということを絵

にしています。

その他エコ工作部門では“環境にやさしいリサイクルハウス”を作
成したTaman Sri Andalas Primary School Klang校が、また中
学生部門ではTechnic School Sepang校が、それぞれ最優秀
賞を授賞し、授賞した子どもたちは12月、日本での研修旅行に
参加します。

エコエコエコエコ工作部門工作部門工作部門工作部門のののの作品展示作品展示作品展示作品展示

エコエコエコエコ絵日記絵日記絵日記絵日記をををを審査審査審査審査するするするする審査員審査員審査員審査員

エコエコエコエコ絵日記優秀賞授賞者絵日記優秀賞授賞者絵日記優秀賞授賞者絵日記優秀賞授賞者

点灯式の会場となった集会場

集会場に設置された太陽光パネル

点灯式での集合写真
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ドイツドイツドイツドイツ：：：：キッズキッズキッズキッズ スクールスクールスクールスクールのののの子子子子どもたちとどもたちとどもたちとどもたちと社員社員社員社員がががが鍬鍬鍬鍬をををを片手片手片手片手にににに森森森森づくりづくりづくりづくり

国際森林年である本年、ハンブルグの小学生とパナソニック社員が3,000本の木を植えました。
10月21日、45人の社員がハンブルグ郊外の森で、Rahlstedter小学校の3クラスの子ども達と合流し、実
際の活動を通じ、新たな環境の知識を得られるキッズスクール・エコラーニングを実施しました。キッズス

クールのキャラクター ピックスと森林管理チームが出迎えてくれ、作業の手順を説明してくれ、ピックス

は子どもたちに大人気でした。

最初に鍬と高さ50-80cm程度の3,000もの銅ブナの苗を受け取り、大人1人と小学生1-2人でチームを組
んで、森の中の低い草木の場所に入っていきました。1本植樹するのに、4回鍬を入れないといけません。
つまり、全ての植樹を終えるまでには12,000回鍬を入れたことになります。

また、樺の木が生えている地域の伐採をしました。樺の木は50-60年しか生きず、そのあと、そこはブナ
のための空間になるのです。ブナはこの辺りで自然に成長する木ですが、整地や土地利用の転換で絶

滅の危機に瀕しています。そこで、若いブナの木を植え、私たちの自然環境を守るのに貢献したのです。

みんなの努力で全ての木々をたったの3時間程度で植え終わり、その後は新鮮な森の空気を吸いながら
子どもたちはピックスと遊んだり、お菓子を食べたり、キャンプファイアーを囲んだりしました。

この活動は地元の新聞やテレビの取材も入り、夕方の番組で紹介されました。午後オフィスに戻り、社員

はみんな心地よい疲れに包まれていました。チームスピリットも育み、全員の思い出になる良いエコリ

レー活動となりました。

イギリスイギリスイギリスイギリス：：：：欧州地球市民活動支援欧州地球市民活動支援欧州地球市民活動支援欧州地球市民活動支援ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑ活動活動活動活動ﾚﾎﾚﾎﾚﾎﾚﾎﾟ゚゚゚ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄ

2009年から欧州で展開している「パナソニック地球市民活動支援プログラム」は、社員が行うボラン
ティア活動や市民活動を資金支援するものです。今回はイギリスでの活動事例を紹介します。

パナソニックＵＫのPrattさんはファースト・エンブルック・スカウトグループに5年間所属し、会計担当とし
て活動しています。ファースト・エンブルック・スカウトはワールドワイド・スカウト連盟の一員として90名
の8-14才から構成される団体で、今回パナソニック地球市民活動支援プログラムの支援により、ハン
モックとテントを購入しました。スカウトの子どもたちは夏の間ハンモックとテントを活用し、森でキャン

プを行っていますが、新たなテントとハンモックにより、彼らの活動がより活発で有意義なものになりま

した。

テントテントテントテントをををを組組組組みみみみ立立立立てるてるてるてるスカウトスカウトスカウトスカウト達達達達

ハンモックハンモックハンモックハンモックはははは気持気持気持気持ちいいちいいちいいちいい

子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに囲囲囲囲まれるまれるまれるまれるピックスピックスピックスピックスGraf社長社長社長社長もももも参加参加参加参加
地元地元地元地元ＴＶＴＶＴＶＴＶ局局局局もももも撮影撮影撮影撮影にきましたにきましたにきましたにきました
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中国中国中国中国：：：：様様様様々々々々なななな環境活動環境活動環境活動環境活動をををを実施実施実施実施

＜１＞11月27日、杭州のパナソニック６社が清泰実験学校の先生、子
どもたちと一緒に杭州植物園で環境活動を行いました。往復の交通手

段に「ハイブリット車」を使い、在杭州６社の社員がハイブリット車の原理

や運転するメリットを説明しました。子どもたちはそれを聞いて、環境保

護のためにとても良いことだと感想を言い合っていました。

次にみんなで環境保護をテーマにした絵を10メートルの横断幕に描きま
した。また子どもたちは緑の小さな環境大使となって、積極的に植物園

に来ている観光客に環境知識を伝え、環境のためのライフスタイルにつ

いて話をしました。その中で、子どもたちが作成した「環境保護保証書」

を読んで、サインした観光客も大勢いいました。この活動の中で、三つ

の優秀チームが選ばれ、パナソニックＨＡ杭州（有）（PHAH）木嶋総経
理は優秀チームの代表にトロフィーを授与しました。学生たちも自分が

描いた「最後の水は涙にならないように」という絵を木嶋総経理に送りま

した。最後は「明日はもっと美しくなる」という歌を歌って、環境保護活動

を終えました。この歌で「皆の努力で、地球はもっと美しく、素晴らしくな

る」という気持ちを表しました。

＜２＞生物多様性保護に貢献し、会社に美しく快い環境を作り、会社の

イメージをアップする事で、パナソニックエレクトロニックデバイス江門

（有）＜PEDJM＞ではガーデニング委員会を設置し、ロビー玄関前に
様々な草木でお庭を作ることにしました。総費用は15,000元(約18万円）
で、10月19日にツツジ、ヒマワリ、コノテガシワ等総710本を植えました。
ガーデニング委員会の中で担当者を決めて毎日水やりをしています。今

回の活動を通じて社員の環境意識を高めて、環境保護活動をやり続け

る事で、地域の生物多様性保全にさらに貢献をしていきます。

第6回社会・文化賞の表彰式が12月8日(木)に行われ、びわ湖エコアイディア倶楽部の活動が「社員が
地域・親子・仲間と共に学び、発展する取組み」として関西の水環境の保全と創造に寄与する優れた活

動として表彰されました。

同倶楽部は2008年6月に社員有志により発足した市民団体であり、一人ひとりの社員が出来る環境ボ
ランティア活動を具体的に進める為に、びわ湖の水質保全と生態系維持を目的に、ホームアプライアン

ス社構内に拠点を置き活動しています。

主な活動として「びわ湖の日」の湖岸美化活動、ヨシの保全活動、身近な水環境の一斉調査をエコリ

レージャパンと合同で実施、「こどもエコクラブ」の運営をしています。

日本日本日本日本：：：：びわびわびわびわ湖湖湖湖エコアイデアエコアイデアエコアイデアエコアイデア倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部

日本水環境学会関西支部日本水環境学会関西支部日本水環境学会関西支部日本水環境学会関西支部 社会社会社会社会・・・・文化賞文化賞文化賞文化賞をををを受賞受賞受賞受賞

１０メートルの横断幕にエコ絵画

PHAH木嶋総経理（左）がトロフィーを授与

ガーデニングガーデニングガーデニングガーデニング作作作作りりりり

表彰状表彰状表彰状表彰状
授賞式授賞式授賞式授賞式

びわびわびわびわ湖湖湖湖エコアイディアエコアイディアエコアイディアエコアイディア倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部ののののホームペーホームペーホームペーホームページジジジ

http://blog.canpan.info/biwakoecoidea/
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日本日本日本日本：：：：Panasonic ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯサポートサポートサポートサポート ファンドファンドファンドファンド」」」」2011年贈呈式年贈呈式年贈呈式年贈呈式をををを開催開催開催開催

ＮＰＯの組織基盤強化を支援する「Panasonic NPOサポート ファンド」の2011年募集事業の贈呈式が
11月10日パナソニックセンター東京で開催され、助成を受けるＮＰＯの代表者をはじめ、90名が参加。
当社からは、コーポレートコミュニケーション本部長の大澤役員、社会文化グループの小川グループマ

ネージャーが出席しました。

本ファンドは、持続可能な社会の実現に向けて、「環境」と「次世代育成支援」を重点分野として取り組

んでいる当社企業市民活動の主要プログラムのひとつ。社会課題の解決に向けて市民活動が発展す

るには、ＮＰＯの組織基盤強化が必要との認識のもと、2001年に本ファンドを設立以来、より役立つプ
ログラムへと改善しながら、ＮＰＯの組織基盤強化を支援しています。

2011年募集事業では、環境分野12団体に1,500万円、子ども分野15団体に1，500万円、合計27団体
に3,000万円の助成をします。 贈呈式では、選考委員長による選考総評や、大澤役員から助成通知
書を贈呈したあと、助成先団体より助成事業の取り組み内容・目標について発表がありました。

日本日本日本日本：：：：スキルスキルスキルスキルをいかしたをいかしたをいかしたをいかしたNPO支援支援支援支援「「「「プロボノプロボノプロボノプロボノ」」」」のののの報告会報告会報告会報告会をををを開催開催開催開催

実際にNPO支援に取り組んだボランティアによる
トークセッションでは、「社会課題の解決に取り組む

NPOの現場の人と話し合い、自ら支援することを通
じて、自分の視野が広がった。一つの目的に向かっ

て取り組む仲間ができた。ぜひ多くの方にチャレン

ジしてほしい」と、プロボノの魅力が語られました。今

後NPOへの支援メニューを増やし、一人でも多くの
社員に対して、社会課題に取り組むNPOの現場を
体感し、自ら動くことで社会に変化を起こす機会を提

供していきます。

●関連情報

Panasonic ＮＰＯサポート プロボノ プログラム

http://panasonic.co.jp/cca/pnsf/probono/index.html

社会文化グループでは、社員の仕事のスキルや経験を活用してＮＰＯを支援する社会貢献活動であ

るプロボノプログラムを実施してきました。11月23日、この活動の報告会を「プロボノ フォーラム

OSAKA  2011」として特定非営利活動法人サービスグラントと開催。報告会には、企業に勤めている
人やＮＰＯ関係者など120人が参加しました。 「プロボノ」とは、ラテン語の「公共善のために（Pro 
Bono Publico）」に由来する言葉で、“専門的なスキルや経験をいかしたボランティア活動”を意味しま
す。当社は、2011年4月末より社員の仕事のスキルや経験を活用してＮＰＯを支援する社会貢献活動
「Panasonic ＮＰＯサポート プロボノ プログラム」を開始し、本年は14人の社員がボランティアとして
参加。NPOの情報発信の強化に、週5時間程度、約6カ月間、チームを組んで取り組み、支援してい
る４団体へウェブサイトのリニューアルなどの成果物を納品します。

また過去の助成先団体からの事例発表や、ＮＰＯ有識

者による講演があり、「社会からの期待がNPOに向け
られている今こそキャパシティビルディングを実践しよ

う」と激励のメッセージが送られました。参加者から、

「社会におけるＮＰＯの役割について改めて考えると同

時に、客観的に自分の団体を見つめる機会となった

（NPO経営者）」、「NPOの生の声を聞いて、参考にで
きることや、共感することがあり、前向きな気持ちとや

る気が持て、助成事業を進めていく大きな力をもらった

（他社財団担当者）」などの感想が寄せられました。
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日本日本日本日本：：：：地球地球地球地球のののの未来未来未来未来をををを担担担担うううう子子子子どもどもどもども達達達達をををを育育育育むむむむプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト～～～～里山編里山編里山編里山編～～～～

12月4日、「2011年度地球の未来を担う子ども達を育むプロジェクト～里山編～」を実施。約50名の親子
と、当社から社員ボランティアが3名参加しました。このプロジェクトは、篠山チルドレンズミュージアムと
の連携により2009年から展開しているもので、全５回（約半年）を通し、地域の特産である黒豆を育てな
がら、施設周辺の豊かな自然や昔ながらの暮らしと触れ合い、自然の恵みをいただくことで、命の尊厳

や自然との共生、多様性の尊重といった価値観を育むきっかけを提供し、子どもが主体的に考え、発見

し、探求する参加体験型の学びの場を創出しています。

参加した保護者からは、「どんなものにも、人の手が関わっていることに気づき、感謝の気持ちを持つよ

うになった」と、子どもたちの日頃の生活意識や行動が変わったとの声をいただきました。

また運営サポーターとして参加した社員からは「技術開発に携わる人間として、次世代に自然や資源を

残すにはどうしたらよいか考え続けていかなければなりません」というコメントがありました。

今後もこの3年間で培った成果をもとに、当社の人材や施設などのリソースと、行政・教育機関、環境学
習施設、地域人材などを連携させ、ESD(Education for sustainable development：持続可能な開発の
ための教育)の視点を組み込んだ環境学習スタイルを提案する活動を展開して参ります。（既に同様のコ
ンセプトでやしろの森公園で「里山の水辺編」プログラムを実施しています。）

日本日本日本日本：：：：出前授業出前授業出前授業出前授業プログラムプログラムプログラムプログラム 「「「「エコエコエコエコ・・・・モノモノモノモノ語語語語」」」」のののの推進加速推進加速推進加速推進加速

次世代育成支援の柱として、日本国内では出前授業プログラム「エコ・モノ語（えこものがたり）」の推進

に力を入れています。家電製品が進化してきた歴史や、環境問題の解決に向けて、モノづくりを支える

人がそれぞれの立場で努力や工夫を行っていることを学んだ上で、自分たちにできることは何かを考え

る社会科・環境学習プログラムです。 これは、小学校5年生の社会科単元と連動しており、 グローバル
に推進している環境教育プログラム「Eco Learning Program (ELP)」にも応用されています。

2011年度は社会文化グループのスタッフに加えてトータル 65名の社内講師のご協力をいただき、 11
月末時点で小学校 131校、中学校6校（計9,105名）の実践を完了いたしました。2011年度末までに約
200校へ出前授業の実践 と約200校へ教材提供を行っていく予定です。

かまどでご飯炊き
畑で芋ほりを体験

様々な部門から出前講師となって授業をしてもらっています
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各地各地各地各地のののの企業市民活動企業市民活動企業市民活動企業市民活動ををををブログブログブログブログでででで紹介紹介紹介紹介！！！！

このニュースレターは社会文化グループが編集・発行し、各海外会社、関連部門へお届けしております。

今後さらに各地の企業市民活動の紹介を積極的に行い情報を共有することにより、活動のレベルアップを図っ

ていきたいと思います。

また、これまで社内のみで情報共有しておりましたが、下記の当社Website上のブログを通じて広く社会へも
PRしております。 http://panasonic.co.jp/cca/blog/

今後は一般情報としての扱いで記事作成をお願いするとともに、このブログへのリンクをお願いします。

（ご要望、お問い合わせは高橋までご連絡下さい）

活動概要の記事（300字から400字程度）と写真（高解像度）は 以下の各地域担当までお送り下さい。

（毎月第3水曜日の発行となりますので、当月の実働５日目までにお願いします）

＊アフリカ ： 田中主事

＊北米、中南米、欧州、ロシア ： 原口 主事

＊アジア大洋州、中国・北東アジア、中近東、日本： 高橋

皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。

本年本年本年本年もももも活動記事活動記事活動記事活動記事のごのごのごのご提供有難提供有難提供有難提供有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。

来年来年来年来年もどうぞもどうぞもどうぞもどうぞ宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 社会文化社会文化社会文化社会文化グループグループグループグループ


