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○富山ＧＲＮサンダーバーズ

かつてリクルートの社員が、自分のつくった会社案内を

学生が見て就職してくれるのはうれしいが、すぐ辞めたり

すると悩んでしまう、といっていたことがある。学生の就

職は、一歩まちがうと人生を狂わしかねないことから、自

責の念にかられるわけだ。そんなこともあって、地方への

移住を勧める「地域おこし協力隊」には、どこかなじみに

くいものがあった。家族連れでの移住の決断は、就職のリ

スクの比ではなく、国が背中を押すのはよいことなのだろ

うか、と思ったからだ。それが、ある協力隊員のコメント

をネットで見て、考えが変わった。協力隊には、国から

バーズを訪ね、エコの活動を中心に話をうかがった。

そこでエコに力を入れているプロ野球・富山ＧＲＮサンダー

野球はプロスポーツのなかでも気分転換にもってこいだ。

その役目を担うのが祭りやプロのスポーツ観戦などである。

活のなかでこまめにリセットするのがいちばんいいわけで、

頑固なストレスの解消にも役立つことだ。ただ、本来は生

力隊のいいところは、人生そのものを大きくリセットでき、

が様々な病気や社会問題の引金になるとされているが、協

め込むばかりで、発散をさせるところがあまりない。これ

になったというものであった。現代の社会はストレスをた

会では見たことがなかった空を、田舎に来てよく見るよう

すかを本人が決める。で、コメントの内容はというと、都

日常生活をリセット

新しい「ひと・しぜん・もの」語り

わけで、そのあと職について現地に残るか、よそへ引っ越

年間の生活が保証される。移住のためのお試し期間になる
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道の駅・新湊に設置
射水市全地帯と富山・高岡市の一部地域に配布

約4万部発行

▲

「失点もゴミもCO 2も
“０”
がいい」
の横断幕が、試合途中に選手たち
によって掲げられる。ゴミのない
快適で気持ちのいいスタジアムや
社会を目指して。

試合会場などで出た割り箸を中越
パルプ工業へ届けてリサイクル。
代わりに同社から頂いたノートを
子どもたちにプレゼント。昨年は
約20kgの割り箸を回収。

▲道路や公園でキャッチボールができなくなっ
ているなか、選手たちが保育園などに出向き、
キャッチボールの楽しさを伝授。写真はキャ
ッチボールのお手本を見せて、その後園児た
ちに実際にやってもらう。これが園児たちに
人気だ。

―西地区の前期で優勝されるなど、今
年の富山ＧＲＮサンダーバーズは強い
ですね。
○昨年は成績が良くありませんでした
が、今年は「やればできる 」のスロ
ーガンで頑張っています。おかげさま
で地区チャンピオンシップにも出場で
きます。
―富山や石川など、私たちの身近にプ
ロスポーツチームたくさん誕生し、恵
まれた環境になってきました。その中
でサンダーバーズは、社会貢献の一つ
としてエコ活動に力を入れておられま
す。
○球団の基本姿勢として、地域への貢
献を掲げています。具体的にどのよう
なかたちで地域社会にお役にたてるか
を考えたわけです。
―そこでエコというわけですか。
○球場は大勢の人々が集まって飲食が
伴うので、ゴミの問題とは切っても切
れない関係にあります。それでまず、
出たゴミをきちんと処理したいと考え
ました。
―球場のゴミ分別ステーションの設置
ですね。
○試合会場では、来場者にエコに関心
をもってもらうきっかけにもなればと、
「ごみ分別ステーション」を「エコラ
イフブース」とし、ここでボランティ
アが説明を行ったりもしています。

―箸、串、コップ、食べ残し、飲み残
し、燃えるゴミなど、細かく分別され
ていますね。
○割り箸の場合、回収した箸を 年分
ためて置き、それを高岡の製紙会社に
持ち込んでノートと交換してもらい、
子供たちにプレゼントしています。
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―また、ゴミの量を減らすための努力
もされています。
○「失点もゴミも も“０”がいい」
のスローガンを横断幕にし、選手が試
合の途中に掲げるなど、いろいろな機
会をとらえてアピールしています。

も

CO2

!

失点もゴミも

CO2

「捨てればゴミ、分けれ
ば 資 源 」。 球 場 で は ゴ ミ
の分別回収を徹底。同時
に来場者にエコへの啓発
活動も行なっている。

▲
▲

サンダーバーズの
オリジナルマグカ
ップ「エコタンブ
ラー」。

※富山ＧＲＮサンダーバーズ代表取締役社
長兼球団代表の永森茂さんに話をお聞き
しました。

―サンダーバーズは、２００７年のリ
ーグ開始当初からの球団です。これま
で様々なエコ活動をされてきていかが
でしょうか。
○サンダーバーズのファンは、ゴミを
捨てないなど、マナーが非常にいいこ
とで定評があります。それは、他の球
団の方が見に来られるとよく分かると
思います。これからも地道な活動です
が、しっかりとエコに取り組んでいき
たいと思います。

○暮らしに欠かせない電気から地球環
境を考えようと「グリーン電力ナイタ
ー」を実施しています。また、今年は
ボールパーク高岡の試合に、あいの風
とやま鉄道で来場頂くと、入場料を割
引く試みも行い、電車利用と来場者の
促進を図っています。

“０”がいい
―「エコタンブラー」などは来場者に
もメリットがあり、いい考えですね。
○紙コップを減らすのが目的です。
「エコタンブラー」を購入していただ
き、それを持って売り場に来て頂くと、
ビールは 円、ソフトドリンクは 円、
それぞれ割引になるものです。もちろ
んマイカップ運動も併せてやっていま
す。
―試合が終わったら選手たちもゴミ拾
いをされるそうですね。
○プロの選手たちは子供たちの憧れで
あり、お手本です。その選手たちが率
先してゴミ拾う姿を子どもたちに見せ
てあげることが大切です。それが格好
いいことなんだ、ということをですね。
―折れたバットのリサイクルもされて
います。
○私どもでは木製バットを使っていま
すが、折れたバットを何とか再利用で
きないかと考え、サインボールなどを
飾るための置物にしたり、いろいろ作
っています。最近はルートインＢＣリ
ーグのほうでも、「かっとばし 」と
いうネーミングを付けて折れたバット
でオリジナルの箸を作っています。
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プロ野球独立リーグ・ルートイン
BCLに所属する富山県のプロ野球チ
ーム。リーグ開始の2007年から参加。
球団の理念は「野球を通じた地域活
性」「健全な青少年の育成に貢献」
「夢追う若者にチャレンジの場を提
供する」。特定の本拠地を定めず、
県内各地の球場で試合を開催。公式
戦は年間に71試合(2017年)で、主に
金・土・日曜日に行なう。過去、リ
ーグ優勝1回、地区年間優勝1回、地
区優勝5回。マスコットキャラクタ
ーは「ライティー」。
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―平成 年には、再生可能エネルギー
のグリーン電力を照明に使った「グリ
ーン電力ナイター」を実施されて話題
になりました。最近は、あいの風とや
ま鉄道と協力イベントもなさっていま
す。

【 富山GRNサンダーバーズ 】
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富山の県鳥・雷鳥を
モチーフにしたマス
コットキャラクター
の 「 ラ イ テ ィ ー 」。
サンダーバーズのア
イドルだ。

▲

▲

会場には様々な屋台が並ぶ。
特別な試合ではアトラクシ
ョンなども出る。

サンダーバーズのホームゲームで華やかなパ
フォーマンスを繰り広げる「チアティーズ」。

▲選手たちは、野球教室や野球塾を開き、
子どもたちの夢を育んでいる。
▲

▲
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地方公務員の早出遅出勤務
は、育児や介護といった目的
を限定して実施されていると
ころはありますが、射水市の
ようにボランティアへの参加
や趣味、自己啓発など、多様
に利用できるのは県内で初だ
そうです。
なお、職員の出勤時間が変
動しても、開庁時間 ( 時
分～ 時 分 は
) 従来と変わ
りません。

ろ、 名が利用し、実施率は
％、そのうち早出の利用が
％、遅出は ％でした。
利用した理由を聞いたとこ
ろ 、「 子 育 て の た め 」 が 全 体
の ％、「医療機関の受診のた
め」 ％、「心身のリフレッシ
ュのため」 ％、「地域活動や
ボランティアのため」 ％、
「家族との団欒のため」 ％、
「文化活動や趣味のため」
％、「自己啓発のため」 ％、
「 介 護 の た め 」 ％ 、「 そ の
他」 ％となっています。
射水市の人事課では、育児
休業をとりづらい男性職員が、
この早出遅出勤務を使うこと
で、育児に参加しやすくなる
のではないかとみています。
そして、通常の勤務時間帯を
わずか 時間前後させるだけ
で、ライフスタイルやライフ
ステージに応じた柔軟な働き
方ができるようになるとして
います。
それと、もう一つ注目した
いのが「心身のリフレッシュ
のため」 ％です。現代のス
トレス過多の管理社会にあっ
て、勤務時間を多少なりとも
自分で調節できるようにする
ことで、気持ちにゆとりが生
まれ、やわらぐのかもしれま
せん。
5.2

スタッドレスタイヤは当店へ!

当店
お薦め!

0766-59-2266

Tel.

25

13.6

新港

〒933-0207 射水市白石970

0766-84-1230

69

14.7

※有料

タイヤを大切に保管いたします!!

新港

〒934-0092 高岡市中曽根116-1

Tel.
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○子育て、通院が多い
早出遅出勤務の正式な導入
に当たって、昨年 月から今
年 月まで、職員 名を対象
に試験的に実施してみたとこ
474 7

射水市
早出遅出勤務を導入

○最大 時間の早出遅出
射水市役所職員の通常の勤
務は 時 分～ 時 分。
日 時間 分の勤務時間はそ
のままに、職員の希望によっ
て 時 分から最大 時間早
めたり遅らせたりする「早出
遅出勤務」をこの 月 日か
ら実施しています。
最も早い 時 分～ 時
分の勤務から、最も遅い 時
分～ 時 分まで、 分刻
みで つの区分から選択でき
る仕組みです。対象となる職
員は約 名で、消防士など交
代勤務や地区センターなど、
仕事に支障の恐れがある職員
は対象外となっています。
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射 水 エコナビ
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冬の怪物、
登場。

エコ ＆ エコな暮らし
環境に配慮するエコロジーも大切ですが、
経済性や節約のエコノミーも忘れることはできません。
この２つのECOを組み合わせた
「エコ&エコ」な情報をお届け致します。

軽くて強度がある雨傘の生地は、水にも強
く、たたんでもしわにならず、洗ってもす
ぐ乾くなど、エコバッグに最適です。不要
になった傘の骨を抜き、
布の縫い目を外して三
角形(8枚)の布に戻し、
それを4枚使って上下交
互につなぎ、筒状のバ
ッグに仕上げます。

換気扇の掃除は、べ
たついた油汚れを取
り除くのに苦労しま
す。ヘアードライヤ
ーで熱風を当て、油
汚れを柔らかく溶かしながら布切れなどで
ふき取ると簡単です。洗剤を使って水で洗
ったりすると、後の始末が大変ですが、ド
ライヤーだとその手間がいりません。

ふんわりアクセル

エコ通勤

運転の仕方でクルマの
燃費は大きく変わって
きます。ゆっくり発進
する「ふんわりアクセ
ル」で、約9％の燃費
が向上するそうです。
雪道で発進するように
アクセルを踏み込むのがコツで、最初の5
秒でメーターが20/㎞ほどにするのがベス
トとされます。

国が進める「エコ通勤」は、CO2排出量が
多いマイカー通勤をできるだけ減らし、公
共交通機関や自転車の利用、さらには徒歩
など、自分のやれる範囲から実行していく
ものです。国で
はエコ通勤がし
やすいように、
企業側にもサポ
ートを呼びかけ
ています。
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からで、仕事の進め方の改善
につながっているのではない
かとみています。

換気扇の掃除に

7

残業時間が、前年度同月比で
約 ％も削減されたというデ
ータもあります。
人事課では、職員自ら出退
時間を選択することで、勤務
時間内で効率的、計画的に業
務を遂行する意識が高まった

傘布でエコバック

○残業時間、 ％減
実際に早出遅出勤務を利用
した職員からは、「有意義で
あった」という声が多かった
そうです。新庁舎への引っ越
しなど、特別な要因がなかっ
た昨年 、 月の ヵ月間の

きょうから始める

アップサイクル
廃材に眠る価値を発見し、デザインや新技術に
よって、価値の高い商品を生み出す「アップサ
イクル」は、リサイクルの新しいスタイル。

を受け持つスピーカー・サブウ

ファーは、従来の低音域の再生

特許技術であるアシストウー

従来の集成材に比べて 万円ほ

「トロフィ ファイブ」では、

の小型フルレンジスピーカー

ストの削減にもつながり、同社

間伐材でスピーカーを

ーファーを発展させたもので、
低音域のみならず、中音域も改
善し、音質全体を向上させてい

ど価格を下げ、 万５０００円

1

(本・税別 で)販売できるよう
になった。

て自然な音にしたのがアシスト

崩す欠点があるが、それを抑え

主張をし、音全体のバランスを

しの瞬間、ドーンと強烈に自己

ーファーではどれも、音の出だ

んによると、低音補強のサブウ

『トロフィ ファイブ』の実力

ーカーと聴き比べてもらえれば、

は、実際に「何十万もするスピ

ようになった」と語る中田さん

別次元のサウンドを提供できる

「小型で高性能、しかも廉価で

▲

里山の保全と森林資源の循環

独自の特許技術と間伐材で、

を続ける過程で、どうしても木

ーファー内蔵のスピーカーボッ

販売を手がける同社は、アシス

ッドゾーン 」)だ。
オリジナルスピーカーの製造

オリジナルの手作りスピーカー

よって、一品一品木目が異なり、

たが、杉の間伐材にしたことに

している。

●問合せ／ソリューションラボ・
魚(津市 。)電話 0765-22-1137

胸を張る。

がわかってもらえるはずだ」と

年ほど前からそのアシストウ

途に使っているのが、魚津市の

クス側板に、杉の間伐材を使用

トウーファーと呼ばれる独自の

としての価値がより高まった。
また、間伐材にしたことでコ

当初、松の集成材を使ってい

技術を開発してパテントを取得。

「ソリューションラボ・
レ(

2

オーディオ専門誌から高い評価
を受けている。

R

材が出てくる。これを意外な用

ウーファーだという。同社では、

開発者で同社代表の中田洋さ

る。

4

材としての商品価値が低い間伐

スピーカー横板

2

多様なスピーカー

R

▲
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気になる、あの温泉 ⑲

14

岐阜県

▲コバルトブルーに映える緑の原生林

道です」といったコメントが
載っている。
舗装はされているが、狭く、
曲がりくねった道が続き、対
向車を気にしながらの運転が
続く。それゆえにドラィバー
は、互いに譲り合いの心が生
まれ、結果的に安全で気持ち
よく走ることができる。
ただ、せっかく原生林の中
を旅するのに、運転にばかり
気をとられ、大自然を楽しむ
余裕がないのが、少し残念で
ある。

入浴料金/清掃協力金300円
入浴時間/8:30～17:00(夏季18:00)
営業期間/6月上旬～10月下旬頃まで
定休日/期間中不定休
駐車場/あり
住所/岐阜県大野郡白川村平瀬大白川
問合せ/電話05769-6-1311
（白川村観光振興課）

大白川露天風呂
岐阜県白川村の「大白川露
天風呂」は、国道 号から県
道 号 白(山公園線 を) キロ
ほど入った白山の登山口にあ
る。
正真正銘の秘湯で、白水湖
に面した湖畔の露天風呂は、
男女別々に用意されている。
人前後が入れる大きな浴
槽からは、神秘的なコバルト
ブルーの湖を眺めることがで
きる。また、原生林に囲まれ
たロケーションに加え、標高
156

岐
阜
県

と高いこともあって、
が ｍ
すがすがし空気のなかで入浴
が楽しめる。 月に入ると紅
葉の季節を迎え、緑一色の風
景とはまた違った、色鮮やか
な世界が待っている。
温泉は、露天風呂から ｍ
ほど離れた源泉から引き、泉
質は無色透明で含硫黄ーナト
リウム・塩化物泉。高温のた
めに加水はしているが、掛け
流しである。
自然環境を守るために石け
んやシャンプーの使用は
できない。ネットの口コ
ミで「体を洗うという目
的での使用はできません
が、心を洗うために入浴
してくださいませ」と書
かれているが、たしかに
体を洗うためにここまで
来るのは少しナンセンス。
最大の効能は胃腸に良い
とかお肌に云々といった
ことより、「こころの洗
濯」なのかもしれない。
また、道路事情もこの
秘湯の名物だ。ネットで
は「県道とは名ばかり」
とか、「県道ではなく険

大白川露天風呂
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10月号

【ホームページ】http://www.ec21.co.jp
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