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    いつもメルマガをご覧いただき、ありがとうございます。 

 

    二渡ホタル舟に初めて乗りました。 

21 時近くで、星もよく見え、数百匹のホタルが夜空を舞っていました。 

特に草木の茂みに集まっており、本当に夏のクリスマスツリーだと感激しました。 

    

帰り道に、ホタルが昔から多く生息している二渡新田を通りました。 

ふわふわ飛ぶホタルを夢中で捕まえ、手のひらの中にほのかに灯る光は綺麗でした。 

     

今回、初めてホタルと触れ合い、生息する環境を壊さぬよう地域全体で取り組むように

しないといけないと思いました。 

 

    さつま町は、知る人ぞ知る「黒毛和牛」と「たけのこ」の全国有数の産地です。 

夕陽を見ながら、川内川に浮ぶホタル舟で食べる「黒毛和牛たけのこ丼」の味は格別 

です。 

  

沖縄、奄美では既に梅雨入りしていますが、これから各地とも梅雨の時期となります。 

水害に留意するとともに、体調には十分気を付けてお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７ TＧＡＬメルマガ６月号 

 

月号 

※1 青文字下線は、「Ctrl キーを押しながらクリック」すると、リンク先が見られます。 

※2 このメルマガの内容は、興味のあるお知り合いの方に転送等されても構いませんので、 

お気軽にお使いください。 

※3 このメルマガは社内掲示したり、回覧したり、社内転送などを行って、社内の環境学習 

等にお役立てくだされば幸いです。 

 

 

 

 

 

  

NPO 法人エコサポート TGAL 

情報発信担当者：久留千佳 

編 集 者：久留正成 

 
 

 二渡ホタル祭り 
 

黒毛和牛たけのこ丼 

http://www.tgal.org/newsletter/%E3%80%8E%E4%BA%8C%E6%B8%A1%E3%83%9B%E3%82%BF%E3%83%AB%E8%88%9F%E3%80%8F%E3%81%A7%E3%80%81%E3%81%BB%E3%81%AE%E3%81%BC%E3%81%AE%E3%80%82/
http://midori.inakajin.or.jp/sosui_old/kagoshima/a/46/index.html
https://www.satsuma-net.jp/
http://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2013/may/spe-01.htm
http://www.satsuma-net.jp/hisho/shunnosatsuma.html


  

 

 

思春期に沖ヨガに出会ってから、合気道、企業経営等にかかわる中で、尊敬する指導者の多く

が、中村天風の影響を受けていることを知りました。 

そして、これまで中村天風の本を読み、CD を聴くことが度々ありました。 

最近では、中村天風を人に紹介することが増えましたが、反応は様々です。 

 

 中学時代の同窓生が家庭のことで悩み夜に眠れない、鹿児島出身の綾小路きみまろの CD を

聴いているが、その時だけは気が紛れると話してくれました。 

 私も、老々介護していた母が倒れ、40km 離れた田舎に毎週 2-3 回帰り、バタバタが続いて

いた時期に、洗脳してもらおうと中村天風講話録「真人生の創造」の CD を、2-3 年毎日聴い

ていたことがあり、友人にそのことを話し CD を貸しました。 

 

 1 ヶ月もしないうちに、毎晩寝る前に CD を聴くようになったら、すっきり眠れるようにな

ったと大変感謝されました。 

 

 次に、環境の活動をやっている仲間が体を悪くしたので紹介しましたが、残念ながら「精神論

過ぎて私には合わない」とのことでした。 

その後、散髪の時、ご主人にこれまでのことや東郷平八郎・松下幸之助・稲盛和夫などそうそ

うたる指導者達に大きな影響を与えた先生でもあると話したら、大変関心をもたれ、「天風瞑想

録・運命を拓く」を買い、読まれました。しかし、内容が難しく、途中で読むことを断念され、

せっかく買ったので読んでくださいと本を贈呈されました。 

 

「天風瞑想録・運命を拓く」を今まで読んでいなく、読むと中村天風の教えが整然とまとめら

れ、大変わかりやすいことに驚きました。 

天風会員の堀尾正樹氏が、15 年かけて心魂を注いでまとめ上げられ、中村天風の語り口・呼

吸・迫力が感じられ、魂に沁み込む気がします。 

講談社出版でわずか 552 円ですが、何万倍以上の価値があると思いました。 

 

昨年、Ｃ．M．ブリストル「信念の魔術」を紹介して熱読した若い人には、「信念の魔術」の

原理・原則が書かれていると紹介して、「パワーをもらった！」と喜ばれています。 

 

入門者用には天風会から「まんがでわかる中村天風の教え」が発行されています。 

宇野千代の「中村天風の生きる手本」もわかりやすく、CD（天風先生座談・松下幸之助推薦）

もあります。社会経験の短い娘は、毎日 CD を聞くようになり、電話も減りました。 

 

地球環境、少子高齢化、地域創生、引きこもり、格差、安全保障等、多くの社会的課題がある

現代に、何故生まれてきたのか？どうしたら力強く充実した人生を送れるのか？を理解して、知

行合一で実践する中村天風の教えが、広く普及することの必要性を思います。 

中村天風の教えと反応 

 

 

http://www.okiyoga.org/index.html
http://shinshintoitsuaikido.org/about/founder.php
http://www.funaiyukio.com/funa_ima/index.asp?dno=200904003
http://www.tempukai.or.jp/18
http://www.kimimaro.com/profile/index.html
https://www.php.co.jp/cd/detail.php?code=37690
https://www.amazon.co.jp/%E9%81%8B%E5%91%BD%E3%82%92%E6%8B%93%E3%81%8F-%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E6%96%87%E5%BA%AB-%E4%B8%AD%E6%9D%91-%E5%A4%A9%E9%A2%A8/dp/4062637391
http://www.tempukai.or.jp/
http://www.diamond.co.jp/book/itemcontents/9784478025482.html
https://www.amazon.co.jp/%E3%81%BE%E3%82%93%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E4%B8%AD%E6%9D%91%E5%A4%A9%E9%A2%A8%E3%81%AE%E6%95%99%E3%81%88-Business-Comic-%E3%81%95%E3%81%A8%E3%81%86-%E3%82%82%E3%81%88/dp/4860639235
https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E5%A4%A9%E9%A2%A8%E3%81%AE%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E6%89%8B%E6%9C%AC%E2%80%95%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%B0%E3%82%93%E4%BE%A1%E5%80%A4%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%8C%E8%B4%88%E3%82%8A%E7%89%A9%E3%80%8D-%E7%9F%A5%E7%9A%84%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%8B%E3%81%9F%E6%96%87%E5%BA%AB-%E5%AE%87%E9%87%8E-%E5%8D%83%E4%BB%A3/dp/4837976158


 

 

株式会社須田建設工業 

  
 

 

 

 

 

 

今回お邪魔したのは、鹿児島市田上にある株式会社須田建設工業です。 

賃貸マンションの内装、リフォームや新築の建売りが主事業です。 

事務所中央には、環境メルマガコーナーがあり、掲示・活用されており感激でした。 

  

 建築協会の推奨で環境活動に取組まれました。初めは EA21 に取組みましたが、社員数が 6

名であり、書類作成など負担が大きく、5 年間で断念しました。 

その後、KESステップ1のことを知り、これなら継続できそうということで再取組しました。 

環境の取組みを継続して良かった点は、ふとした時に環境配慮に 

ついて考えられるようになり、行動・改善につながったことです。 

 

１．エコ商品の積極的利用 

省エネの取り組みとして、窓ガラスに静電気で貼り付けられる 

「今すぐ木陰」というフィルムを窓に貼っています。 

日射熱を 1枚で約 40%、2枚重ねで約 60％カットできるとのことです。 

また、すだれを窓に使用していますが、窓の外側に使用すると傷みが

早いそうです。 

＜主な業務内容＞ 

特定建設業(建築業) 

一般建設業(大工、内装仕上他) 

 

＜KES ステップ 1 登録日＞ 

2015 年 11 月 

 

KES 登録事業所訪問記 vol.52 

環境改善の取組み 

きっかけ 

会社の全景 
 環境メルマガコーナー 

今すぐ木陰 

すだれ 

http://www.na-lot.com/forio_shade.html


そこで、傷んでも買い替えやすい様に百均ですだれを購入しています。 

なお、再生紙は白色だと値段が高くなりますが、お買い得な森林認証 

（PEFC）紙をネットで探し、定期的に購入しています。 

２．メルマガの活用 

事務所中央の社内ボードには、TGAL が毎月発行しているメルマガを、社員の目が届きやす

いように掲示しています。メルマガで他社の事例を参考にすることが多く、これまで、雨水タ

ンク・花づくりなどを参考にしたとのことです。 

３．生物多様性 

環境目標の一つとして生物多様性を挙げています。 

会社の外には、きれいに咲いたたくさんのお花や植物の鉢が 

ありました。種から育てるより、苗からが育てやすいこと、 

緑のカーテンでゴーヤを育てようとしたが、なかなかうまく成長 

しないという話等。たくさん植物を栽培しているからこそのお話をたくさん聞けました。 

４．電力使用量の見える化 

家の引っ越し時に、九電のキレイライフプラスに登録して、月毎の使用電力をパソコンやス

マホで見えるようになりました。 

今後は、事業所にもキレイライフプラスを導入するとともに、新電力を検討してスマートメ

ータに切替えて、時間毎にデータ把握して、省エネを徹底したいとのことです。 

 

 

 今後は、二点を充実・強化したいとお話しされました。 

一点目は、改訂される法律について、現場でしっかり順守できるよう学習・周知に努める。 

二点目は、生物多様性の取り組みで、植物を栽培するだけではなく、植物が生育しやすいよう

に、土等にもこだわっていきたいとのことです。 

なお、2－3 年後に事務所移転の計画があり、その時に省エネ投資なども計画されています。 

 

貴重なお時間に、取材へご協力いただき、本当にありがとうございました。 

これからの環境活動 

 

花等の栽培 

森林認証コピー紙 

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/a04_23.html
https://www.kireilife.net/pages/index.html


KES 新規･継続登録された九州・沖縄の事業所です   

 

≪KES 継続登録事業所 4 月≫ステップ 2 

事業所名 所在地 登録年月日 事業内容 

㈱メイホー成形品製造部 
福岡県 

直方市 
2005/05/01 

プラスチック成形品の製造並びに複

合成形品の製造と、プラスチック成形

金型およびプレス加工金型の設計と

製作 
 

 

 

ゼロエネルギー住宅等整備促進事業補助金 

鹿児島市では、再生可能エネルギーや高効率省エネルギー設備等により、エネルギー消費量

が正味ゼロとなる住宅 ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）等の整備を促進しています。 

住宅用太陽光発電システムとＨＥＭＳ（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）、リ

チウムイオン蓄電池、家庭用燃料電池の設置に対して補助があります。 

平成 29 年度からは、賃貸の個人住宅・共同住宅の所有者、環境管理事業所を補助対象者に拡

充しました。 

 

詳しくは http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/saiene/zeroenehojyo.html 

国の補助金はこちら https://sii.or.jp/newsrelease/ 

 

環境配慮設備 設置補助事業 

自らの所有である建物に自らが使用する目的でLED照明等の環境にやさしい設備を設置する

環境管理事業所に対して、設置費用の一部を補助します。 

（1）補助金交付の要件 

●鹿児島市環境保全条例第 40 条に基づく報告を適切に行っていること。  

●補助金の交付申請日及び交付日において、環境管理事業所としての認定が有効であること。  

●補助金の交付申請の日において、納期の到来している市税を完納していること。  

（2）補助金の額 

補助交付対象経費の 2 分の 1 に相当する額で、1 事業所当たり 20 万円が限度。 

（3）申請の受付 

平成 29 年 7 月 3 日（月曜日）から平成 29 年 8 月 31 日（木曜日） 

環境保全課窓口で直接受け付けます。（郵送での受付はいたしません。） 

全体の補助申請額が予算を超過する場合は、受付を終了することがあります。 

 

http://www.tgal.org/ems%E3%83%BB%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/tgal%E3%83%BBkes%E3%81%AE%E4%BB%B2%E9%96%93%E3%81%9F%E3%81%A1/
http://www.keskyoto.org/
http://www.meiho-j.co.jp/
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/saiene/zeroenehojyo.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/saiene/zeroenehojyo.html
https://sii.or.jp/newsrelease/
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/machizukuri/kankyo/ondanka/kanrijigyosho/documents/sapototirashi1.pdf


鹿児島市環境配慮設備設置補助金交付要綱↓ 

http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/machizukuri/kankyo/ondan

ka/kanrijigyosho/documents/201471516262.pdf 

チラシ↓

http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/machizukuri/kankyo/ondan

ka/kanrijigyosho/documents/sapototirashi1.pdf 

⇒受付が始まったらすぐに申込下さい！！ 

（毎年申し込みが多く、早い段階で受付終了になります） 

 

 

 

 

「かしこく極める家庭の省エネ（夏）」講座 

パリ協定で日本は、家庭での温室効果ガスを 2030 年度に 2013 年度比４０％削減する目

標を掲げています。 

家庭での省エネ・節電をかしこく極めるために、電気・省エネ・節電の基礎理論、電化製品の

上手な選び方・使い方これからの社会改革やライフスタイルなどについて学びます。 

日時：平成 29 年 6 月 10 日（土）10：00～12：00 

場所：かごしま環境未来館研修室 1，2    参加費：500 円   定員：先着 10 名 

申込み方法：NPO 法人エコサポート TGAL TEL：099-223-6425 

FAX：099-805-1681   Mail：ecotgal@ark.ocn.ne.jp 

HP：http://www.tgal.org/report/seminar/TGALsemina201706.pdf 

 

地球環境を守るかごしま県民運動推進大会 

 大会では、環境保全活動優秀団体等の表彰や活動事例発表と東北大学大学院教授の長谷川公一

氏の講演があります。 

 日時：平成29年6月7日（水）14:00～16:30 

  場所：鹿児島県庁行政庁舎2階講堂（鹿児島市鴨池新町10番1号） 

 講師：長谷川 公一 氏（東北大学大学院文学研究科教授・一般社団法人地球温暖化防止ネッ

ト理事長） 演題：「地球・日本・地域から温暖化問題を考える」 

 申込先：鹿児島県環境林務部地球温暖化対策課 

 TEL：099-286-2586 FAX：099-286-5539    

E-mail：epchikyu＠pref.kagoshima.lg.jp 

事前申込みは5月31日（水）17：00まで。申込期限以降は、直接会場にお越しください。 

詳細・HP：

http://www.pref.kagoshima.jp/ad02/kurashi-kankyo/kankyo/ondanka/kenminund

ou/kenminundou.html 

 

http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/machizukuri/kankyo/ondanka/kanrijigyosho/documents/201471516262.pdf
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/machizukuri/kankyo/ondanka/kanrijigyosho/documents/201471516262.pdf
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/machizukuri/kankyo/ondanka/kanrijigyosho/documents/sapototirashi1.pdf
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/machizukuri/kankyo/ondanka/kanrijigyosho/documents/sapototirashi1.pdf
http://www.tgal.org/report/seminar/TGALsemina201706.pdf
mailto:ecotgal@ark.ocn.ne.jp
http://www.tgal.org/report/seminar/TGALsemina201706.pdf
http://www.pref.kagoshima.jp/ad02/kurashi-kankyo/kankyo/ondanka/kenminundou/kenminundou.html
mailto:epchikyu＠pref.kagoshima.lg.jp
http://www.pref.kagoshima.jp/ad02/kurashi-kankyo/kankyo/ondanka/kenminundou/kenminundou.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ad02/kurashi-kankyo/kankyo/ondanka/kenminundou/kenminundou.html


エコ検定とエコ検定対策講座 

環境経営・環境活動は、年々対象範囲が広がり深まっています。これからの持続可能な 

社会形成・地域創生・ビジネス展開にエコ検定の内容は有効・必須なものになっています。 

講座開催日時：平成29年6月24日（土）10：00～16：00 

講座開催場所：かごしま環境未来館（多目的ホール） 定員：先着10名 

講師：NPO法人エコサポートTGAL講師  受講料：1,000円（税込） 

お申込・詳細はHP：http://www.kentei.org/eco/（東京商工会議所リンク） 

（エコ検定対策講座）     

http://www.tgal.org/report/seminar/TGALsemina20170624.pdf（エコ検定対策講座） 

 (Tel) 099-223-6425（Fax）099-805-1681 

第 22 回エコ検定（7 月 23 日）の詳細・申込み方法：期間 5 月 9 日（火）～6 月 9 日（金） 

 

 

 

新緑におおわれた山々が、太陽の光で黄金色に輝いています。 

雑草もタケノコもすくすく成長し、草刈り、草抜きが大変です。 

4 月に植えた大根・ニンジン・小松菜・ネギ・オクラも芽が出て葉が茂ってきましたが、虫に 

相当食べられてしまいました。 

裏の畑では、ビワ、モモの実がそろそろ食べられる時期になりました。 

冬からの黄色い実がまだなっているサワーポメロの木には、もう白い花が咲き始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アザミの花 ミカンの花 ビワ 桃の実 

 

http://www.kentei.org/eco/
http://www.tgal.org/report/seminar/TGALsemina20170624.pdf
http://www.kentei.org/eco/
http://www.tgal.org/report/seminar/TGALsemina20170624.pdf
http://www.kentei.org/eco/
http://www.tgal.org/newsletter/%E3%80%8E%E6%96%B0%E7%B7%91%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E6%80%9D%E3%81%86%E3%80%8F/


 

 

●環境テレビ番組（添付資料） 

  6 月の放映予定を添付します。 

（☆ホームページにも掲載します☆） 

  社内・ご家庭での環境学習にご活用ください。 

☆活用方法☆ 

  ①社内に掲示 ②コピーして回覧 ③E メールで社内送付 

  ④環境テレビ番組を録画して全員で鑑賞学習 

  ⑤家で見た環境テレビの感想を話す ⑥顧客・他社・知人にも紹介 など 

 
 
NPO 法人エコサポート TGAL(ﾃｨｰｶﾞﾙ)  理事長 久留 正成 

 

Think Globally Act Locally（地球規模で考え、地域で足元から実践） 

事業所・家庭・自治体での環境経営・省エネ・ゼロエミッション等の促進と環境人材を育

成することにより、地域の環境保全と活性化を目指す、環境経営審査員・エネルギー管理士・

電気主任技術者・環境カウンセラー等で構成する環境・エネルギーの専門家団体です。 

また中小企業診断士・技術士・ISO14001 や ISO9001 審査員・IT コーディネータ等の

専門家も多く、ご相談に対応しています。 

人手不足の中、求人のための廉価で有効なホームページづくりなども 

  ご相談ください。 

 

事務所：鹿児島市長田町 18-36 長野ハイツ 1F  

(Tel) 099-223-6425 （Fax）099-805-1681 

E-mail:  ecotgal@ark.ocn.ne.jp HP: http://www.tgal.org/ 

 

主な環境活動：環境まちづくり・人づくり（環境の視点で中小企業と地域の活性化） 

①KES 協働機関活動：KES 構築講座・ｾﾐﾅｰ・ｺﾝｻﾙ・審査・交流・情報発信等 

②EA21・鹿児島市環境管理事業所の普及：ｾﾐﾅｰ・ｺﾝｻﾙ・審査等 

③環境教育（事業所・市民・学校）・エコ検定普及・出前講座・自由研究支援等 

④環境経営・環境改善・環境ビジネス・省エネ・カーボンマネジメントの支援等 

⑤環境まちづくり・地域創生の支援等 

http://www.tgal.org/%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%8B%95%E7%94%BB%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AE%E8%96%A6%E3%82%81/%E4%BB%8A%E6%9C%88%E3%81%AE%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E7%95%AA%E7%B5%84/
http://www.tgal.org/
mailto:%20ecotgal@ark.ocn.ne.jp
http://www.tgal.org/
http://www.keskyoto.org/kakuchikikan.html

