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くらしの中のエコと安全
今年の企画での中心課題
「すぐにはじめようくらしの
中のエコと安全」をテーマに開
催する今年の環境展です。‘エ
コ’は環境としてずっと中心に
あるテーマですが今年は‘安全’
と言うことばがはいってきたと
ころに特徴があります。もちろ
ん３.１１の大震災が、私たちの
気持ちの中からも拭い去ること
のできない大きな問題として心
にも引っかかっているからです。
展示では▼ガスだからできる
節電・省エネ▼地震に強い安全
なまちづくり▼自然エネルギー
を利用した住宅の紹介▼小水力
発電模型、なども企画されてい
ます。
また初めて出展される自然エ
ネルギーを利用した住宅の紹介
もあり、今年はどんなものに出
会えるか楽しみです。 （奥野）

会場は豊島体育館です

ステージでは音大生のアンサンブルも
今年は豊島体育館で開催するので、１０日(土)には

菜販売、竹炭・竹
酢液の販売、服部

ステージで大阪音大学生によるアンサンブルを催しそ
の他、おもちゃ病院(１０日)やとよっぴーで作った野

商店会連合のお買
い物券進呈など。
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２１回の農作業で栽培ノウハウを学ぶ
「農園楽」とよっぴー農園栽培サポーター活動終わる
花と緑のネットワークとよなか
年度４月から開始しました。
当初、8人の申し込みがあり、会員２人プラス農園
長等も加えて11人で毎週木曜日、午前中に農作業に
勤しみ、ほとんどの人が最後までやり抜き、11月17
日をもって終了することができました。
この間、育てた作物類は、トマト、ナスビ、キュ
ウリ、ししとう、ジャガイモ、タマネギ、大根、人
参、小松菜、白菜、小カブ、ホウレン草、サツマイ
モ、スイカ、カボチャなど多品種です。
過去に多少の経験がある方もおられますが、ほと
んどが初体験です。栽培道具の種類や名称から使う
方法など、細かく説明を受け、土づくり、畝立て、
ぴー農園（約900㎡）」では、年間を通じて多くの

作物の植え付け、草抜きなど、一連の栽培方法を実
体験しました。この作業中には、管理機も使用し、

野菜を育てています。基本的には、柳澤俊治農園長

また、トラクターにも実際乗って畑の整地作業も経

がほぼ毎日、現場でコツコツと土作りから植え付け、

験したところです。大根や白菜などでは、上手に植

そして草取りや手入れなどを行い、親子や小学生な
ど多くの市民に収穫体験をしていただいています。

え付けることができず、農園長が密かに植え替えた
こともありました。

暑い日も寒い日も、ほとんど１人で従事されてき
たことから、この改善を図るため、農園を通じて作

次年度にはカリキュラムなども作成して内容を充
実させます。将来は農園長を中心にして経験スタッ

物栽培のノウハウを学ぶ機会を設けるとともに、あ

フによる「とよっぴー農園」への発展をめざします。

わせて栽培のサポーターを募集する「農園楽」を本

（中村義世）

緑と食品のリサイクルプラザに併設する「とよっ

地場産野菜の頒布が盛況です 市内農家との連携が進む
ど盛況で推移しています。
さわ病院では、その時期の旬の野菜を特価品とし
て提供し、好評を得ています。
「とよっぴー」を使った野菜を市内の消費者に流通
することで、資源循環する地産地消活動が定着して
きました。
なお、豊中産米の他、和菓子も出され、竹炭・竹
酢液も頒布することになりました。
（中村義世）

環境クイズ
毎月第２水曜日《くらしかん》及び第４木曜日
《さわ病院》午前中、豊中産の野菜を定例頒布して
います。
多い時で６軒の農家が作物を出品。朝採り作物も
あり、新鮮そのものです。頒布開始前に並ばれるほ

２
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雨の後、庭や公園、コンクリートの階段等々あらゆる
ところで目にする暗緑色のブヨブヨしたもの。
いったい何物でしょうか！？
① イシアタマ
② イシワカメ
③ イシクラゲ
（こたえは、8 ページにあります）
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ツバメのねぐら
自然部会
赤坂下池（豊中二中の南）にたくさんのツバメが集

頃には子育てを終わった親鳥も加わり数は最大になり

まってくることをご存知でしょうか。夏の夕方、池の
上をちらほらと飛んでいたツバメの数が次第に増えて、

ます。やがてここからいくつかの集団に別れて南へ向
かって飛び立っていきます。

遂には千羽以上が群舞するようになります。日没を過
ぎると、今度は池に生えている

実は1950年代にも豊中にツバメの塒がありました。
阪急電車の服部と庄内の間の

アシにとまって騒がしく鳴き始

西側、名神高速道路のあたり

めます。日没後30分くらいも

に広いアシ原があり、ここに

すると動きまわるのをやめ、お

1万羽を越えるツバメが集まっ
ていました。しかし、やがて

しゃべりもやめて静かになりま
す。あたりが暗くなり何事もな

高速道路が開通し、残りのア

かったような池のアシには、無
数の小さな黒いものがかすかに

シ原も埋め立てられて塒は消

見えるだけとなります。この池

下では最大規模の淀川河川敷

はツバメの塒（ねぐら）であっ

（右岸鵜殿、左岸）と、ほか

たのです。
2006年頃からわかっており、

滅してしまいました。現在府

2010年8月1日

調査時撮影

数ヵ所で見られますが、鵜殿
以外は衰退の傾向にあります。

多い年にはおよそ1万3千羽ほどが集まっていました。
今年はアシの生育が悪く、ツバメの数は激減していま

何十年ぶりかに豊中に塒を見つけたツバメたちのため
に、いつまでも使えるアシ原として残してやりたいも

す。ここに来るのは今年生れた若鳥ですが、8月中旬

のです。

自然ふしぎ発見クラブ

(岡恒夫)

バッタを飛ばそう１！２！３！

秋晴れの朝、9月23日（祝）10時～12時。集合場
所の服部緑地レストハウス前「バッタを飛ばそう１！
２！３！」には親子連れ52名が（子ども31名、大人
21名、スタッフ8名）次々と笑顔を見せていただき、
うれしいスタート。
アキアカネが多数飛んでいる中、服部緑地の自然を
育てる会が保全している菰ヶ池横の草地に移動しまし
た。挨拶が始まる前から子どもたちが虫を追っかける
盛り上がりで、開始1時間もたつと虫かごに5匹から
多い子は20匹くらいの虫を入れ、名前を調べに先生
の所へ尋ねに行く子どもたち。調べた子から段ボール
で作ったジャンプ台の上にバッタを置いて順番に飛ば
しました。近くは30センチから遠くは10メートルも

草地で虫探しをする参加者

飛ばし、スタッフがメジャーを持って走り回ることも
ありました。

聞けて、私たちも元気や笑顔をいただき良い一日にな
りました。

子どもたちが捕った虫は、オンブバッタ、クビキリ
ギス、セスジツユムシ、エンマコオロギ、ショウリョ

最後に、記録証と参加賞の「竹のブンブンゴマ」や
「モックン」を渡して無事終了しました。

ウバッタなど10種類でした。
子どもたちの「たくさん虫がいて楽しかった」とか
「赤トンボがいてよかった」その他いろいろな感想も

このイベントには産経新聞の記者が来られ24日の
朝刊に掲載されました。
（大倉信行）
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近未来型のライブ(エコ)オフィス見学
事業部会
リコージャパン(株)谷町事業所のライブオフィス

ムダ枚数等が報告され、コピー紙の削減が徹底され

を事業部会で９月９日(水)午後から見学に行って来
ました。概要と感想を報告します。

ていました。
(2)事務机の上には各個人のノートパソコン以外は

省エネ・エコ活動を見学に行ったつもりでしたが、
大手企業はとても前進していました。この企業が提

無く、何台かの電話機（個人用はＰＨＳ使用）があ
るだけのなんともすっきりしたオフィスでした。

唱する将来のオフィスのあり方、考え方を列挙する
と下記のようになるかなと思いました。

１台しか与えられていないので、席替えは半日もあ

(1)リコーの印刷機とＩＴを融合させ、「紙を使わ

れば十分とのこと。

ない業務」「Ａ４両面・縮小印刷の徹底」「お客さ

なお、個人的な備品等は机下の移動キャビネット

さらに、残業する方達は、同じ机のライン寄りに
集まって照明器具の下でまとまって事務作業をする
という徹底ぶりでした。
(3)当然、社内稟議書などはＰＣ内で提出、会議資
料も事前に電子配布し、ノートＰＣを持ち込んでプ
ロジェクター、テレビ会議です。これは、「機密書
類の持ち出しを防止する」こと、すなわちセキュリ
ティ管理、内部統制等を確実する方策としては、もっ
とも良い方法かもしれないと思いました。
(4)個人宛の郵送物は、配布する手間と机上を占拠
する弊害を無くすため、個人名のポストケース棚が
壁際に２列並んでいました。
(5)何か違和感を覚えたのは、自分の机が無いのは、

すっきりとした会議室のようなオフィス
んへの配布資料はＡ４サイズで製本するコピー機で

会社や事務所への帰属、帰巣本能を低下させるので
はと要らぬ心配をしました。

印刷」「オンディマンド印刷(空いているコピー機
の前で自らコピーする)の推進」さらに「コピー機

(6)最終的に思ったことは豊中市内の中小企業に導
入するにはまだまだ難しく、災害時の中核となる官

台数の削減のためにコピー・印刷部数管理システム
の導入」等々がなされ、毎月、部署毎に使用枚数、

公庁のしかるべき部署や施設には早くこのようなオ
フィスになって貰いたいと思いました。（佐川直史）

2012年のエコライフカレンダーができました
低炭素社会に向けて、省エネがますます重要さを
増しています。なのに、私たちのエコライフカレン

説明し200
円の製作費

ダーの活動は補助金がなくなり、いよいよシビアな
状況に追い込まれました。来年に向けてはかろうじ
て制作しましたが、部数を減らし紙質を落とし、デー

負担をお願
いします。
もちろん宣

タを送っていただくはがきも郵送料節約のため、半
年分づつ封書の形式で出すようにしました。

伝用の予備
は用意して

とりあえず、2011年から続けてのモニターさん
には今まで通り無料で発送。でも一般には有料配布

います。
太陽光発

とし200円をいただくことにしました。申し訳あり
ませんが友人等に勧めていただく場合には、事情を

電の集計用紙も書き込みやすいものを新たに作りま
した。どうぞご利用ください。
（奥野）
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連続講座「災害と環境」第4回、5回
生活部会
6月30日から始めた連続講座「災害と環境」は、前号に既報の学習会に続き、9月30日に神戸の「人と防災未
来センター」見学を行い。10月21日には環境情報サロンで豊中市危機管理室からの話を聴きました。

「人と防災未来センター｣見学記

くるでしょ
う。また、

連 続 講 座 4回目 は 神 戸 市 中 央 区 の ｢人 と 防 災 未 来
センター」見学でした。総勢25人は市役所からバ

当時の体験

スに乗り12時前に到着。小雨のため持参の弁当を
バスの中で食べました。晴天ならセンター前の芝生

部の方もお

を話す語り

で海を眺めての昼食だったのに残念。

られました。
「 常 に 3日

このセンターは「1995年1月17日未明の阪神・
淡路大震災を忘れないように」と造られたもの。西

分ぐらいの
食料と水

館と東館に分かれていて入口は西館です。この日は
多くの団体や中高生でロビーはいっぱい。

の用意を」

まずはエレベーターで４階へ。他の2～3グルー
プといっしょに150人は入る〈1.17シアター〉に

2階 は、 防 災 ・ 減 災 体 験 フ ロ ア で ｢非 常 持 ち 出 し
品チェックリスト｣により常に用意しておくべき物

入 り ま し た 。 1月 17日 の 地 震 そ の ま ま に 、 ビ ル が
倒れ高速道路が傾き、街の崩壊していく様が音響と
映像で迫ってきます。終わると同時に「やっぱりす

の 展 示 が あ り ま し た 。 1次 持 ち 出 し 品 は 基 本 31点
で一般家庭に共通の物をはじめ、女性用品・高齢者
用品・赤ちゃん用品など（個々の事情による）。

ごかったんだなあ」「あー怖かった」と思わずため
息。その後、震災直後の街を再現した通路で次のホー

2次持ち出し品は、避難後少し余裕ができたら戻っ
て持ち出すもの。とりあえず救援物資が来るまでの

ルへ。
壊れた建物や看板が散乱した部屋など、ジオラマ

2、3日の自足ができるもの。「まあこれだけをリュッ
クに詰めたら背負っても歩かれへんね」と…。

模型で当時の街中の混乱が見てとれます。このホー
ルでは復興にいたる街と人がドラマになっています。

東館では3Ｄ眼鏡で東日本大震災の津波の映像を
見ました。未だに復興できない7月の漁港の様子も

それから3階へ。震災からの復興をたどるコーナー
や、記憶に残すコーナーで大量の写真が貼られてい

生々しく、しばし椅子から立ち上がる気力を失って
いました。一方通行という制約と忙しい見学でした

ました。体験者にとっては複雑な感情がこみ上げて

が確かなものが心に残る見学会でした。(今井文子)

震災からわが身を守るのに必要なこと
基本は《自助・共助・公助》です

害があるかを認識することです。災害マップとハザー
ドマップを作りましたが、過去の例と地盤の状況など
の問題を知り日頃から心がけることです。

連続講座｢災害と環境｣の第5回は｢災害に備える｣を
テーマに豊中市危機管理室の小倉博さんの話です。

次に、隣近所とも助け合いいっしょに避難できるよ
うに心掛けることです。南部の低い地域や、川に近い

豊中市の危機管理室ではスタッフが6人。東日本大
震災でも現地の救援目的と現場の実体験も兼ね、震災

危険な地域もしっかり分かっていること。緊急時の避
難場所も確認しておいてください。

直後から交代で現場に行ってきたそうです。
東北被災地からの避難者は、現在豊中市にも25世帯

行政が避難を呼びかけるときにはサイレンを鳴らす
のだそうです。1分吹鳴・5秒休止の連続です。学校な

55人が暮らしているとか。そんな現実を聞くと、東日
本大震災がよそごとでなく私たちにも直接つながる問
題だと感じられ、聞く方にも熱がはいります。

ど避難場所にその装置があるのも知りました。
漠然とは分かっているつもりでも、話を聴くことに
より災害時への心構えがよりはっきりと分かったよう

災害時の心構えでまず必要なのは〈自助・共助・公
助〉の原則です。自分の住んでいるところでどんな災

な気になりました。
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(奥野)
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全日空整備工場見学会
企画屋本舗

8月31日朝９時、親子で楽しむエコツアーのバスは

にも答えていました。
説明終了後いよいよ、2班に分かれて、ヘルメット

大人10人・子ども12人にスタッフ７人を乗せて市役
所第二庁舎前を出発、大阪国際空港にある全日空整備

をかぶり機体整備の現場に向かいました。機体整備の

機体工場に向かいました。
集合場所の市役所から機体工場には予定より早く到

飛行機を目の前にしてまずその大きさにびっくり。そ
こでは安全品質を守る機体整備だけでなく、緊急脱出

着。全日空の係りの方の案内

用シューターや緊急時のいろい

で機体工場会議室にて、まず
は飛行機・機体工場の概要に

ろな装置の点検と管理が何重に

ついて説明を聴きました。整
備工場は、主にここ大阪国際

た。また環境への配慮にも十分
神経が行き届いていることなど

空港と、羽田、成田にあるそ
うです。ちなみに大型機体整

を実感。ドックで飛行機を見学
しながら子どもも大人もわくわ

備工場では、みなさんが良く
目にする「ピカチュージェッ
ト」の機体塗装もこちらでお

くどきどきの連続でした。日頃
見ることのない機体整備状況な
どを順次見学。時間があっとい

こなっているそうです。
ここでは、厳しい国家試験

う間に過ぎていました。
見学が終わり、お世話になっ

も施されていることを知りまし

整備工場内での様子
た全日空の方々に見送られてバ
を乗り越えた飛行機専門の整備
士が約300人いて、日夜安全運行のために機体の整備、 スに乗り込みました。帰り道は空港が見下ろせる公園、
点検を行っているとの説明がありました。それと女性
の整備士の方もおられるとのことでした。子供たちは、

環境関係の工場、ごみ処理場のクリーンランドなど、
説明を聞きながら空港周辺をぐるりと回り、定刻に市

日頃は知らない大型飛行機で約180トンもある機体が
どのように飛ぶかなど、飛行機・機体整備についての

役所に戻り解散。帰って行く親子の笑顔に、私たちも
充足感を味わうことのできた見学会でした。

説明に目を輝かせ、興味しんしんの様子。またクイズ

（松下高明）

環境とわたし

《30》

岡本武司さん
竹炭プロジェクト

南十字星が見たくて日本の最南端、波照間島(八重
山諸島)を訪れたのが20数年前。ところが南十字星よ

れ、北極グマの生息が危
ぶまれているとか、身近

りもあまりにも素晴らしいにサンゴ礁に魅せられて八
重山諸島のとりこになってしまい、それ以来毎年数回

なところでは夏の異常気
象、ナラ枯れ等地球規模

訪れスキュバーダイビングを楽しんでいます。
しかし残念なことに10年くらい前に殆んどのサン

の問題です。地球温暖化
は日常生活に多大に影響

ゴが死滅してしまいました。原因は地球温暖化による
海水温の上昇と言われています。海水温が上昇するこ

するものと認識しており、個人で出来ることとして省
エネを心掛けることはもちろんのこと、緑の環境を維

とによりサンゴに同居している褐虫藻が枯れてしまっ
たことでサンゴが生きられなくなったと思われていま
す。

持するため竹炭プロジェクトに参画し竹林の間伐をし
ています。
今年も石垣島、黒島を訪れましたがサンゴは未だ回

このため沖縄本島や八重山諸島（石垣島西表島等）
のサンゴが殆んど全滅してしまいました。

復していません。一旦破壊された環境が元に戻ること
が出来るかは分かりませんが、世界に誇れる八重山諸

地球温暖化は世界では国の消滅(ツバル共和国)の恐

６
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島のサンゴ群落の復活を夢見ています。
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スケジュールのお知らせ


とよっぴー有料頒布
（12月～3月）
第2土曜日＆第4水曜日 10時～11時
緑と食品のリサイクルプラザ



毎月実施、詳しくは事務局まで



（12月、1月は休みます）



水鳥一斉調査
説明会
1月14日（土）9時30分～12時
蛍池公民館。後、箕輪池で実習

地産地消野菜市
毎月第４木曜日 10時～11時
さわ病院横 （12月は22日に開催）



おもちゃ病院（12月、2月）
第2土曜日 10時～12時

一斉調査 1月21日（土）9時30分～12時
豊中市内の池・河川の水鳥調査

環境情報サロン（12月は環境展会場）




竹炭焼き、竹の間伐

自然ふしぎ発見クラブ

冬の野鳥観察会
２月４日（土） ９時30分～12時
服部緑地東中央広場集合

「竹切り体験と竹炭焼き実験」
１月22日（日） 9時30分～12時
千里中央公園野外炊さん場

▼菅直人の退任騒動で大混乱の頃、総理の最後っ屁の

なっており、民間事業者との競争の難しさを感じてい

ようにＮＰＯ法改正が成立していた。これは10年来

ます。（Ａ）

の課題で、活動がよりやりやすくなるよう寄付税制に

▼もうすぐ姪の結婚式。お気に入りのドレスのファス

関するもの。同様の問題で昨年度補正予算でも市民運

ナーが上がらない（泣）トホホ～。三角の布でも継ぎ

動への補助金措置があった。ときには追い風も吹くよ

足したら？

うなので、しっかり受け止めなければ。（Ｚ）

にする！と決意したものの、やっぱり無理！ カーヴィー
ダンスの効果はあるか？（Ｐ）

▼熊野田の保護樹林に指定されている佛眼寺の木々が

と娘にからかわれ、今日からお夕飯抜き

色づき美しい。商業施設建設の看板がたち、歩道には
高い塀が建てられ工事が始まった。長い間、地域のシ
ンボルだった緑がなくなるのはとても残念です。（H）

環境クイズの答 ③イシクラゲ

▼地球上の全ての生命体の源の「水」。地球表面では

雨が降った後は水分を吸収して寒天質がブヨブヨ

水は他の全ての物質を合計した体積の3倍はあるとさ

になり、乾燥状態では地面にへばりついた黒いかさぶ

れています。この大量の水は気象を形成して、時には

たのようになって、手で揉めばバリバリに壊れる。

手に負えない凶暴性を発揮します。東日本大震災の津

陸棲藍藻の一種の群体だそうです。

波や台風、紀伊半島の土砂災害は水の仕業です。水は

よく洗って、酢のものなどにすると食べられるとの

優しさと凶暴性を兼ね備えた不思議な物質ですね。

ことですが・・・・・・

（Ｓ）
▼次男が食事中にぽつり、｢僕、決めた！｣なにを決意
したのかと、よくよく聞いてみると｢大人になったら、
こたつ買うわ～！｣・・・他に欲しい物はないのかい。

《広報ﾁｰﾑ》
Ｚ奥野、Ｈ岡、Ｓ猪尾、Ｋ辻岡、Ａ廣田、Ｐ大村

二重サッシにしたばかりだから、今年もこたつは買い
ません。（Ｋ）
▼省エネ診断やエコポイントチケット「とよか」など
の事業で、今年度以降の公募があり、残念ながら当団
体は落選しました。これまでたくさんのご協力ありが

http://toyonaka-agenda21.jp/
Ｅメール ecoshimin@kmd.biglobe.ne.jp

とうございました。近年、行政の事業は公募が原則と

8

とよなか環境

２０１１年（平成２３年）冬号

ＮＯ.３７（通巻第５５号）

