とよなか

環境

ニュースレター
発行：NPO法人とよなか市民環境会議ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ21
編集責任者：奥野 享
事務局：豊中市環境情報サロン内
〒561-0804 豊中市曽根南町1-4-3
Tel:06-6863-8792 Fax:06-6863-8734

この号のハイライト
P.１環境展／P.２自然部会研修
会／P.３花と緑／P.４～５環境
展、環境とわたし／P.６生活部
会、マネジメント講座／P.７と
よなか市民環境会議／P.８スケ
ジュール

２０１２年（平成２４年）春号 NO.３８８８６（通巻第56号）

2011年12月9日(金)、10日(土)、豊島体育館に於いて環境展を開催しました。来場者は、2,443人。55団体の
出展があり、新しい団体は7団体。4、5ページに環境展の特集があります。
タンデム自転車とは、ペダルが連携した二人乗

飲食コーナーでは、すっかりお馴染になったデ

りの自転車です。大阪では公道を走ることができ

ポジットのリユース食器。焼きそば、豚汁、洋食

ないため、あおぞら財団では後輪を２つにし３輪

焼き、おでん、コーヒーなど。ハンバーガーやた
こせんもあわせると約700食の利用がありました。

車にすることで走れるように工夫しています。

環境展

20周年

今年の環境展は、メイン会場が体育館というこ
ともあり広々としていました。観覧席からアリー
ナ全体を見渡すことができたので、観覧席で昼食
を取る人も多くいました。

とよなか環境

9日には豊中市のマチカネワニ、10日には服部
商店会連合のハッピーが登場しました。ゆるキャ
ラ人気で来場者と記念撮影に納まる姿をあちこち
で見かけました。
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自然部会「研修会」の記
自然部会
の 黄色 、メグ ス リ ノ キ

自然部会では、毎年会員の研修会を実施していま
メグスリノキ

すが、今期は11月21日(月)に、12名で神戸市立森
林植物園を訪ねました。往路は神戸電鉄の北鈴蘭台
駅に集合し、無料の送迎バスに乗りました。
神戸市立森林植物園は六甲

の ピン クがか っ た 紅 葉
な どの ほか、 木 の 実 や
キ ノコ も観察 す る こ と
ができました。

山地の西部に位置し、昭和15

帰途 は歩い て 下 山 し

年 に 紀 元 2600年 の 記 念 行 事
で創設され71年の歴史が生ん

ま し た が 、 途 中 2日 前
の雨で川が増水して通行不

だ森林です。総面積142.6ヘ

能になった所があり、さっ

ク タ ー ル に 、 約 1200種 の 樹

そく皆で近くに散在してい

木が植栽されています。かつ

る木や石を集めて、渡し場

て禿山だった六甲山を見事に

を作ってしまいました。し

再生した、神戸の人達の思い

かし、渡ってみるとその先

が込められた植物園です。

も通れないことがわかった

自然部会の山口会長をはじ
め植物や鳥に詳しい方々の説明を聞きながら、主と

ので、引き返すことになり、
少し戻った所から迂回路を見つけて、ようやく元の

して樹木を観察し多くのことを学びました。ハウチ
ワカエデやハナノキの紅葉は、盛りを過ぎていまし
たが、真っ赤に染まったイロハモミジやタカノツメ

ハイキングコースへ合流しました。市ヶ原、布引貯
水ダム、布引の滝を経て、無事に新神戸駅に到着し、
楽しく充実した研修会を終えました。
(斎藤明)

服部緑地の冬の野鳥観察会
寒波が続いていたが、２月４日は幸い好天に恵ま
れ絶好の野鳥観察会日和となった。

沿いの池や渓谷の水辺にいる鳥だが、おそらく箕面
方面からやって来たのであろう。スマートでチチン、

今の季節はカモが中心となる。あいさつのなかで
「潜るのはホシハジロやキンクロハジロである」と

チチンと金属的なきれいな声で鳴く。
うづわ池に移動したら、そこには「野鳥にエサや

か、「ハシビロガモの水面採餌をする行動を見てほ

り禁止」の看板があった。その効果のあらわれか、
いつもは人を見ると寄ってくるオナガガモが極端に

新宮池でスコープをのぞく

少なくて池が淋しい。野鳥が野性味を取り戻すため
には、沢山見られないのは残念だが良いことである。
そして、しばらく観察したのち移動する。
山ヶ池に向う途中民家集落のうしろでは、小枝に
止まっているカワセミを見ることが出来た。全員に
スコープを覗いてもらった。“きれい”とか“かわ
いい”の連発でじっくり観察できたが雌であった。
山ヶ池の橋の上で正午となったので鳥合わせを行
なった。結果は３池合計で水鳥はカモが８種類、サ

しい。また今シーズンは冬鳥が少なく常連のツグミ
やシロハラが見られたらいいのですが」などと話が

ギ３種類他にヨシガモ、キセキレイ、カワセミなど
１８種類。陸鳥はツグミが見られなかったが、ジョ
ウビタキ、シロハラ、アオジ、エナガなど１３種類

あり、子ども４人を含む４０人でスタートした。
新宮池では珍しくキセキレイが見られた。通常山

であった。合計３１種類も見ることができ楽しい観
察会であった。
(三宅史郎)
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農業就労もあと僅か ４人の再チャレンジを大いに期待
花と緑のネットワークとよなか

花と緑のネットワークでは、昨年５月から会員農
家（エコ農産指定）で4人の若者が農業就労しなが
ら有機栽培のスキルを磨き、引き続き農業分野に転
出する活動を進めています。
これは、国の「ふるさと再生雇用事業」を受けた
もので、「若者による農業分野チャレンジ事業」と
して豊中市が事業化したものです。豊中市の雇用創
出事業の一環でもあり一般募集による面接を行って
採用しています。
この間、暑い日も寒い日も雨の日も、土づくりか
ら作物の植え付け、雑草除去など、畑の管理を行い
ながら収穫までトータルで経験を積むことを通じて、
農業者として独り立ちできるためのノウハウを学ん
できました。

きました。山口農園では長期のアグリスクールも開
講し、若い方々が研修していて4人の若者も刺激を

就労は実際に農体験を積むことだけでなく、農業
分野での有識者を招聘して講座も開講し、理論と実

いっぱい受けて帰ってきました。
これまでの農業政策から国内の自給率も伸び悩ん

際の整合性を会得できるようにも工夫してきました。
また、講座にはフィールドワークも組み込み、野菜

でいます。とくに、ＴＰＰも絡んで農業就労には将
来性に対する不安もあり、若者が挑戦するにはリス

だけでなく稲作の経験や、大規模農業での実地研修
も行っています。

クも多く、大きな課題です。豊中のような都市部で
実験的ともいえる今回の取り組み、どのような成果

3月末での終了を前に、新春の1月中旬にはハウ
スを軸に多種類の有機栽培を展開されている奈良県
宇陀市の山口農園へ宿泊研修に参加し、いつもと違っ

を生み出すか未知数ですが、経験を積んだ4人が、
農業分野に再挑戦・進出してくれることを願って、
花と緑の事務局も心から応援しています。

た農業技術や収穫作物の調整（出荷）作業を学んで

(中村義世)

2月の「とよっぴー」頒布も賑わう
去る2月
11日（土）、

ぴー」は団粒構造に最適な資材であり、作物づくりに
際して土壌を改善するものとして今なお、評価を受け

12月から
お休みして

ています。
年度末で堆肥化事業が開始されて満10年です。保

いた「とよっ
ぴー」の頒

水性と排水性の維持という、相矛盾する効果を担う
「とよっぴー」のニーズが高まることを期待するとと

布を再開し
ました。今
冬はとくに

もに、有機性資源の循環活用を今後も進めます。
ちなみに新年度の頒布計画は以下のとおりです。
未使用の方は是非、一度使ってみて下さい。

寒い日が続くことから、土づくりが遅れ気味の予感を
していました。それでも73人の方が購入に来られ賑

〇定例頒布日：毎月第２土曜日、第４水曜日の2回
１０：００～１１：００

わいました。
例年、延べ1,800人程度の人が購入されています。

なお、７月は第２土曜日、８月は第４水曜日の1回
１０：００～１１：００

今年度は学校菜園支援や協力農家などで活用するケー
スも多く、一般頒布は少なくなる気配ですが、「とよっ

12月及び1月はお休みです。
この他、イベント等で出張頒布しています。
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2011環境展 会場が替わり気分も一新

照明の主流はＬＥＤ電球に
事業部会ではいろいろなメーカーのＬＥＤ電球を

会場が豊島体育館に替わったことでワンフロアの展示になり、かなりのスペースで広々と余裕のある環境展でした。新
しい団体の出展もあり、いつもよく見ているつもりでも見落としもあるようです。そんな不注意を補うように、展示の中
に新しい発見をと見て歩きました。もちろんオヤッと思わせる趣向などいろいろありましたが…。

今年初めて出展してもらったのは吉田眞一さんがア
シスタントと２人でやっていたブースで、いかにも理

服部南町で店を構えているしみず工務店は、今回初
めての出展。「ＧＥＯパワーシステム」の名称で、地

科の先生らしく、白衣を着て実験道具を使っています。
中でも目を惹いたのは、放射線が目で見えるようにし

中熱を利用した住宅の建設を紹介していました。
｢日本の木と漆喰で造る地熱の家」と言うのがキャ

た装置。学生時代に経験したウイルソンの霧箱と言う
名称だったか、底を黒くした瓶の中で白く霧状の軌跡

チフレーズで、とくに地中熱を利用した住宅を、と言
うのがエコな家づくりのコンセプトです。地下５メー

が見えていました。１日目だけの出展で、小学生がた

ついでに直管の蛍光灯と同じようにＬＥＤ電球を
並べた照明を用意し、ちょっとしたエイリアンの劇
画に使われる剣のように作ったのが、子ども達を惹
きつけていました。

放射線が見えた？「夢工房」
地中熱を利用したエコな住宅

10個余り並べた大集合で、賑やかさが目を惹きま
した。

トルも掘れば地中の温度はほぼ変化がなく、夏冬を問

音大生のサックス・アンサンブルと
ゴスペル・グループの熱唱

わず１６度～18度ぐらいで安定しています。この深さ
にまでパイプをいれ、ポンプで風を送ると底に溜まっ
た地下水に触れて適温に調節され、夏も冬もエアコン
なしの快適な生活ができるという説明でした。

静かに、しかし不思議に惹きつける魅力を感じさせ
たのは音大生4人のサックス演奏。見ると、ソプラノ・

床下にグリ石の層を作ると、より効果的に温度調節

アルト・テノール・バリトンと４種類のサックスで演

ができるということでした。

来訪者のデータを取ってみると

奏されるのも初めての出会いでした。

豊中みどりの交流会

ゴスペルを歌う女性グループ「クワイア・ソネーゼ｣

会場入り口で来訪者のデータを取りましたが、徒

は曽根の公民館を拠点に活動していることでつけた名
前だとか。ゴスペルのバイタリティーは、私たちの環

歩・自転車で来た人が半数以上、2㎞圏内からの来
団体もあったし、会場が替わったことの思わぬメリッ
トでした。

毎年のゴーヤのカーテンの運動が、2008年の16校

くさん来ていたので、子ども向けに段ボール箱での空

から始まり2011年は28校にまで増えたと聞き、そん

境運動を励ましてくれているよう。

な活動の歴史を感じ取ろうと20枚以上もならんでいた

気鉄砲を用意してきたらよかったなあと、少し残念そ
う。でも珍しい実験装置を覗き込む人だかりは絶えま

壁新聞をしげしげと見つめました。

せんでした。来年に期待するとしましょう。

るものになればと、将来への夢を感じました。

住宅の｢トップランナー基準｣で省エネのスピードアップ
1980年 に ｢エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 に 関 す る
法律｣(省エネ法）で住宅の断熱性能に関する判断基

書の中で推奨していました。
もちろん、外断熱壁の住宅や、二重ガラスの窓、

準（住宅の省エネ基準）が定められました。その後
数次の法令改正がありましたが、2009年4月1日の
4回目の省エネ法令の改正で「特定住宅 に必要 とさ

あるいは天窓をつけて昼間に明かりをつけないでも
よいようにしつつ風通しのよい構造の建築など。
窓ガラスには紫外線・赤外線をカットするミラーフィ

れる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断基準」
が決められました。

環境運動の翼が芸術の分野にまで広がり、厚みのあ

環境とわたし

訪者が圧倒的に多数でした。地域からの新たな出展

《３２》 田坂光博さん

昨年の６月、広報とよなかで「生ごみ堆肥化講習」を
知りました。長年、コンクリート、鉄、と言った無機質

花と緑のネットワークとよなか
して無くなっており、生ごみのほ

の物と関わってきたので、リタイヤ後の余暇を野菜作り
でも始めようかと思っていたところでした。講習の内容

とんどは水分だと知りました。だ
だ一つ困るのは、「ダンボール堆

ルムを貼るなど、最近では建材と建築技術に関連し
た新しい情報がいっぱい出てきています。

は、家庭で出る生ごみを堆肥化すると言うもので、それ
を利用して野菜を育てることが出来一石二鳥です。

肥」は臭いがきつく、慣れていな
い人は非常に不快になると思います。臭いを解消出来れ

この新しい法令が「住宅のトップランナー基準」
です。ただしこの基準は強制ではないので建築業者

もちろん住宅躯体の断熱・日射遮蔽に加え、冷暖
房、給湯、照明設備、換気設備などの住宅設備だけ

による個々の技術でいろいろな工法が提案されてい
ます。たとえば、環境展の出展で説明されていた地

でなく、太陽光発電などによる創エネルギー効果を
含めた住宅全体の性能をアップさせることが、低炭

早速「花と緑のネットワークとよなか」に入会。とよっ
ぴーの袋詰めや頒布に参加しています。野菜の種まきや、
肥料をやる時期など野菜作りに関することを色々教えて

ば多くの人達が、堆肥化に参加でき生ごみを減らす事が
出来ると思い、今後、野菜作りと「ダンボール堆肥」の
臭い防止にチャレンジして行こうと思っています。

中熱によるヒートポンプ式の空調住宅もそのアイデ
アの一つです。国立環境研究所の西岡秀三さんも著

素社会に向けてますます重要さを増しています。
（猪尾英雄）

もらっています。自宅でもダンボールを利用しての、生
ごみ堆肥化に挑戦していますが、毎日出る生ごみの量に

現役の頃は毎日建物が出来ていくのを楽しみにしてい
ましたが、今は毎日野菜が生長していくのを楽しみにし

驚いています。ところが、二三日もすると生ごみが発酵

ています。
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わいわいクラブ カードを手作りする楽しさ
生活部会

クマさんの立体カード

１つしかない
手作りの魅力

のとの２枚にしました。
材料は家にあるモールや画用紙やお菓子の缶の敷
き紙などを、事前に溜めておいて、その他のものも
いろいろ調達して準備はＯＫ。でも、手作り講習会
ではいつもスタッフがどこまで下準備をするかで悩
まされます。
当日になってみると、やることのすべてが楽しく
｢モールがボンドでくっ付きにくい｣とか「のりしろ
が大きすぎて、カードを畳むとはみ出した」などと
ワイワイガヤガヤ。予定の2時間があっという間に

二つ折りのカードを開くと立体の人形が起き上がっ
たりする、そんな優れもののカード作りを教わりた

過ぎました。みんな思い思いの色をぬり｢誰に送ろ
うかな？｣とか｢応用してもう一つ作ろう｣などと夢

いということで、手作り講習会を開きました。
開催したのはクリスマスに向けてではちょっと早

が広がり、クリスマスが、待ち遠しい一日となりま
した。
（今井文子）

い11月17日の午前中。参加者はスタッフも含めて
9人で講師は「お話しボランティア、ポケット」の
仲間の秋山公子さん。はじめにどんなカードを作ろ
うかと相談。真紅の画用紙にモールや生の小枝を貼
りつけたクリスマスツリーの美しいカードが１つ。
お誕生日やお祝いのときにでも使える、開くとクマ
さんがプレゼントをもって跳びだしてくるというも

テレビなどの電化製品で、
OFF のときにもコンセント
の接続から通電されて消費する電気のことを、待機時
消費電力といいます。 平均的な家庭で年間消費電力
の何％を占めるでしょうか？
① 約 2％ ② 約 6％ ③ 約 12％ （答 8 ページ）

環境クイズ

市民活動のマネジメント講座
昨年12月から今年2月にかけて、豊中市と協働で

が得られる内容となるよう、外部の講師の協力も得

市民活動のマネジメント講座（全5回講座）を開催
しました。

ながら、以下のような構成にしました。また、5回
分の内容を盛り込んだテキストブックも作成し、参

これは、豊中市コミュニティ政策室が毎年行って
いる事業で、昨年6月に提案公募型委託制度により

加者に配布しました。
第1回 12月18日(日)：市民参加について講演、

協働で取り組む団体の募集に応募したところ、アジェ
ンダ21が担うことに決まりました。

豊中市の概要説明。第2回 1月15日(日)：参加者の
悩みを抽出するワークショップ。第3回 1月22日

そこで、すでに市民活動などに取り組んでいる人
を対象に、抱えている課題などを乗り越えるヒント

(日)：組織運営・広報・助成金などに関する講座。
第4回 1月29日(日)：課題解決、合意形成を考える
ワークショップ。第5回 2月4日(土)：協働の説明と
ネットワークをめざすワークショップ。
最終的に、市民活動や自治会活動をしている人や
これから参加したい人など、5回合計で延べ56人
（人数では30人）の参加があり、好評のうちに終
了しました。
環境分野以外の事業への新たなチャレンジでした
が、講座を通して私たちの団体のマネジメントにつ
いても考える機会になりました。
（廣田学）
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津波・高潮ステーション見学会

市内河川を遡る津波の恐そろしさのバーチャル体験は

大阪湾奥部全域に大津波が襲う、防潮堤が閉まらず

貴重でした。
大阪市域の高潮防災施設の模型、水防団の役割、過

に海面より低い街に濁流が押し寄せ、船が流されコン
ビナートに激突炎上。大阪府の「津波・高潮ステーショ

去の津波・高潮被害の碑石、現推計による津波対策な
どの現状を知ることができました。

ン（地下鉄阿波座駅徒歩5分）」で見たＣＧ映像です。
1月27日午後22名で同施設を見学。また同時に大

3連動型巨大地震・津波の予測結果では今のところ
神崎川の越流は無いと想定されているとのことです。

阪府池田土木事務所の防災担当者から「治水対策の現

とにかく津波浸水の危険度を知って、防災情報の即

状と今後」の講演も聴きました。南海地震は30年以
内に50～60％、東南海地震は同60～70％の確率で

時入手、（２階部が浸水するとの前提で）地震発生後
２時間以内の避難（集合）箇所を決めて、自衛策を取

発生すると推計されています。巨大地震発生後に淀川、

ることが重要であると強く感じました。 （佐川直史）

スケジュール
・機密書類リサイクル
4月19日(木) 11:00～12:00

・おもちゃ病院
偶数月の第２土曜日 10:00～12:00

クリーンランド
・とよっぴー有料頒布
第２土曜日、第４水曜日 10:00～1１:00
緑と食品のリサイクルプラザ

環境情報サロン
・竹炭焼き、竹の間伐
千里中央公園、新千里北町
ほぼ毎月開催、詳しくは事務局まで
▼2012年はいろんな意味で節目を迎えます。地球サ
ミットで「アジェンダ21」が採択されてから20年、

▼Ｓさんの記事だけでなく、太陽光発電のモニターの

とよなか市民環境会議のワーキンググループが自立し

話を聞いていて、新しい省エネの取り組みへ思い切っ

てから10年、京都議定書の第1約束期間の最終年でも

たステップアップをしっかり考えないと、低炭素社会

あり、私がアジェンダの活動に関わってから10年。

のスローガンが絵に描いた餅になり、時代に取り残さ

あっ、最後の1つは余計でしたか…？ （A）

れそう。ふとそんな焦燥感に。（Z）

▼長寿命のLED電球に取替えたいが、白熱電球の買

▼秋にベランダで宝塚デュランダが紫色の小花を咲か

い置きがある。そういえば調味料の買い置きも。袋の
中でカチカチになった砂糖とか、賞味期限切れのマヨ

せます。大株なので次々咲いて長い間楽しめます。昨
年は初めて「アオスジアゲハ」がきました。花から花
へ蜜を吸い長い間飛びまわっていました。近くで観察

ネーズ、ケチャップを発見すると「あーあぁ…」。買
い置きはホドホドに。と肝に命じる。（Ｐ）

できたのでうれしかったです。秋にいっぱい花を咲か
せるよう手入れをして待ちます。（H）
▼2011年12月、COP17が南アフリカ共和国のダー
バンで開催されました。二酸化炭素の排出をめぐり、
先進国と発展途上国の利害がからんで意見がまとまら
ず、13日未明もはや決裂寸前に両者が意見集約・合

環境クイズの答
② 約 6％です。
待機時消費電力をカットして節電し、削減できれ
ば、年間で約 6,800 円の電気代を節約することが
できます。

意しました。環境問題の対応の重要性は各国とも認識
してはいるものの利害が優先するのですね。（S）
▼我が家のわからんちん三男（4歳）の趣味は、指しゃ
ぶりと私の洋服の匂いを嗅ぐこと。「ママの服、おい

《広報ﾁｰﾑ》
Ｚ奥野、Ｈ岡、S猪尾、Ｋ辻岡、Ａ廣田、Ｐ大村

しい匂いがする～」いい匂いではなく、おいしい匂いっ
てどんな匂いがしているのか、知りたくもあり怖くも
ある。（K）

8

とよなか環境

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

２０１２年（平成２４年）春号

ＮＯ.３８

（通巻第５６号）

