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※阪急電鉄の高架下の建物 

火曜～日曜の9:00～17:00（月曜は休館） 

月曜が祝日の場合は開館（翌日が休館） 

年末年始は休館（12月29日～1月3日） 
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前回のニュースレターで報告の通り、2013年4

月から環境交流センターがオープンし、とよなか市

民環境会議アジェンダ21が指定管理者として施設

を運営します。

初年度は、年間の来場者10,000人を目標に、に

ぎわいの感じられる場をめざします。具体的には、

バザーや野菜販売、各種教室の開催など交流の場づ

くり、環境情報の収集・発信・相談対応、環境に関

する多様な講座やイベントの実施、学生と連携した

企画などを予定しています。

また、自然部会がおこなっ

ている自然観察会や自然ふし

ぎ発見クラブ、花と緑のネッ

トワークがおこなっている生

ごみ堆肥化講習会や菜園支援、

豊中市が行っている地球温暖

化防止講演会や環境フォーラ

ムなども、環境交流センター

の行事と位置づけられ、多様

な活動が施設に集約されます。

また、豊島公園の環境情報サロンは、環境交流セ

ンターへと機能統合されるため、2013年3月末で

運営を終了します。これに伴い、「豊中アジェンダ

21」の推進も環境交流センターを中心に展開し、

引き続き活動していくことになります。4月からは

当団体の活動拠点も環境交流センターに移りますの

で、新たな施設も積極的に活用していただきますよ

う、お願い申し上げます。 （廣田学）

2012年12月7日(金)･8日(土)、今年も豊島

体育館で環境展を開催しました。広い会場は

少し寒かったけど、動きやすかった、展示物

が良くわかった、他の団体と交流しやすかっ

た等、ワンフロアのメリットが生かされた様

子でした。

参加者は2,320人、出展者は52団体で、初

出展者が3団体ありました。小学校の来場者は

9校で681人、昨年より200人余り減少しまし

たが、一般市民の来場者は増加しました。

4、5ページに環境展の特集があります。

（新開悦子）

4月から環境交流センターがオープン！

環境展2012を振り返る 市民の来場者は微増



とよなか環境 2013年（平成25年）春号 NO.41 （通巻第59号）２

自然部会

「曽根の二本の松の木」は残った

阪急電車梅田方面に向かう車窓からの景色で、曽

根駅を発車してすぐに市民会館の南に大きなマツ、

エノキ、アキニレ、アカメガシワなどの大木が見え

ています。

この地は市域の中央に位置

する豊中段丘の 南にあたり、

東は長興寺へと続いています。

また、芦田池を借景とした北

大路魯山人ゆかりの「大阪星

丘茶寮」があった地として知

られる風光明媚なところでし

た。

市民会館前の道路で原田中

央幹線下水道管埋設工事が昨

年９月から実施されています

が、昨年４月に当法人事務局を通して工事計画説明

があり、自然部会は現地を２回見学しました。当初、

すべて植生を除去して工事を実施するとの説明を受

けましたが、この地が「豊中市の歴史的・文化的に

も貴重な自然遺産である。よって現存する植生をそ

のまま残るような工事の施工をお願いする」との要

望書を提出しました。この件に関しては、地元の方

からもご意見をいただいて

いるとのことでした。

このような動きの中で、

昨年12月、上下水道管理者

から、「(前略)施工箇所に

存する二本の松の木は、歴

史的・文化的にも重要であ

ると拝聞し、又、地域のシ

ンボルツリー的な役割も果

たしていると考えているこ

とから、存置するよう努め

てまいります(後略)」との

回答をいただきました。この豊中市のみどりを残す

配慮には、自然部会一同感謝申し上げます。今後も

この二本松がある景色を愛で、古人を偲ぶ事が可能

となりました。 （上田峯子）

「カシノナガキクイムシ(以下カシナガと略記)」

聞き慣れない長い名前の昆虫による被害が、ナラ・

カシ類の広葉樹を食樹にして広がっています。その

名の通り「木を食う虫」です。

樹木の幹に穴を空け侵食し

次々に枯死させる被害が今、

全国に及んでいます。豊中も

例外ではなく、貴重な広葉樹

がいつ標的にされても不思議

ではありません。

自然部会では、昨年の11月

29日、情報を元に阪大の自然

林に観察、調査に入りました。

やはりコナラ、クヌギ、アベ

マキ等の幹の太い木の樹皮部にカシナガ特有の侵食

部があちこちに見られ、食害の進んだ木では枝葉部

にも枯死が見られました。調査済の布が巻かれた枯

損木、誘引捕殺布を施した木も含めると17、8本に

及んでいました。大阪府下では2009年高槻市内に

ナラ枯れが発生後、2012年には吹田市岸部北「紫

金公園」と、この豊中市待兼山町「大阪大学豊中キャ

ンパス」の発生です。他の自然保全団体もカシナガ

研究、対策に苦慮されていると想像できます。

自然部会では広報とよなか

に掲載、チラシ等で市民にお

知らせして、2013年2月23

日「ナラ枯れの現状とその対

策 」 に つ い て 衣 浦 晴 生 さ ん

（独立行政法人森林総合研究

所関西支所）を講師に学習講

座を開催しました。この学習

はナラ枯れ被害から樹木を守

る活動の第一歩でありますが、

行政、研究者、団体、市民等

の協働での早急な対策と実行が迫られています。

（桑島いつ枝）

豊中にもカシノナガキクイムシ被害発生

被害木を発見したら連絡して下さい

北部農と緑の総合事務所緑地整備課

電話０７２－６２７－１１２１（代）



                 

 

早春の田んぼや空き地に 

生えるこの草は？ 

  ① ツバメノカタナ  

  ② ヒバリノシャクハチ 

  ③ スズメノテッポウ   （こたえは８ページ） 

環境クイズ
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花と緑のネットワークとよなか

2012年11月より、「魅力ある都市環境を創造

する農園事業推進事業」にお世話になっている井上

知央(ともひさ・28才)といいます。

とよっぴー農園で、柳澤農園長のご指導の下、作

業を始めて、はや3ヵ月が経ちました。

農園ではこれまで、農業機械の操作、野菜の収穫、

タマネギ苗の植付け、稲の脱穀、各農具の使用、草

ひき等に従事しました。この中で印象に残った作業

は、“トラクター”の操作です。畑の整地および畝

立てをする際、機械に翻弄されるばかりで、なかな

か上手く操作できません。しかし、苦手意識を持た

ないように、毎回楽しみながら臨んでいます。

1月に入り、西農園で「草ひき」を始めました。

冬の「草ひき」は、冷たい土の上にしゃがみ込みな

がらの作業で、手がかじかむなど、ツライと感じる

ことも間々あります。しかし、回数を重ねていくご

とに、作業スピードも向上してきましたので、だん

だん楽しくなってきました。

今後も、一日一日を大切に、少しでもたくさん農

作業や作物栽培について学べるように、頑張ってま

いります。

また「花と緑のネットワークとよなか」の事務局

では、臨時職員として事務作業に従事しています。

堆肥の製造・販売、農園を利用した環境教育、その

ほか様々な環境に配慮した活動は本当に素晴らしい

と思います。元々そういった分野に興味がありまし

たので、なおさらやりがいを感じています。これか

らも、より活動内容を理解して、市民活動を展開さ

れている各ボランティアの方々とも仲良くしていき

たいと思います。 （井上知央）

トラクターなどやりがいある農作業

今年も、4月16日から、平日の午前中火曜日「と

よっぴー農園」を支えるサポーター（16回コース

他）を募集します。とよっぴー農園は、豊中市が製

造する土壌改良材「とよっぴー」を製造する堆肥化

施設「緑と食品のリサイクルプラザ」に隣接する空

港緑地の中の900㎡です。

2005年より、子どもたちの環境教育などに活用

する目的で当法人が毎年使用させてもらい、土作り、

水やりなどを行って作物づくりをしています。

都会の子どもたちが「農」に触れ「自然」に親し

む活動は、とても貴重な体験として続けていきたい

と思っています。皆さんのご参加をお待ちしていま

す。4月号広報とよなかをご覧ください。

（高島邦子）

とよっぴー農園で農園楽（塾）のお誘い （週いち 農園サポーター）

昨
年
の
様
子
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開催にむけ、立場が違う数えきれないほどの方々か

ら、知力・体力・気力を結集していただきました。９

月に開始した環境展プロジェクト会議は十数回にも及

び、それに伴う調整や打ち合わせが連日遅くまで続き

ました。また、前日の準備作業には会場一杯に重いシー

トとマットとパネルを設置。やっと終了した頃には仕

事を終えた方や市民の展示作業が始まりました。

後片付けも一斉に行い、思ったより時間が短縮でき

ました。会員はもちろんの事、市職員の方、労働組合

の方、スポーツ事業団の方々の協力のお陰です。協働

の姿をそこに見ました。

地元の服部商店会連合の皆さんには昨年以上にご協

力いただきました。のぼり旗の設置やチラシの配布か

ら、出展やお弁当販売、そして、ゆるキャラのはっと

りハッピーちゃんの来場など。

豊中市のゆるキャラのマチカネワニやごみぶくろう、

そして、今年度初登場の私たち法人の地球まんの４匹？

の揃い踏みに抱きついたり、記念撮影をしたり、子ど

も達の少々手荒い歓迎を受けふらついている様子に、

会場は湧きたちなごんだ空気が一杯に拡がりました。

エネルギーは自分で作ちゃえとばかりに、手回し発

電機を力一杯回し、フーフーいいながら豆球を点ける

人、自転車発電でも猛スピードでペダルをこぎ、電車

を走らせるのに成功した人。幾つもある創エネのコー

ナーには、どこも大勢の人だかりが出来、歓声が絶え

ませんでした。電気を作るのがこんなにしんどいとは、

と苦笑する大人もいました。

桜井谷東小学校４年３組の皆さんから環境展の感想

文が届きました。さらに嬉しい事は環境展で学んだ

「フードマイレージ」をゲームにして、楽しみながら

環境問題を考えているという情報にふれた事です。

早速教室に伺うと、元気で伸びやかな子ども達が、

机に手製の食品カードを１００種類以上ならべて開店

の準備を終え、迎えてくれました。カードの表には、

食品名と値段、産地を記入。ゲームは決められた予算

と時間内で買物をし、会計係のチェックを受けたあと、

結果を黒板に書き込んで終了。

チェックのポイントはカードの裏に書かれた☆印の

数。☆の数が多いほど産地が遠く、豊中まで運ぶエネ

ルギーが大量に必要となり、その結果CO２の排出➚

｢池田エコスタッフ｣はいつも環境展に出展され豊中

の運動とは少し違う元気さがあるなあと気がかりになっ

ていました。

その活動拠点「エコミュージアム」の訪問です。阪

急池田駅からすぐの繁華街栄本町を少し行くとありま

した。ＮＰＯ法人の活動拠点と言うよりも、立派なお

店です。道路に面して横10メーター以上の大きなガ

ラスのウインドーがあり、ブティックと間違うほど。

婦人服やバッグ・靴などがいっぱい。入口脇には廃

油を入れるポリタンクもありましたが、戸惑いながら

中に入ると、レジの奥から池田エコスタッフ理事長の

庄田佳保里さんが現れ、奥にある広い会議室に案内さ

れました。

天ぷらの廃油は集めて京都に送り、バイオディーゼ

ル燃料にしてバスで使用されているとか。たくさん集

められて展示している衣類、食器類などリユース品に

は、いい品物がいっぱいあると評判で、 近では1日

のビジターが140人位になっているとか。

有料でリユースしてもらい溜まったお金や寄付で、

駅前の広場に太陽光発電のパネルを設置しました。市

民発電第1号です。すでに第2号の予定も決まり、第3

号も準備中だが、生産待ちだそうです。3Ｒの運動か

ら代替エネルギー推進へと運動の深化に驚きましたが、

商店街の活性化にも寄与していると聞き、心から喝さ

いを叫びたくなりました。 （奥野享）

量が増え、地球温暖化に影響を与える仕組みになっ

ている事です。

なにげなくおこなう自分達の買物の結果が温暖化に

影響を与えている事を学んでいきます。ゲームはルー

ルの立案から役割分担、準備物などすべて子ども達だ

けでしたそうです。そのせいか誰もが能動的で、生き

生きとしたいい表情をしていました。 （新開悦子）

５

ＥＣＯな生活を少しずつ楽しみながらやっていくこ

とを基本にしています。夏に暑い暑いも、冬に寒い寒

いも、心身ともに良くないと思います。

ＥＣＯは、自宅や会社でできることをしています。

会社では、表にゴーヤーなどのグリーンカーテンをし

たり、事務所の照明を８割くらいLED照明にしたり

しています。家では、冬は、暖房温度は、１７℃～１

８℃にしています。室内を加湿器で充分に湿度を保ち、

乾燥しないようにすれば、十分暖かいです。

窓には、この冬梱包材などに使われるプチプチなる

ものを窓ガラス、アルミのサッシ枠などに貼りました。

プチプチ君は、原材料が安

いくせになかなか保温性が

あるみたいです。ＥＣＯな

対策にお金もさほど掛から

ずに１０００円以内で家の

窓を貼りました。暖かいで

すよ。かなり結露が軽減さ

れます。

僕は、ＥＣＯマニアでなく楽しむということを楽し

んでいます。簡単な工夫でいろいろと日々ＥＣＯを楽

しんでいこうと思います

環境とわたし 企画屋本舗

松下高明さん

環境展2012 水の輪のごとく 拡がって 繋がって

《３５》

３Ｒから太陽光発電、

町の活性化にも貢献して

ワン・ツー・ジャンプ

「フードマイレージゲーム」

地元のご協力にも感謝

今年度のテーマは「一歩ふみこんで考えよう、くらしの中のエネルギー」。東日本大震災と原発事故後、私達はエ

ネルギーの問題を他人ごとに出来なくなりました。団体の展示ではその問題をわかりやすく、また、体験しながら考

えるコーナーが数多く見られました。また、環境展を軸にして、深まりと拡がりが見られた事は大きな成果でした。

その中の幾つかを紹介します。

縁の下の力もちのお陰

主催者だけでは成し得ない環境展

創エネ体験コーナーは人気の的
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エコライフカレンダー10年記念「写真展」

生活部会

「写真展、豊中で見かける小動物たち」は、10

年余にわたり続けている環境家計簿運動のツールで

あるエコライフカレンダーを飾ってきた写真を中心

にしたもので、言わばエコライフカレンダー推進の

運動の一環でもあります。開催に当っては、わいわ

いクラブだけでなくカレンダーのモニターの方々に

もお手伝いをお願いし、いっ

しょに協力して成功させる

ことができました。

1月29日から2月1日の4

日間、市役所第二庁舎ロビー

の会場は大賑わいで、総来

場者は437人になりました。

展示した写真は、千里川

周辺で見かける鳥たちにつ

いてで、子育て・食餌、水

鳥が羽根に油を塗るのに口

ばしだけでなく頭も使って塗る様子や、座禅僧のよ

うなかっこうで濡れた体を乾かす姿など、珍しいショッ

トがいっぱい。来観者からも質問攻めで、感想文に

は次のように賞賛の言葉がいっぱいでした。

｢とても感動しました。写真でこんなに癒される

ものかな、と思いました」 ｢すてきな写真ばかり。

今回選ばれなかった作品をまた展示してもらえたら

嬉しいです」

｢トークショーを学校でしてもらえたら、子供た

ちもとても勉強になるでしょうね」

「小鳥たちの写真を見て、豊中にもまだ多くの自

然があるのだなあと再認識」

｢すばらしい写真、努力の

たまものに敬意｣

展示した69点の写真は、

パソコンでプリントし、題

名と説明をつけ、また展示

に耐えうるように発泡スチ

ロールの板で裏打ちし、額

縁代わりの厚紙に貼り付け

たりと、写真の整理だけで

なく大変な作業をお願いし

ました。

写真展を終え、撮影者の宮田健さんは次のように

語っていました。｢沢山の皆さんの協力があり、写

真展が盛会に開催できました。写真は何気ない自然

の営みを捉えたものですがそれが良かったようです。

この成功を今後のいろいろな活動のエネルギーにし

てきたいです」 （奥野享）

省エネ生活の研究として、エアコンとガスファン

ヒーターとを使い分けて冬場を温かく生活するケー

ススタディーの詳細な分析がなされました。

近ではオール電化住宅なども普及していますが、

冬場はとくに朝起きたときにガスファンヒーターで

足下から温めるようにしながら、様子を見てエアコ

ンに切り替えるのが効率的で快適な暮らし方である

のを実証的に追究しています。

そんな点についてCO2排出量や金額換算したと

きなど、いろいろな角度からの研究です。

再生可能エネルギーの中でも身近な太陽光発電に

ついて考えました。システムとしてはまだ開発途上

の部分もありますが、確実にエネルギーを創り出し

ていること、それが地球温暖暖化対策に繋がってい

ることも理解できます。

ただ、設置についてのトラブルもあります。発電

量も屋根の面積や方位、形状や地域によっても差が

あり、保証期間やメンテナンス費用もいろいろ。

ソーラーパネルの耐用年数も20年以上だと言わ

れていても保証期間は10年というのが多いのも現

実で、設置をするためにはとても参考になる話題が

いっぱい詰まりました。 （奥野享）

くらしかんの研究発表に省エネ・省資源の報告２題

省エネ・循環型社会に配慮した暮らし 太陽光発電についての調査研究

3月27日(水)14:00～16:00 に行われるくらしかん研究発表会に向け報告論文が2つできました。

どうぞご来場ください





 環境クイズの答  

③ スズメノテッポウ  

小さな花穂が上を向いて立ち並ぶようすを鉄 

砲にたとえて名がついた。少し湿ったところ 

に、3 月から 5 月にかけて見られます。 

とよなか環境 2013年（平成25年）春号 NO.41 （通巻第59号）8

▼豊島公園の一角にある環境情報サロンに活動の拠点

を移してもうすぐ10年が経つ。公園の樹は春の装い

を少しまとい始めている。私達の活動もこの春、新し

い館に移る。楽しみと少し不安な気持ちが交錯する中

で、活力と慈しみを与えてくれた周りの環境に感謝し

ている。（Ｅ）

▼この号を作るにあたり「いけだエコスタッフ｣に取

材に行った。時間を取ってもらい話を聞くと、環境展

で聞いて想像していたのとは大違い。衣類のリユース

が大規模なのにびっくり。新鮮で刺激的だった。春を

迎えて、今もっと外の風に当りたい気分。（Z）

▼絵本と雑貨の小さな店がオープン。道路沿いにゴー

ルドクレストが植えてあった。バス停にいると作業員

が来てアッという間にそれを伐ってしまった。どうし

て？ それで見通しがよくなったとも思えないし。高

さ７ｍ年輪９年。もっと大切に見守ってほしかったで

す。（H）

▼中国の大気汚染は常軌を逸している。そこで問題視

されているのがPM２.５。この物質は超微細粒子で、

呼吸と共に人の肺に入り沈着し、気管支炎や肺がんを

誘発すると言われている。毎年、地球温暖化防止締約

国会議が開催されているが、中国は真剣に環境問題と

向き合っているとは思えない。何とも虚しいことであ

る。（S）

▼一番下の息子（5歳）が、にやっと笑いながら近づ

いてきて、「ママのでぶ(・ ・)しょ～」と言った。

なに～、デブ症とは失礼な～と怒っていたら、先日本

当に言いたかったことがわかった。ママのでべそ(・・・)

だった・・・。どっちみち嫌だ。（K）

▼冷蔵庫・給湯器・エアコンなど14年目。そろそろ

寿命が来るかも? と話していたら、２階のウォシュ

レットから水漏れが…。もう交換部品が無いらしい。

白なら安いから白でもええか?! と言う夫。ウソでしょ？

2階のトイレはパステルピンクなんですけど?! （P）

http://toyonaka-agenda21.jp/

Ｅメール ecoshimin@kmd.biglobe.ne.jp

《広報ﾁｰﾑ》

Ｅ新開、Ｚ奥野、Ｈ岡、S猪尾、Ｋ辻岡、Ａ廣田、Ｐ大村

・くらしの研究発表会

3月27日(水) 14:00～16:00

生活情報センターくらしかん

・機密書類リサイクル

4月17日(水) 9:30～10:30

クリーンランド 締切4月10日(水)

詳しくは事務局まで

・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

・おもちゃ病院

偶数月の第２土曜日 10:00～12:00

環境交流センター

・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

・陶器とりかえ隊（不要な食器を引き取ります）

とりかえボックスを常設 10:00～16:00

環境情報サロン（3月末まで）

＊4月以降は環境交流センターになります

スケジュール

豊中市環境交流センターの運営に伴い、4月

以降、事務局の連絡先が変更となります。

詳細は決まり次第、ホームページなどでお知

らせします。




