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２０１４年度総会を開催
全体方針「市民目線に立った組織のあり方を考え、実践する」

記念講演「PM2.5って何？」 あおぞら財団事務局長 藤江徹さん

総会は、6月25日青年の家いぶきで、

15時40分から、約1時間開催しました。

会員数173人中、出席56人、委任状が

68人で総会は成立しました。理事長挨

拶は5月の大飯原発運転差し止めの裁判

にもふれ、「原発の事故は 大の環境汚

染だけではなく、次世代にも影響がある」

などと大きな視点に立った内容でした。

続く議案は昨年度の事業報告、活動決算

報告および監査報告。続いて今年度の事

業計画、活動予算が審議され、いずれも

承認されました。また、今年度は役員の

選任があり、理事を13人、監事を2人選

出しました。総会に先立ち、我々の活動

を積極的に牽引されてきた上田峯子さん、

木村文康さん、佐川直史さん、中井健之

さん、伊藤格さんの5人の役員が退任さ

れました。5人の皆さま、ご苦労さまで

した。

今年度方針である「市民目線に立った

組織のあり方を考え、実践する」のポイ

ントは3点、①環境交流センターの運営

を地域・他団体との連携も含め強化する

②地球温暖化対策プロジェクトの再始

動にあたり、まちの電気屋・工務店・商

店街との関係を再構築する ③運動の課

題は、個人・団体会員をいかに増やすか。

そのために今の組織は関わりやすいか、

活動内容が市民にとって魅力的か・必要

とされているか等を市民が中心に活動す

る組織だからこそ、会員全員が市民目線

で再検討していく の3点が承認されまし

た。

なお総会後に理事会を開催し、理事長

に茨木かづ子さん、副理事長に宮田健さ

んが再任されました。 (新開悦子)

PM2.5とは、大気中に漂う浮遊粒子のうち、粒

径2.5μｍ(１μｍ(マイクロメートル)＝100万分の1

ｍ)以下の小さなものを言います。問題は、粒径が

小さいため、肺の奥まで入りやすく健康に悪影響を

及ぼす可能性が懸念されています。PM2.5は自動

車の排気ガスや物の燃焼、工場の煤煙等に含まれて

おります。これはガス状の燃焼物質が大気中の酸素

と化学反応して生成します。その成分は、硫酸塩、

硝酸塩、炭化物などの無機物質です。

国内のPM2.5の、2012年度の測定結果(環境省

2013年12月25日発表)では、より一層の環境基準

の達成に向けた努力を求めるものでした。PM2.5

の発生源は、大型ディーゼル車からの排気ガスが大

きな原因を占めていると考えられており、過大な自

動車交通への早急な対策が必要です。その対応とし

て、平成25年2月27日専門家会合報告が取りまと

められ、「注意喚起のための暫定的な指針」が示さ

れました。注意喚起時の行動の目安は * 屋外の長時

間の激しい運動や外出を控える * 屋内でも換気や窓

の開閉を必要 小限にする * 呼吸器系や循環器系疾

患がある人、小児、高齢の人は、体調に応じて、よ

り慎重に行動する の3点です。

なお、PM2.5の濃度は、季節や天候に左右され、

2012年度に環境基準値の日平均値35μｇ/㎥を超

えた日が4日間でした。また比較的濃度が高い日の

原因には、地域の発生源による汚染物質の蓄積、大

陸からの移流、光化学反応による二次生成の促進と

解析されています。 (猪尾英雄)
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企業と環境④ 乳化技術の可能性に挑む

吉村油化学株式会社は、独自の乳化技術により各

種樹脂・ワックス・シリコン等のエマルジョンの開

発等を行う事業者です。阪急三国駅から徒歩10分、

神崎川沿いの本社工場で同社の福田社長にお話を伺

いました。

お互いに混じり合わないものの例えとして「水と

油」という言葉が使われますが、この「水と油」に

「界面活性剤」を加えると「水と油」が混じり合う

状態ができあがります。この「水と油」が混じり合

うことを「乳化」といい、混じり合った液体のこと

をエマルジョンといいます。

大正11年創業の吉村油化学株式会社は、当初は

工業用石鹸(せっけん)の製造事業所として創業され

ました。石鹸は水と油を混じり合わせるという界面

活性剤の機能により汚れを落とす製品であり、その

後は、この界面活性剤の機能を応用して様々なエマ

ルジョン、中でも、繊維の製造工程において使用さ

れる様々な繊維用油剤の開発等を行ってきました。

同社の製品は、 終製品の製造工程で使用される

工程薬剤であるため、私たちが直接手にすることは

ありませんが、 終製品の製造のためには必要不可

欠な製品であり、日本国内だけではなく広く欧米・

アジアにも輸出されています。

現在では、繊維用油剤メーカーとして長年培った

乳化技術を用いて、これまで有機溶剤に溶解しなく

ては使用できなかった各種樹脂等のエマルジョンの

開発を行っています。

有機溶剤が人体に影響があることや環境に悪影響

を与えることは広く知られているところであり、例

えばシックハウス症候群は有機溶剤系の塗料や接着

剤が一因とされています。

今後、同社はこれまで培った乳化技術を活かして、

これまでは有機溶剤系の製品が主流を占めている塗

料や接着剤といった分野における製品開発に取り組

んでいます。これは環境負荷の軽減に大いに役立つ

ことは言うまでもありません。

近い将来、豊中から 新技術が発信される日がく

ることを期待しています。 (荒井秀夫)

私が「アジェンダ21」の「企画屋本舗」の仲間

になったのは、一昨年前からです。環境のことを皆

で考え、よい環境を創り守る活動を多方面から、様々

な市民が参加・協力する姿勢に感動、興味を持ちま

した。すでに活動している友人の存在も大きかった

です。友だちは宝です。「類は類を呼ぶ」ように友

は友を呼びました。

子どもが小さい時から環境について興味・関心を

もつことは大事なことです。雨あがりの空に架かっ

た虹の美しさ。葉っぱの上のアマガエルの格好と、

きみどり色のみずみずしさ。環境が悪くなったらど

うなるか？ 悪な環境は戦

争です。子どもたちの未来

が豊かな自然、きれいな空

気と光と水にあふれていま

すように、願いをこめて、

子どもの好きな絵本、紙芝

居、人形を取り上げ、簡単な工作で手と頭を使って

あそぶものを作る「わにわに」という集いを年数回、

環境交流センターで開催しています。覗いてみてく

ださい。次回は、12月7日(日)午前10時30分～11

時30分です。69回目の終戦記念日に記す。

環境とわたし 企画屋本舗
《41》 中島小夜子さん

事業部会

２

左:西山智朗研究部長 右:福田正博社長
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野菜の収穫に大歓声 スイカなどの試食に舌鼓

6月27日、午後から年次総会を開催しました。委

任状を含め30人の出席があり総会の成立を確認し

た後、1年間の活動経過や会計報告を承認し、新年

度の活動計画や役員の選任を行いました。

昨年度まで3年間にわたって次代の農業者を育て

る事業やそれに伴う農業理論講座(市民も受講)を開

設するなど、「第6次産業化」(農商工連携)を視野

に入れた活動を行ってきましたが、今年度は堆肥化

施設(緑と食品のリサイクルプラザ)の更新も視野に

して 適堆肥化システムの研究や更新に際する基本

的な考え方をまとめる作業に集中することを決めま

した。また、持続可能な組織を確立するために期間

を設けて会員拡大に努めることを決議しました。

代表は引き続き高島邦子さんが担うことになりま

した。 (中村義世)

年次総会を開く

堆肥化施設に併設した「とよっぴー農園」では年

間を通じて作物の栽培活動を進めています。今年度

も稲作を始め旬の野菜を育てる取り組みをしていま

すが、「やさい栽培げんき塾(毎週火曜日)」や「親

子で学ぶ畑の楽校(前後期５回程度のシリーズ)」に

加え、その都度、収穫イベントを開催しています。

8月2日(土)には親子を対象にした「夏野菜の収穫

体験・獲りたて試食会」を行い、25人(大人14人

子ども11人)の参加がありました。

当日は、小雨が降り続くあいにくの天候にも負け

ず、トマト、キュウリ、ナスビなどを収穫、また、

カボチャやスイカについてはネットの下にもぐって

栽培物の探検収穫を行い、その後、スイカなどの試

食会を開きました。

収穫の度に歓声があがり、冷たいスイカをおいし

そうに試食する光景も随所で見られ、参加者には満

足をいただきました。

感想でも活動を評価する回答が多く寄せられ、ス

タッフも苦労が報われる結果となりました。

(中村義世)

今年は「サツマイモ収穫」イベントを実施

10月18日(土)10:00～14:00の時間帯で、緑と食品のリサイクルプラザにて、9回目を迎える「とよっ

ぴー祭り」(食と循環のフェスティバル)を開催します。

昨年は天候不順で生育が悪く中止した「サツマイモ収穫」イベントを再開し、盛大に祭りを盛り上げる

ともに、飲食や工作あるいは遊びのコーナを用意して賑やかな祭りにしようと、関係者が現在張り切って

準備作業を進めています。

花と緑のネットワークとよなか
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一昨年は観察会終了後に豪雨、昨年は度重なる降

雨で何度も延期を余儀なくされ、スタッフと市の職

員だけで観察会を行いました。今年は予定どおり7

月21日に実施することができました。

午前9時に阪急箕面駅に集合、箕面の滝下流の観

察地には9時半前に到着。駅前は朝からうだるよう

な暑さだったのに比べ、現地は木々の木陰でとても

心地よく観察を行えました。

参加者数は子ども23人、大人33人で、はじめに

資料配布と観察にあたっての注意や採集のコツを聴

き、それから網を用いて採集と観察の開始です。今

年は前回と比べ少し水量が少なく、子ども達にも捕

まえやすく、あちこちで歓声とともに水生昆虫や小

魚などをゲットしていました。

採集の結果、魚ではカワムツ、カワヨシノボリ、

ドンコ、甲殻類のサワガニ、貝類のカワニナ、両生

類のカジカガエルのオタマジャクシ、昆虫類のオニ

ヤンマやコヤマトンボなどのヤゴ、カゲロウ類の幼

虫などのほか、箕面川の水生生物観察会では初のゲ

ンジボタルの幼虫も見つかり、あらためて豊中の千

里川との違いが実感されました。12時前に現地解

散し、帰途の際も降雨にさらされることなく無事終

了しました。 (柿本修一)

箕面川水生生物観察会

皆さんは豊中市に猪名川公園があることをご存知

でしょうか。

この公園は昭和42年の水害の後、千里川や猪名

川の蛇行した部分をショートカットして堤防部分を

公園として残したものです。猪名川は大阪府と兵庫

県の県境を流れていますが、この部分は尼崎市と豊

中市の境を流れていました。川の下流域には珍しく

堤防が雑木林になっていました。

両市は相前後して「自然と文化を守る会」を結成

してこの堤防を残す運動がおこり、当時日本で初め

てできた環境庁の大石長官に保存のための要望書ま

で届けたということです。

豊中市では石原忠一さんを中心に当時の大阪市立

自然科学博物館長筒井嘉隆さんを現地に招き、保存

について検討し、市教育研究会理科部会が経年変化

を調べ、地元の人たちと守っていくということにな

りました。豊中市側と尼崎側では保存の方向性に違

いがありますが、公園には他では見られないムク、

ヤブニッケイ、クヌギ、クスなどの大木が数多く見

られます。

この公園を守るため、自然部会では落ち葉をため

る柵をつくる杭打ちや、藪の中に捨てられた家電、

空き缶、プラスチックなどのごみ拾い、増えすぎた

ネザサなどの下刈り、溝の清掃などを行っています。

今年も1回目を6月12日に終えました。

(山口寿)

４

猪名川公園はこうして生まれた

自然部会

猪名川堤防林・落葉で緑のダムづくり
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2013年のエコライフカレンダーによる環境家計

簿活動を集約したおよそ20ページのまとめの冊子

が、6月末に出来上がりました。1年間の活動の集

約の中からとくに目についたこと4点を報告します。

第1に、5年間の《項目別二酸化炭素排出量》が

比べられていますが、全モニターの平均二酸化炭素

排出量の総量が250kgを超える値で推移してきた

中で、2013年になって目に見えて大幅に減少し、

234kgになっていることです。長年続けて取り組

んできたキャリアの長いモニターの皆さんによる努

力の現れであろうと思います。

第2に、一般モニターの活動を項目別でみた場合、

電気の使用量が目立って減少していることです。ガ

ス、水道がほぼ似たような量だったのに比べ、電気

の使用量は確実に減少していました。おそらく長年

続けた省エネ生活のキャリアと、同時に省エネ機器

への買い替えなども寄与しているのではないかと思

います。

第３に気づくことは、ガソリンの減少傾向です。

モニターの高齢化で車の所有者が減っていることと、

ガソリンの高騰で車の使用が控えられているのでは

ないか、という二つの要因が考えられます。以前の

モニター集計を参考にみると、2009年を100とし

てその後の増減では、車ありモニターは2012年か

ら著しく減少。ガソリン使用量は価格変動の影響も

あり2011年が 低で、その後は不規則な増減でし

た。

第４に太陽光発電モニターでも総合計では2013

年は排出量削減の努力の跡がみられました。特に今

回の集計では、電気とガソリンの使用が少なかった

のが目を惹きます。

後に、残念ながらモニター数は減少していまし

たが、長年エコライフカレンダー活動の中心になっ

て協力下さっている、言わば皆勤賞のモニターの皆

さんの支えが強く感じられる集計結果でした。

（奥野享）

2013年エコライフカレンダーまとめができる

５

日ごろの暮らしから得たヒントや知恵・情報を持

ち寄り自由に活かす場であるわいわいクラブ。今回

は 近多くなった新聞紙のカラー版を利用した作品

作り。7月30日の10時から12時まで、畑洋子さん

を講師に15人が作品作りにわいわいガヤガヤと参

加。

バラの花びらになる3種類の型紙を出来上がりを

イメージして新聞紙に置き切りとる。次にそれを5

弁の花びらが出来るように5等分に折り、ハサミを

入れる。「障子の繕いにつくった桜の花を思い浮か

べて」と講師のアドバイスだが、意外にも参加者が

1番苦労した所でした。続いて花びらの先を箸に巻

きつけ皺を寄せ表情を作る。できあがった大小3つ

の花を重ね、 後に花芯を置き糊付け出来上がり。

花びらの成形中破れたり、イメージどおりの色合

いが出ないなどと嘆いた方達も、キラキラのマニュ

キュアでコーティングすると、見違えるほどの素敵

なコサージュが完成。 後にそれを胸に飾り、花に

負けない笑顔で記念撮影を終えました。

（新開悦子）

わいわいクラブ 新聞紙で作るバラのコサージュ

生活部会
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大阪初！となる「おやこじてんしゃ勉強会」

交通部会では、市役所・警察署とともに「自転車

シミュレーターを用いた自転車交通安全教育（交通

環境学習）」を開催してい

ますが、7月10日にネッツ

トヨタニューリー北大阪蛍

池店（本社：豊中市稲津町）

にて、大阪府下では初めて

となる「おやこじてんしゃ

勉強会」を実施しました。

おやこ自転車勉強会とは、

株式会社パワーウーマンプ

ラス（本社：埼玉県）が推

進する「ママがママのために行う自転車勉強会」。

1年間で10,000人の受講者をめざして、ファシリ

テーター（進行役）と呼ばれるママたちが全国で勉

強会を開催しています。

開催当日は、あわや台風直撃！という悪天候にも

関わらず、多くのお母さん方にご参加いただき、盛

会となりました。

親にとって大切な子どもを乗せて走るのはドキド

キする時間ですし、子どもにとってもワクワクでき

る時間です。

子どもを乗せての事故は

ちょっとの知識で確実に減

らせます。知っておきたい

のは、①自転車を選ぶ時の

ポイント ②自転車のマナー

とルール ③親子自転車10

の約束…など。進行役も同

じ子育て中のママで参加者

同士の意見交換もあり楽し

い勉強会でした。

当日の様子はJ:COMチャンネル「やっぱ地元っS

how03ステーション」でも紹介され、伊丹市役所

や、たかつき交通まちづくり研究会からも見学者が

ありました。子どもたちへの交通環境学習だけでな

く、子どもを持つ親への交通教育をこういった形で

今後も広げていきたいと思っています。（山本一夫）

★おやこ自転車勉強会特別サイト

http://oyakocycle.toyonaka-agenda21.jp/

交通部会

昨年に引き続き豊中市立青少年自然の家「わっぱ

る」での自然体験エコツアー。親子20名の募集だっ

たが、申込日に定員に達する人気ぶりだった。当日

のプログラムは、森の木を探す「ツリークエスト」

クラフト「鳥の笛作り」「川遊び」の予定だったが、

朝から雨。残念ながら川遊びはあきらめ「コミュニ

ケーション・ゲーム」に変更。

到着後、所長さんからオリエンテーションがあり

「わっぱる」の概要と注意事項の説明を受けた後、

早速「鳥の笛」作りに取り掛かる。「ウグイス笛」

「カッコウ笛」の二種類から好きな方を選べる。大

人も子どもも夢中になって約一時間、悪戦苦闘しな

がらもだんだん形になり、音も出るようになると、

♪カッコウ、ホーホケキョ(？)と結構賑やかである。

続いて「ツリー・クエスト」に出発。少し雨に降ら

れたが、気持ちの良い緑の中で子ども達ははしゃぎ

回りながらも順調に木を見つけて行く。楽しい森林

ウォークだった。午後は「コミュニケーション・ゲー

ム」全員が童心に帰って楽しく遊ぶことが出来た。

後片付けの後、おやつや竹炭をプレゼント。退所式

のあと全員で記念撮影をして帰路に着く。アンケー

トの結果も概ね好評でスタッフもホッ。皆様お疲れ

様でした。 （塩見光夫）

環境びっくり箱 親子で楽しむエコツアー2014

企画屋本舗



とよなか環境 2014年（平成26年）秋号 NO.47 （通巻第65号）
７



とよなか環境 2014年（平成26年）秋号 NO.47 （通巻第65号）8

▼「山が笑う」はいい。春の

新緑の命の輝きをそこに見る。

でも「山が動く」はダメ。人命や暮らしを奪い破壊す

る。こんな事態に私はどう対処する？ (E)

▼耳寄りな話。宝塚のNPOが土地を借りて太陽光発

電を始め、１号機２号機合せて60ｋW 規模のパネル。

市民が草引きなどボランティアをしているとか。(Ｚ)

▼8月、新幹線で東京往復、帰りには富士山もみられ、

孫のコンテストもよい成績をいただきとてもしあわせ

です。ありがとうございました。(H)

▼生物のエサは生物、食べる―食べられるの関係が食

物連鎖である。全生物はこのバランスの下で繁栄した。

実に見事！神の思召しとしか言いようがない。(S)

▼秋のマラソンに向け走り始めました。毎回暑さに挫

けそうになります。まだまだ暑さも残っています。体

調に気をつけましょう。(K)

▼緑あふれる蒜山でサイクリング。自転車道は安全か

つ、爽快に走れて大好き。豊中の自転車レーンも増や

したい。(O)

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

とよっぴーの有料配布

第２土曜、第４水曜 10:00～11:00

緑と食品のリサイクルプラザ

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

とよっぴー地産地消採りたて野菜市

毎月第4木曜日 10:00～11:00

さわ病院

とよっぴー2.5kg袋、竹炭の頒布もあり

自然学習講座「身近な野鳥 ツバメのくらし」

10月12日(日) 14:00～16:00

中央公民館

自然ふしぎ発見クラブ 竹炭焼き実験と竹工作

10月19日(日) 9:30～12:00

千里中央公園 野外炊さん場

機密書類リサイクルの参加者募集

10月15日(水) 10:30～11:45

クリーンランド 10月8日(水)締切

とよなか市民環境展2014
11月21日(金)、22日(土) 10:00～16:00
豊島体育館（服部天神駅下車）

スケジュール

詳しくは、ホームページや広報、環境交流センターのおしらせをご覧ください。

とよなか市民環境会議アジェンダ２１

http://toyonaka-agenda21.jp/

Eメール：jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp

豊中市立環境交流センター

http://kankyokoryu.jp/

《広報ﾁｰﾑ》

E新開、Ｚ奥野、Ｈ岡、Ｓ猪尾、K小林、O前川

2008～2010年度の3年間、豊中市と協働して省

エネ診断やエコポイントチケット「とよか」の配布

といった「市民向け地球温暖化対策省エネ推進事業」

に取り組んできました。2011年度からは他の事業

者が事業を担っておりましたが、今年度から3年間、

当団体が再び担うこととなりました。

当初からの取り組みに加えて、前の事業者から引

き継いだ、家庭で省エネナビを設置するエネルギー

「見える化」モニターや、新たな取り組みとして事

業所の省エネ診断のための仕組みづくりなどがあり

ます。今年度は、7月17日の省エネ相談会（コープ

桜塚）を皮切りに、8月からは家電の省エネ診断と、

エネルギー「見える化」モニターの受付を開始しま

した（詳しくは7ページ）。秋以降は事業所の省エネ

診断も試行する予定です。

なお、これらの事業は、地球温暖化対策プロジェ

クトが中心となり、豊中市内の電気店や工務店、商

店街などの関係者と連携して取り組んでいきます。

（廣田学）

「市民向け地球温暖化対策省エネ推進事業」の再開

地球温暖化対策プロジェクト


