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11月21日(金)、22日(土)の2日間、今年も豊島

体育館で環境展を開催しました。小春日和の2日間

はずいぶん

と多くの来

場者で賑わ

い、用意し

たメッセー

ジ集やクイ

ズラリーの

用紙が不足

するなど、

ご迷惑をかけてしまったほどです。

今回の環境展も「豊中アジェンダ２１」の理念で

ある地球環境を視野に、地域から環境行動をすすめ

るため、多様なセクターによる多様な切り口の内容

で、環境問題を発信する場にしました。豊中天文協

会の太陽の黒点観察、府立西淀川高校生による綿菓

子作りや廃食油回収、地球温暖化プロジェクトの省

エネ相談会と“とよか”（地域通貨）の配布、館外

では服部商店会連合や労働組合、市民団体による飲

食・販売コーナー。ブースの多くが参加・体験でき

るため、そこには歓声や笑顔がこぼれ、賑わいのあ

る空間になりスタッフはてんてこ舞。幼児から高齢

者まで、肩ひじはらずに環境問題を考えるきっかけ

になったようです。またステージでは日ごろの成果

が披露され、ダンス、ファッションショー、ライブ

等に加え、とよピヨ体操で大賑わいでした。

参加者は3,107人と昨年より426人の増加、出

展団体は51団体、出演団体は9団体と昨年より増

加しました。

また21日に

は、例年の

ように小学

校７校658

人が授業の

一環として

来場、問題

を掴む子ど

もたちを見て、この環境展が学習に欠かせない場に

なっているか考えました。 (新開悦子)

豊中・伊丹環境政策フォー

ラムのブースに伊丹環境ネッ

トワーク代表の森信子さんが

見えていると聞き、尋ねまし

た。森さんは自転車発電コー

ナーで、子どもが漕いでいる

自転車のハンドルを支えなが

らストップウォッチで時間を計っていました。

森さんが活動している｢伊丹環境ネットワーク」

は７団体と個人会員１５人からなる任意団体で１６

年前から６月のアースデーいたみのイベントに参画。

研修会やバスツアー、緑のカーテンを普及させるな

どの活動もしているそうです。

――豊中の環境展に参加した感想は。

「子どもや高齢者、幅広い年代の方が沢山来られて

いるのにびっくり。元気な子どもたちの参加がある

のはいいですね」「景品の飴を必ず椅子席に行って

食べるなど、ちゃんとルールを守っていたのに感心」

「初めて会場に来たときにたずねたスタッフの方

が、親切でにこやかに対応してくれたのも好印象で

緊張がとけました。主催者側も参加者も、楽しんで

やっている感じだし、いろんな市民層の参加がある

ようで、それがにぎわいにつながっているように思

いました」

好印象だという話を聞きひと安心。 (奥野享)

インタビュー 伊丹環境ネットワーク 森信子さん

幅広い市民参加が感じられ好印象

のぞいて感じて なるほど発見～とよなかから広めよう

とよなか市民環境展2014を終えて
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10月18日、第9回「とよっぴー祭り」を豊中市

緑と食品のリサイクルプラザで実施しました。

豊中市の関係部局、市労働組合連合会、花いっぱ

い運動グループ、豊中アジェンダ21、豊中伊丹環

境政策フォーラムなどの団体による実行委員会を7

月に立ち上げ、万端の準備を整え祭りの日を迎えま

した。

過去には雨にたたられる場面も多々ありましたが、

当日は絶好の秋晴れに恵まれ、約1,300人が来場さ

れ、賑わいを象徴するように、各コーナーは盛り上

が り ま し

た。

恒 例 の

サ ツ マ イ

モ 収 穫 に

は230人

が 挑 戦 。

掘りあがっ

た イ モ に

子 ど も の

歓声があがり、微笑ましい情景が祭りを包み込みま

した。また、竹を使った自然工作や数多くの遊びの

コーナーも盛況、飲食物提供のコーナーも好調で、

家族連れで食事をする風景が広がり、あったかい祭

りが醸し出されていました。

メインの餅つき大会も長蛇の列、イベントではス

テージで紙芝居の後の、キャラクターショー（マチ

カネくんと

ごみぶくろ

うが登場）

では幼児が

じゃんけん

ゲームを楽

しみ、特別

出演のフリー

アナウンサー

による「お

歌とバルー

ンアート」も 高の演出となり、 後の抽選会で祭

りが佳境を迎えました。

160名のスタッフが支えた祭りは11月25日の夜

に和気あいあいの反省会を行い、来年も実施するこ

とを皆さんで確認したところです。 (中村義世)

２

花と緑のネットワークとよなか

花と緑のネットワークは、生ごみ堆肥化から食育

を中心にした事業も多く、8年前に緑と食品のリサ

イクルプラザ横に12㎡程のミニミニ田んぼを作り

ました。学校給食センターから堆肥化施設に運んで

こられる残飯を見て、子どもたちにもっと「米をつ

くること」を身近に感じてもらいたいと思ったから

です。

それから毎年、6月の田植えから稲の観察、草取

り、稲刈り、11月の大根収穫まで5回シリーズで、

公募の10組の家族の方と「お米・野菜大好き畑の

楽校」を開講しています。すぐに水が抜けちゃうと

いうミニミニ田んぼならではの手間がかかりますが、

お陰様で先日10月25日の稲刈りの日は米穀新聞社

の取材もあり大勢で収穫を喜び合いました。

私も長い間お米を炊いて食べるだけの人生でした

が、農家のメンバーと学校の菜園指導にも行かせて

もらううち、水資源を守り環境保全し日本の文化の

礎でもある稲作は知れば知るほど奥が深いなと思い

これからも伝えていきたいです。

みなさん、1962年の一人当たりのお米の年間消

費量は120㎏で、現在は半分の60㎏前後だそうで

す。もっとお米を食べませんか。 (高島邦子)

「とよっぴー祭り」家族連れで大いに賑わう
子どもの笑顔が絶えない光景が随所に

お米・野菜大好き 畑の楽校

おめでとうございます！

平成26年度大阪府教育委員会より

文化の日の表彰（教育功労表彰）

を岸田興次さんが受けました。
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自然部会研修会 奈良公園の古木とムササビをたずねて

今年度の自然学習講座第1回は、10月12日14時

～16時、中央公民館で行いました。「身近な野鳥

ツバメのくらし」という題で、大阪府鳥獣保護員の

中野勝弥さんの講義でしたが、お話は興味深い話題

満載で、グイグイ引き込まれました。

特に印象に残ったのは、通常雄は先に営巣地に戻っ

てきて、昨年のペアだった雌を待ち、同じ雌が10

日以内に戻るとまたペアを組み、それより遅いと他

の雌を探す。雌が先に戻ってきた場合は、昨年のペ

ア雄を待たずにさっさと別の雄とペアを組むという、

生々しい観察結果です。

そして集団ねぐらの一斉調査からも興味深いデー

タを紹介していただきました。2007年以降の集団

ねぐらに集まるツバメの数は大きな変動はなく、こ

こ数年は増加傾向にあるが、南大阪では消滅したと

ころが多いとのこと。また淀川の豊里ねぐらでは、

以前は鵜殿に匹敵する程であったのが年々減少、今

年はついに利用されなくなったそうです。入れ替わ

るように現れたのが豊中市の赤坂下池です(2006

年確認)。豊里ねぐらの衰退要因は、流路安定によ

り森林化が進み、かつ不法耕作地が増加してヨシ原

が減少したことによるようです。

これらの調査結果から分かったことは、適度に人

の手が加わっているヨシ原はねぐらとして良好で、

人の手が加わりすぎたり放置されたヨシ原では集ま

らなくなる傾向にあり、またそれはヨシ原の状態の

バロメーターになるようです。

その後、中川均さんからもツバメ子育て報告があ

り、また色々な質問や活発な意見交換がなされ、盛

況な講演会となりました。 (柿本修一)

自然学習講座「身近な野鳥 ツバメのくらし」

アジェンダ21自然部会では、毎年部会員の自主

研修会を実施していますが、今年は10月15日に奈

良公園へ、古木とムササビの観察に出かけました。

奈良公園には、樹齢数百年に及ぶ大木・古木が点在

し、鹿（天然記念物）が生息していることによる特

異な景観を見ることができます。私たちは興福寺の

境内を通り、大御堂で、誤って鹿を殺した少年が鹿

の死骸にくくりつけられて、生き埋めにされた話か

ら、昔の鹿と人の関係を考え、国立博物館の前で、

鹿が伸びあがって木の葉を食べることによって生じ

るデアラインを確認し、木の幹から竹が生えている

ムクロジの大木を見た後、飛火野では皮一枚でがん

ばっている樟の老木から元気をもらい、芝生の中に、

美しく輝くルリセンチコガネを見つけました。

アセビの茂るささやきの小道を抜け、天然記念物

のナギの純林をはじめ、杉やカゴノキなどの大木を

観察しました。3本のイチイガシには、3通りのナ

ラ枯れ対策が施されていました。若宮神社、春日大

社付近で、フジや樟の古木を見た後、神苑に入り、

万葉集に詠まれた植物などを見て、 後にナラノヤ

エザクラで樹木の観察を終えました。

日没後、ムササビを見るために、東大寺南大門へ

向いました。今回は見られないかとあきらめかけて

いた時、眼前を滑空するムササビを見ることができ、

大満足で帰路につきました。 （斎藤明）

自然部会

赤坂下池のツバメのねぐら（2014.8.6撮影）
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わいわいクラブは11月13日10時～12時、講師

に茨木直子さんを招き、参加者14人でポンポン作

りを行いました。

まずひとつまみの白の原毛を手に取り、台所洗剤

を少し入れた熱めのお湯をふりかけながら手のひら

で丸めます。ウールのセーターを熱い湯で洗うと縮

んでしまうことの応用で、くるくるしていると繊維

が同一化してだんだん丸くなります。コストも考え

中心部は白い原毛、外側にはカラーの原毛を加えて

ひたすらくるくる。

ピンポン玉ぐらいまで丸めて、固めになればOK。

水洗いしてよく乾かす。スタッフがドライヤーで乾

かしている間に２つめに取りかかりました。

先程までの作業を講師は事前に用意していて、平

たいボールに今度はカラーの原毛で刺繍をする。フェ

ルトニードルという針でチクチク刺していく。季節

のぶどうやキノコ、クリスマス用のローソクをあし

らったものなど皆さまざま。「あ、痛っ。手まで刺

してしまったヮ」

など楽しくワイ

ワイガヤガヤ。

熱中している

間に先のポンポ

ンが乾き、ビー

ズを通して紐を

つける。なかな

か中心がきまら

なくて針も抜けず、先生にペンチのようなもので引

き抜いてもらって出来上がり。出来上がったのを手

に手に持って記念撮影。「楽しかったワ。孫と一緒

にやってみます」とか「さっそく携帯につけた」と

のメールをいただいた。 （今井文子）

フェルト羊毛で可愛らしいアクセサリー作り

来年のエコライフカレンダーが出来上がり、12

月10日から無料配布を始めました。昨年はちょっ

と小さいサイ

ズでしたが、

今回はやりく

りして以前に

戻り Ａ4の 大

きさとカラー

印刷で仕上げ

ました。美し

い小鳥の写真

と、ミニエッ

セイが冴えて

いるカレンダー

になりました。

写真の脇に

添えているミ

ニコラムには、

2015年に相応しい新しい情報を盛り込みました。

「異常気象の今こそ考えたい省エネの生活」｢給湯

器は省エネタイプに｣「冷蔵庫を上手に使うコツ」

｢テレビは明るさなど映像モードの選択があるので

よく考えて｣「だんぜんお得なLED電球」「変化す

る車社会」など。

2か月ごとのカレンダーの下の欄には、省エネ生

活での光熱水費支出の目安になるように、モニター

の皆さんによる直近のデータを、世帯人数毎・月毎

に整理して一覧表にしています。エコライフカレン

ダーを初めて見る人にはこのデータはきっと参考に

なると思います。どうぞこのカレンダーを、お友だ

ちやお知り合いにもぜひお勧めください。そしてエ

コライフカレンダーモニターの輪の拡大を。環境交

流センターに残部を置いています。

今年の環境展では、環境に配慮した生活について久

しぶりに１０問のミニチェック表を作り、来場の皆

さんに記入をお願いしました。協力をいただいた方

は100人。さすがに環境展に来られた方ですから、

ほとんどの方が、各項目とも省エネを実行と記入し

ていました。なお、質問用紙には省エネでどれだけ

ＣＯ２が削減できるか、またどれだけお得になるか

の解説も載っているので、「参考になりますよ」と

みなさんに持って帰ってもらいました。 (奥野享)

４

２０１５年エコライフカレンダーができました

生活部会

環境展でエコライフミニチェック



とよなか環境 2014年（平成26年）冬号 NO.48 （通巻第66号）

機密書類の共同収集システムができないかと、9

年前に実験という形で開始した機密書類のリサイク

ルですが、当初の収集量は、3,000～4,000kg程

度でした。その後少しずつ収集量が増加し2013年

10月の取り組みでは11,880

㎏の機密書類が集まり、10ｔ

車に満杯に積込んだ状態とな

りました。 大積載量は13ｔ

までということで積載オーバー

にはならなかったものの、積

みきれない事態の発生を避け

るため、2014年度の取り組

みでは、10ｔ車と4ｔ車の2

台のトラックを使っての運搬

となりました。4月の収集量は14,790㎏、10月は、

11,003㎏でした。また参加事業所の数も、立ち上

げ当初は1回につき数件でしたが、今では40件以上

の参加協力があります。このように活動が拡大して

いる背景には2010年10月から豊中商工会議所の

協力を得られるようになったことがあります。商工

会議所には収益の一部をお支払いする形でご協力願

い、会員事業所に意欲的に声がけをしていただいて

います。一度ご参加された事業所の多くはその後も

定期的に参加されており、順調に処理量が増えてい

る要因です。その他、豊中市の減量推進課とクリー

ンランドの協力により、持ち込み量が増加している

のにも関わらず、短時間で積み換え作業を行なうこ

とができています。こうして集

められた機密書類は西日本衛材

㈱に運ばれます。そして、NPO

とよなか市民環境会議アジェン

ダ21のメンバーと減量推進課の

職員がトラックに同行して、きっ

ちりと溶解槽に投入されるまで

を確認します。溶解された機密

書類は、トイレットペーパーに

生まれ変わります。このトイレッ

トペーパーは参加事業所に販売するとともに、環境

交流センターでも常時販売をしています。

このようにNPOと豊中市と商工会議所の3者のパー

トナーシップにより大きく成長してきたこの事業は、

豊中市のごみ減量にも微力ながら貢献していると言

えるのではないでしょうか。

尚、今号は「企業と環境」のコーナーはお休みし、

機密書類リサイクルの 新動向にしました。

(茨木かづ子)

機密書類リサイクル パートナーシップでごみ減量

私が「あいあいプロジェクト」と出会ったのは今

から五年前の夏。福祉講習に参加していたところ、

現メンバーでもある知人から「一緒に活動しない？」

と誘われたのがきっかけでした。

はじめは、ただ「おしゃべりに来ている」感覚で、

活動に全く興味がなく、積極的ではありませんでし

たが、何度か参加しているうちに、自分と同世代の

若者が「環境のこと」や「子どもの未来のこと」を

真剣に考え、実践する姿に惹かれていきました。気

づくと、自分も仲間と同じようなことを考え行動で

きるようになっていたのです。以前イベントでネイ

チャーゲームを体験した時、風の音を形で表したり、

葉っぱをとったら木はどんな

気持ちになるか？ など、子ど

も達と一緒に考えました。

その中で、「人と人」も

「人と自然」も同じく「相手

の気持ち」になって考えることが大切で、そのこと

を子ども達にも伝えようと努力しました。

今でもなかなか上手く伝えられませんが、あいあ

いプロジェクトでの環境活動を通じて、これからも

「誠実な心」を持ち、子ども達や全ての人達と接し

ていきたいと思っています。

環境とわたし あい♡あいプロジェクト
《42》

片瀬 一 さん

事業部会

豊中の機密書類をリサイクルした、西日本衛材㈱のトイレットペーパーを販売
1個70円・130ｍの長尺タイプでお買い得。取替えの手間も少なくてすみます。

紙芯を省いた省資源タイプですが、ワンタッチ式ペーパーホルダーにも使えます。

5
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センターへの来場者増加中！

11月８日に千里キャンドルロードが千里南公園

で行なわれました。今回が第３回目となりますが、

そもそもスタートは平成１２年にニュータウンがで

きて以来５０周年を記念して開催されたのが始まり

です。豊中、吹田市のニュータウン住人のつながり

を大切にし深めると共に、未来に向かってずっと続

いて欲しいというのが願いの一つです。

ところで竹炭プロジェクトは千里中央公園を主な

活動拠点としていますが、今回も竹間伐のかたわら

キャンドルイベントに備えて、竹灯りのための斜め

切りのポット作りを始めました。３日間の作業でし

たが次第に腰が痛いの手が痛いのと言いながらも、

わいわい楽しみながら数をこなしていきました。

当日は一つのエリアを任されてその並べ方も、平

地に５ｍ四方の星形を３ツ作り、間には大小の竹や

紙コップで埋めました。点灯は午後４時半です。暗

くなってから眺めて見ると平地から斜面に並べた竹

と紙コップの組み合わせが、何とも幻想的でいい雰

囲気を醸し出していました。グランドのメイン会場

を見るとニュータウン内の幼稚園や小学校にお願い

して、紙コップに絵を描いてもらったものを並べま

したが、それぞれグループで工夫されたデザインも

見られ本当にすばらしかったと思います。夜の千里

南公園はニュータウンの人口と同じ９万個の灯りで

輝きました。 (三宅史郎)

2013年4月にオープンした環境交流センター。

2年目を迎え、徐々に1年目でまいた種が育ってき

ています。数字として出てきた成果は来場者の増加

です。昨年度もリサイクル交流センター時代に比べ、

倍近い来場者数がありましたが、今年度は、昨年度

の今ごろに比べ、年度通算で更に1300人を超す方

が来場されています。

これは、講座やイベントの参加者が増えただけで

なく、日常的にセンターを利用している人が増えた

ことが要因です。特に増えているのは交流フロアの

利用です。グループの打合せや休憩で利用する方が

増えました。また、小学生も学校から帰った後や休

日に友達と遊びに来ます。 近では、コンピューター

で調べ学習をする子や展示などに興味を示す子も出

てきました。親御さんの中には、センターにはきち

んとしたスタッフがいるので、安心して行かせられ

ると言う方もいらっしゃいます。子どもを取り巻く

社会が変化している中、センターは子どもの居場所

としての役割も見いだされてきたのかもしれません。

来場者が増えたことにより、センターの日常的な業

務も増えました。しかし、その中でも、来館者への

丁寧な声掛けを行い、それぞれのニーズや背景を聞

きながら、来館者が環境講座やイベント、事業に興

味を持ち、主体的にこのセンターを活用してもらえ

る仕掛けをどんどん考えていきたいです。

（正阿彌崇子）

環境交流センター

竹炭プロジェクト

キャンドルロード２０１４に参加
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▼孫と日本の四季が作る文化

や習慣、行事、食べ物など思

いつくままにおしゃべり。でも今夏のような異常気象

や、スコールのような雨が降るのが夏の風物詩？なん

てことはイヤダーとなった。じゃあどうしたらいいの

との質問にタジタジ。。(E)

▼市民が自力で自然エネルギー発電所を造ったという

ドイツ映画｢シェーナウの想い｣が観られると聞き、古

い道路地図で町を探した。見つからない。なんと人口

５千、広さ５ｋ㎡未満の村。でも世界に知られる偉大

な村。そんな町が育つ社会をしっかり見届けたい。

（Ｚ）

▼8月にしばらく家を留守にした。どの植物も元気だ

がデュランタだけが枯れていた。植え替えねばと思っ

たがまず水やりをした。しばらくすると枯れ枝に小さ

な緑色が芽吹いてきて、今では枝葉がのび来年の開花

が楽しみである。(H)

▼朝夕、めっきり冷え込む時期になりました。季節の

変わり目に体調を崩す人が多い。健康には細心の注意

を払い、対処して病から身を守りましょう。(S)

▼12月に入り、今年もあと一か月をきりました。毎

年この時期になると「この一年、精一杯出来たかな？」

と自分に問いかけてみます。答えは毎年「まあ、それ

なりに」。来年こそはと思い、今年も年の瀬を迎えま

す。(K)

▼年末年始が近づくとウキウキお祭り気分。なにかと

気が緩みます。いちばん怖いのは体形のゆるみ。年々

体重が増えている気が。こんなはずじゃなかったのに

と思わぬよう、おもちの食べ過ぎに注意したい。(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

自然学習講座

「吹田のキツネと自然」

12月21日(日) 14:00～16:00

中央公民館

自然ふしぎ発見クラブ

「春の七草さがしと七草がゆの試食」

1月6日(火) 10:00～12:00

生活情報センターくらしかん

とよっぴーの有料配布

２月14日(土)、25日(水) 10:00～11:00

３月14日(土)、25日(水) 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

第45回くらしの研究発表会

2月19日(木) 14:00～16:00

くらしかん

※「くらしから提案」では生活部会が下記内容で発表

テーマ①「環境教育・環境学習の現状と課題」

テーマ②「エネルギーと電力の現状とその動向について」

とよっぴー展

2月19日(木) 10:00～16:00

2月20日(金) 10:00～15:30

市役所第二庁舎ロビー

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

地球温暖化防止イベント.

2月14日(土) 13:00～16:00(予定)

環境交流センター


