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環境展2016を開催

いろんなエコ
大集合！

ちいさいエコ、みぃつけた！～未来に届ける思いやり～
水を たいせつに

自転車生活のススメ

自然の力を 活用

地産地消

外来種を 捨てないで

省エネのくらし

「ちいさいエコ、みぃつけた！」をテーマに、今年も11月25日・26日の2日間、
豊島体育館で「とよなか市民環境展2016」を開催しました。多くの市民団体をはじ
め、行政関係、労働組合、学校、企業・商店会と49団体におよぶ方々との協働事業
です。それぞれの出展者が知恵と工夫を凝らした内容は、来場者の声を拾ったコメン
トにも「楽しかった」「エコは環境にとてもいい事と知った」など、それぞれの意図
が伝わった！と思うものが沢山ありました。参加し、体験するというここ数年の構え
が受け入れられ、昨年より多い3,100人弱の来場者で賑わいました。ただ、学校から

→２、３ページでは、
来場者の声も掲載

の参加は近隣校に限られ、もっと広範囲からの参加を得るための課題を残しました。

とよなか市民環境会議発足20周年の冊子を作成します
とよなか市民環境会議は1996年に発足し今年の5月で20周年を迎えました。現在、記念の
冊子（A5サイズ16ページ）を作成中です。完成した冊子は、1月に開催する記念式典及びレセ
プションで配布いたします。出席者以外で、ご希望の方は事務局までお問合せください。
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甲賀愛林クラブ

甲賀の森を残す活動と、山について市民に知ってもらう啓発活動をしています。
シートいっぱいに広げられた、杉やヒノキの端材。大勢の子どもと数人の保
護者が、材を選んだり、真剣な顔で釘を打っています。木の香り。打ち損ねて
曲がった釘を、愛林クラブのおじさんが抜きとります。
「今の子は、普段こういうことしてないからね～」
木の肌ざわりや香り、釘打ちも、めったにない貴重な体験でしょう。
「今日の工作は、ガーデニング用のプランター。それと、子どもが木の端材で
好きな物を作るんです。あの子は本立てをつくっています」
「いいですね！決められた通り作るのも大事やけど、自由に作るのは楽しいで
すね」
私たちの使う大切な水を育む上流の森。その森を守ろうと、愛林クラブは今
日も行く～♪

豊中市民エネルギーの会

省エネ型の社会をめざし、自然エネルギーの普及をしています。

今年の８月発足したばかりの「豊中市民エネルギーの会」副代表の
松本さんに活動の一つ「あっぷるこども園におひさま発電所を」につ
いて伺いました。それは蛍池にある「あっぷるこども園」の屋上に、
市民共同太陽光発電機の設置をするもので、大阪府の補助金も得て発
電規模が8.16kW、３月頃点灯式を予定しています。
一方展示で目を引いたのが手巻き式のソーラーシートと折りたため
るソーラー充電式のランタン。ソーラーシートは厚くて硬い太陽光発
電モジュールと違い、軽くてクルクルと巻け、アウトドアでも使用可
能なタイプ。ランタンも防災用、アウトドア用、そして室内用にとい
ろいろ使えそうな商品。お日様のエネルギーが簡単に使える物が次々
と開発され興味はつきません。

豊中市環境政策課

身近なところから、市民にエコな暮らし方を提案しています。
小さな子が嬉しそうに「エコドライブシミュレーター」の画面にむかっ
ています。子どももいいけど、普段から車を運転する大人がやってみる
のもよさそう。自動車教習所にもあるといいな。
壁には省エネリフォームについてのパネル展示が。家で読める省エネ
の手引き「省エネ エコなくらし」や「省エネガイド」も置いてありま
した。
ブースの前には、雨水タンクが展示されています。
「雨水タンクを設置する人に助成金がでます。まだ申し込み枠がありま
す。手続きの関係があるので、３月上旬までに申込んでください」

エコ ドラ イ ブ を 体験する 子ど もたち
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達人に聞き
世界が広がった！

豊中天文協会

宇宙や自然への関心を育む天体観望を実施、環境教育にも取り組んでいます。

体育館の外に、いろんな天体望遠鏡がならんでいます。ポテトチッ
プスの筒とペットボトルを組み合わせた謎の器具も…？「これは太陽
光で紙を焼く実験」と、事務局の野村さんが実演。
「いつもは学校に出前授業に行き、昼は太陽、夜は本物の星を見ても
らいます。今日は太陽黒点とプロミネンスを見て下さい」
子どもも大人も次々に専用の望遠鏡をのぞきます。すごいスゴい！
この目で太陽そのものを見た！巻き上がる炎のようなプロミネンスも。
「地球はこのプロミネンス一つより小さいんですよ！」
「太陽が全ての源。太陽光で育つ植物のおかげで私達がいる。環境展
もできている。石油、ガス、石炭。エネルギーの元も太陽です」
う～ん。地球に生きていることの不思議を実感しました。

ウータン・森と生活を守る会

「ウータン」はマレー語で「森」のこと。
主に東南アジアの熱帯林を守る活動をしています。

ウータン・森と生活を守る会では、熱帯雨林と私たちの暮らしのつながりが分かる
クイズをしていました。クイズの一部を紹介します。

<熱帯林サバイバルクイズ！>
Q熱帯林がなくなったら地球は暑くなる？涼しくなる？
小学生：（真剣に考えて）「涼しくなる」。
答え：ブ～ッ。「地球のエアコン」熱帯林が地球を涼しくしています。

Ｑ熱帯林でガンの薬がとれる？ウソ？
答え：ホント。米国の国立癌研究所が「癌に効く」と認めた植物の7割は熱帯産！
薬の4分の1は熱帯でとれたものです。

Ｑ次のうち、油ヤシからとれる「パームオイル」を使ったものはどれ？

「ぼくの森を 守って」オラ ン ウータン

… ポテトチップス、アイスクリーム、ラーメン、チョコレート
答え：なんと全部！皆さん、ご存じでしたか？
「種の宝庫」熱帯林が消え、油ヤシ農園に変わっています。「森の人」オランウータンも絶滅しかけていま
す。森が消えると、温暖化が進み生物種が絶滅します。日本の私たちにとっても他人事ではありません。
（井下祥子、新開悦子、前川遥）

環境展の感想
一部紹介します

環境展の企画展示で、来場者の感想を集めたところ、2日間で161のメッセージが寄せられました。その
内から数点を抜粋し掲載いたします。来場者・参加者の皆さま、ありがとうございました。
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エコライフカレンダーモニターの懇談会
生活部会
10月23日10時から環境交流センター会議室で、

較できるのがありがたい｣｢私はモニター平均よりちょっ

エコライフカレンダーのモニター4人と生活部会員

と少ないと嬉しくなっています｣｢エネルギーについ

4人で懇談会を開きました。会にはその他に手紙に

ても大変な時代

よ る 参 加 2通 が あ り 、 部 会 と し て 取 り 組 ん で き た

が来るかもしれ

〈エコライフミニチェック〉と〈エコライフカレン

ません。せめて

ダー〉の活動について、意見交換を行いました。

私たちだけでも、

〈ミニチェック〉は環境展で、2年続けて100人

去年より、先月

余の方を対象に行ってきた10項目のアンケートで

よりエネルギー
消費が減ったと

す。｢風呂のシャワーを不必要に流しっ放しにしな
い｣の項で予想以上に節約効果の大きいことは驚き。
その他｢冷蔵庫を季節に併せて温度設定を変える｣の

感じることぐら
いしかできませ

２０１７年版ができました

新しい エコラ イ フカ レン ダーはち ょっと
モデルチェ ン ジ。去年の同月のデータと
比較できる よ うに、記入欄を 増やしまし

項では、古い冷蔵庫は見えにくいところにスイッチ
があり忘れやすいこと、「暖房は20℃を目安に温

んが…｣

度設定をしている」の項では、住宅形態によっても
違いがある、エアコンについては暖房で使っていな
い人も多いなどということが話題になりました。

を 参照し 2017
にも置いています。ど うぞご利用を 。
年のエコライフ
カレンダーについては少し内容を改革しました。

これらの意見

た。カ レン ダーを 飾る 小鳥の写真も魅
力的できっと気に 入る でしょう 。事務局

（奥野享）

〈エコライフカレンダー〉については、｢毎月の
使用量を前月と比較でき、また前年同月の平均と比

東泉丘３丁目の千里緑地自然調査とビオトープめぐり
自然部会
10月25日午前9時30分、東泉丘小学校正門前集

土がえぐられ、下には何台もの土木作業車があり、

合で山口部会長を講師に自然部
会員9人参加で自然観察会を実
施しました。一番の目的は3年

残念ながら緑は無くなっ
ていました。
竹林を歩くと何か匂う

前に見たヌスビトハギを再確認
することでした。ここは千里緑

ので、見渡すとタヌキの
溜めフンがありました。

地の南端にあたり、校庭からし
か入れない秘境のような場所で

中にギンナンが沢山あり
それが匂ったのでしょう。

す。
校長先生に許可を戴いてフェ

今年の部会活動中、市内
で5ヵ所の溜めフンを観

ンス内に入ると、竹林にはコナ
ラ、アラカシなど、里山林の面

察できました。このよう
に棲んでいた生き物たち
千里緑地のタヌキの溜めフン。タヌキ生息の証し

がずっと生き続ける豊中

影が残されていました。校庭に
面した西側には植物群が見られ、ヌスビトハギはも
ちろん、オオヤブマオ、アケビ、ヤブマメ等、私の

でありたいものです。
そのあと、かつて自然部会が作成に関わった、第

野帳には53の種名の記録が残りました。
急斜面を登り尾根へ。裏は吹田市側で広範囲に山

十五中学校とパナホームのビオトープを見学して、
約5km歩く観察会を終えました。
（上田峯子）
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企業と環境⑫“食の小宇宙”コロッケを極め新たなステージへ
事業部会

の今在家町にあり、30年以上豊中でコロッケを作

タンダードなコロッケづくりにおいても、国産かつ
高品質のじゃがいも・玉ねぎ等を使うことを心がけ

り続けてきた会社です。父親から社長を引き継いで

ています。

合同食品(株)は、阪急庄内駅から歩いて20分ほど

15年になるという和田友宏社長にお話をうかがい

現在の同社の悩みは、工場が手狭になっているこ
とで、全国各地からのオリジナルコロッケの注文に

ました。
和田社長によると、「コロッケは外から見ればど

も、製造ラインや保管倉庫のキャパシティがネック

れも同じに見えるが、中身の組み合わせは自由自在
で、可能性は無限大。まさ

となり、断らざるを得ないケースが出てきていると
のことです。
また、同社は会社のレベ
ルの底上げを図るために社

しく食の小宇宙！」とのこ
とです。
同社の作るオリジナルコ

員教育や工場の改善に力を

ロッケは、全国各地の多種
多様な地場産品（「えっ！

入れており、今年の7月に、
アジェンダが豊中市から業

そんなものがコロッケに！」）
をコロッケの具材にしてし

務委託を受けて行なってい
る省エネ診断を受けられま

まっています。例えば季節

した。診断を受けることで、
今まで気が付いていなかっ

の野菜（竹の子、枝豆、黒

たことに気づかされたそう

豆等）や、スイーツ（バナ
ナ、抹茶あずき等）の入ったコロッケを作っており、

です。

南桜塚にある同社のアンテナショップ「玄華屋(こ
ろっけや)」では、そんなオリジナルコロッケの一
部を販売しています。

今後は工場の移転なども視野に入れつつ、新たな
ステージへの発展が期待されます。新工場は豊中市
内であったら良いなと思いつつ、豊中地場産品のオ

また、「「おいしく」かつ「本当に体に良い」食
品を食べてもらいたい」という経営指針のもと、ス

リジナルコロッケもいつか実現すれば、是非とも食
べてみたいと思いました。
（荒井秀夫）

環境とわたし

服部貞夫さん
《50》

自然部会

60歳で退職し、前年までの勤務に縛られた時代

になりました。つばめの観察、

から解放されたせいもあり、ありとあらゆる自由奔
放な生活をと思い、旅行をかねた四国八十八カ所巡

春秋の七草、せみのぬけ殻、
カメの観察等々…いろいろな

りをきっかけに、市民農園を借りての野菜づくりに、
シルバー人材センターの仕事をもらってのいろいろ

観察、調査等の中で、一番思
い当たるのが、市民会館の建

な仕事にと取り組んできました。それに、市民体育
館での卓球教室にも入り、また、地域の福祉の会や

てかえの場所の近くにそびえている松の木2本が排
水の工事のために切られる運命にあるとのこと。自

老人会にも参加して、毎日を送っていました。
そんな時に、市の広報誌を拝見した折に、「大木・
古木をみる会」の情報を知り参加したのがきっかけ

然部会の方々の懇願で生き延びたとのこと。工事関
係者の方々の理解もいただいたものと深く感謝をし
たいと思っています。この松こそ、「豊中の二本松」

で、アジェンダの自然部会へ入会させていただきま
した。その後、いろいろな調査に参加させていただ

として末永く見守っていきたいです。
これからも自然環境保護にささやかながらも役だっ

いて、自然環境の保護のお役に立てればと思うよう

ていければと思っていますので宜しくお願いします。
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「とよっぴーフェスタ」に９００人
衣替えした祭典、和やかな雰囲気に終始
花と緑のネットワークとよなか
花と緑では１０月２２日、緑と食品のリサイクル
プラザを会場に「とよっぴーフェ

い運動グループなど１６団体・１農家から環境をテー
マにした遊びや体験コーナーに加

スタ」を開催しました。過去１０
回を数え人気を博してきた「とよっ

え飲食コーナーのテントが会場を

ぴー祭り」を食と農の理念を強調
し、併せて設備更新された堆肥化

ぱいかけて楽しんでいただきまし

設備のアピールを兼ねて衣替えし

恒例のサツマイモ収穫に加えチ
ンゲン菜の植え付け収穫、キッズ

覆いつくし、来場者には時間いっ
た。

たものです。

餅つき大会、さらには紙芝居・キャ
ラクターショー・お歌とバルーン

当日は、生憎の曇天でしたが、
オープン前から人の列が並び、多
くの家族連れが入場、あちらこち

アートなど、大人も幼児も楽しむ

らで子ども達の声が会場内に響いていました。
市関係部局、市労働組合、環境NPO、花いっぱ

ことができました。中でも防災釜を活用したスープ
の提供は来場者の関心を呼びました。

（中村義世）

岸田興次さんが市教育委員会特別表彰
小学校での「食」と「農」の支援活動が実を結ぶ！
文化の日、豊中市の教育表彰式が行われ、花と緑の岸田さんが特別表彰の栄に浴しました。
この間、長年にわたり小学校での菜園支援（お米作り学校）や教室における「農」と「食」
の出前講座の努力が認められたもので、先の大阪府表彰に続く表彰でした。

千里キャンドルロードに参加して
竹炭プロジェクト

6

第５回千里キャンドルロードは11月5日に千里南
公園で行われました。

当 日 は 午 後 4時
の開会式のあと点

このイベントは紙コップにローソクを立て灯かり
をともし、未来に向かって千里の輪を広げ育んでい
くための企画です。

火が行われました
が 、1,300人 以 上
のボランティアの

例年準備には半年以上かけますが、若いメンバー
が多く急ぎの用件はパソコンで意見交換をして、数

おかげで、みるみ
る紙コップに灯か

日で結論を出すというスピードぶりには感心します。
諸々の準備の中でもっとも大変なことは、ニュー

りがともされてい
きました。ただ、

タウン内の保育園、幼稚園、小学校や一部中学校の
子どもたちに、紙コップに絵を描いたり、メッセー

子どもたちの中にはうまくいかず紙コップを燃やす
子もおり、火の扱いには注意が必要です。時間が経

ジを書いてもらうことですが、地域住人と一帯となっ
て参加することは大変意義深いものと考えています。

つにつれ、千里南公園の広場は夜の光りのアートで
演出され、大勢の見学者で混雑しながらも、とても

円形広場の中心に立てるやぐらとして８ｍの太い
竹３本と、斜め切りの竹ポット1,000個強を作って
我々も参加しましたが、竹は千里中央公園の竹林で

感激されていました。我々の竹ポットもほんのりと
した灯かりをはなっていました。
千里ニュータウンの人口に因んだ90,000個の灯

間伐したものを使用しました。

かりイベントは夜8時まで続きました。（三宅史郎）
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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。

自然学習講座
「迫りくるアルゼンチンアリの脅威」

冬の野鳥観察会
2月4日（土）9:30～12:00

1月28日（土）14:00～16:00
中央公民館
講師 大阪府立大学大学院 助教 上田昇平さん
1月26日（木）申込締切、定員 30人（先着順）

服部緑地東中央広場集合
2月2日（木）申込締切、定員 30人（先着順）

写真で元気 写真撮影とアルバム作り
2月19日（日）13:00～16:30

わいわいクラブ
牛乳パックでペン立て作り

環境交流センター集合、原田城址にて写真撮影
参加費 500円、定員6人（先着順）
2月1日（水）10:00から受付

2月10日（金）10:00～12:00
環境交流センター
参加費 300円

とよっぴー展

定員 10人（先着順）
2月3日（金）から電話受付

2月23日（木）10:00～16:00
2月24日（金）10:00～15:00
市役所第二庁舎ロビー

新加入団体会員の紹介
とよなか市民環境会議アジェンダ21の活動に新たに２団体が加入されました。
(株)Minoli 様
豊中市民エネルギーの会 様
ご加入ありがとうございます。会員として一緒に活動を盛り上げてください！

▼中学生になった孫との間で
地球温暖化の顕在化が話題に

ン十年ぶりの発見！「源氏物語」では、香り好きの匂

なった。その中で「もっといろいろと影響が現れるの
はこれからでしょう。私らが困るんでしょう。」と、

▼今年も早いもので、もう12月になりました。新年
に向けての準備に忙しい毎日です。来年は良い年にな

グサッと切り込んできた。大人の責任を問われ申し訳
ない気持ちで「ごめんね」と言うしかなかった。（E）
▼〈哲学カフェ〉というのを広報で見かけ気になって

りますように。（K）
▼友人とお寺のヨガに参加。最後に座禅を組んで、目
を閉じると「自分をゆるして前にすすみましょう。二

いた。通りがかりの序でに覗くと、事前申し込みで満
席だとか。戦後流行った｢哲学｣という語も、今は死語

度とない今を大切に」と先生の声が聞こえてきた。思
いがけぬ優しい言葉に涙がほろり。心がぽかぽかに。

に近くなっていると思っていたが、やはり大変な時代
の反映が人を哲学に向かわせているのか。（Z）

心を元気にする言葉を言える人に私もなりたい。（O）

▼私は自然紀行のＴＶをよく視る。その度に、生物の
生態系のメカニズムには驚かされる。人類がとても生
きられない過酷な環境下でも生態系は機能している。
海抜8,000ｍ級の高山、10,000ｍを超える海淵にも
生物の存在が報告されている。この現象は、水の惑星
「地球」への神の贈り物としか言いようがない。（S）
▼ワレモコウを観察。土を掘ると、頑丈なワサビみた
いな地下茎から何本も生えている。「マイクの頭みた
い」と思ってたのは、小さな綺麗な花の集まりだった。
8
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宮が愛好した。香りあったっけ? （I）

《広報ﾁｰﾑ》
E新開、Ｚ奥野、Ｓ猪尾、Ｉ井下、K金子、O前川

とよなか市民環境会議アジェンダ２１

TEL:06-6844-8611
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/
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