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環境展2017

学校参加が増えた

今年も11月10日、11日の2日間、豊島体育
館で「とよなか市民環境展2017」を開催しま
した。2日間の来場者人数は3,247人で、昨年
より162人増加しました。テーマは「未来へつ
なごうeco(エコ)のバトン」。市民団体、行政関
係、労働組合、学校、事業者等の52団体による
協働事業です。10日は保育園1園と小学校8校
が環境学習の場として来場、熱心にメモする姿

とよなか環境

がありました。近年近隣校に偏っていたがバス
の手配もでき、千里ニュータウン等広範囲の学
校の参加を得、また出展団体も昨年から２つ増
加し多分野からの環境問題を発信。各ブースは
参加型・体験型が多く子ども達で賑わっていま
したが、思ったより大人の姿が少なく、共に考
えていこうとする内容に課題があるのかどうか、
検討する段階に入ったかなと感じました。
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豊中市立こども園 西丘こども園園長さんに聞く
西丘こども園では、5歳児が園内全ての部屋をまわり、
曜日毎に分別されたごみを収集、間違いもチェック！
「先生、ティッシュの箱はビニール取ってね」
卒園する時には、次の子等に引き継ぐ。分別係になれる
のは、誇らしく、嬉しい。毎年クリーンランドへ遠足に。
自分達の集めた物がどう活用されるか知る。近くのビオトー
プも見学し、分別が生き物を、自分達を守るのを実感する。
園児の活動の写真の横に、大きなひまわりの絵と、絵本
『ひまわりのおか』。東日本大震災で大きな被害にあった
宮城県石巻市立大川小学校。津波にのまれた子どもを想っ
て、お母さん達がひまわりを植えた。悲しいけれど優しい
実話。お母さんから種を30粒もらった西丘こども園は、
園児とひまわりを植えた。育ったのは11本。その種は、
下の子らが引き継ぎ、まく。う〜ん、これこそ教育！

豊中市立図書館

環境や自然の本のよみきかせ

子ども服のリユースのブース横のステージで司書が大型
絵本を読み始める。
物を無駄にすると「もったいない、もったいない」とやっ
てくる『もったいないばあさん』。
季節の絵本『どんぐりころちゃん』は歌いながら。
♪どんぐりころちゃん あたまはとんがって〜
小さい子も一緒にとんがり頭の動作をする。
最後は、ギュッと閉じてたマツボックリが、いつの間に
か開く『びっくりまつぼっくり』。
自然に触れる機会が少ない今だから、自然絵本で楽しい
時間を！

アジェンダ21自然部会

豊中市内に生息するかめの実態
3つの水槽には生きたカメ。展示は、市内各地で撮影されたカメの
写真や調査結果だ。残念ながら外来種のアカミミガメばかり。夜店等
で売られる「ミドリガメ」だが、繁殖力が強く、在来種を圧迫する。
「市民誰でも取り組め、自然の現状をわかってもらうために実施しま
した。アカミミガメばかりで、市内にはイシガメがいないというのに
は驚きました」と、調査にあたった自然部会の柿本さん。
結果は『カメ類調査 豊中 2016』という冊子に。いずれはホーム
ページにもあげたいそうだ。調査、観察会、環境保全等、自然部会は
長年地道な活動を続けている。今後も、豊中の自然と人とを結びつけ
て欲しい。
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家庭ごみ事業課 子ども服リユース大盛況！
開始1時間前から体育館の外には80人余りの列。こども服のリユー
スを目指してこられた方です。326人が来場、1999点の子ども服が
リユースされ、そこには寒さをものともしない熱気さえありました。
会場のブースにはすでに性別やサイズ別、用途別に仕分けされた子
ども服が整然と並べられている。一人10着まで無料で持ち帰り可能と
いうこのイベントを企画したのは市環境部家庭ごみ事業課の職員。ご
み減量に様々な場面で取り組みを進める中で、こども園の保護者から
成長を見守り、思い出のある子ども服は捨てられない。是非ともリユー
スをして欲しいという要望と、市の施策がみごと合致した、ものの命
を大切にした企画です。
担当者はこの事業のため先進地を視察し、服の確保、搬送、検品、
保管、イベント実施等を検討し、すべての公立子ども園等に回収ボッ
クスを設置するなど、現在の「豊中方式」を生み出しました。昨年11月のイベントを皮切りに今回で5回目の
子ども服のリユース。今後の予定は確定していないというが、服を手に満面の笑みを浮かべる方や、「定期的
に実施して欲しい。成長の早い子どもの親にはありがたい。」の声などに次回を待ち望む多くの方々を見まし
た。

藤野興業(株)

廃ガラスをビーズ玉のように加工

キラキラした細かいビーズ状のものを詰めた小瓶がつるされ、
横にはガラス瓶。奥では子ども達が色とりどりのキラキラした物
を指でつまみ、容器に地層のように積み重ねている。これって何
で作っているの？と興味をもって話を伺うと、今までリサイクル
が難しいと廃棄処分されてきた廃ガラス瓶残渣などを破砕、さら
に粉砕して角を取るエッジレス加工で仕上げ、溝ふたや化粧板、
ブロックなど様々な用途に加工している会社でした。
キラキラの正体はガラス瓶。角を取ったため、素手での安全な
作業が可能になり、しかも多色なガラス瓶が生かされてカラフル
な作品に仕上がって子どもたちは嬉しそうな顔。「リサイクルの
事、少しは分かったかしら」と問うが答えてくれなかった。
身の回りから消えたかのようなリターナブルなガラス瓶。ガラス瓶の利点とともに課題も見聞して来たが、
新しい用途が開発されていることを知り問題が一つ解決した気分でした。
（井下祥子、新開悦子）

環境展の感想 一部紹介します
私たちが楽すると地球がこまっちゃうんだね。／かんきょうがわるくなっているときは、小さなことをすることで、かわると言うこ
とを知ってよかったです／たのしみながら環境のことを考えられる環境展！みんないい顔してるね。／たのしかった。ありのか
んさつできてうれしかった。／アカミミガメが多いと勉強になりました／タヌキの生息地がこれ以上へりませんように／自然豊
かに環境をこわさず次世代につなげ残していこう！／学校で勉強したことよりくわしく分かりました／なるべくゴミをなくそうと残
パンを見て、強く思いました／ごみを出しすぎるとこうなることもわかりました。／エコ宣言してきました！／マイバッグ持参で、
かじょうほうそうはNO！と言います。／子ども服のリサイクルが有り難いです。ありがとうございました。／
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2018年のエコライフカレンダーをどうぞ
生活部会

2018年のエコライフカレンダーですが、環境展
に間に合わせて例年より早く仕上げました。以下は
カレンダーの紹介も併せ省エネ活動（エコライフ）
についての関心と運動に関連しての報告です。

省エネ情報や温暖化影響の分析
資源エネルギー庁の｢家庭の省エネ徹底ガイド｣
2017年版からと、気象庁の最近のホームページを
参考に、3点の最近の情報を提供しています。
住宅の断熱・遮熱については「外気に接している

例年のようにかわいい小鳥たち

部分を断熱材で包むこと」最近の住宅は以前よりも

カレンダーページは

断熱化が進んでいるので、一旦室内に熱を入れてし

いつものように豊中の

まうと、それを外に排出することが難しくなってい

自然の中で見つけるこ

ると言う、至極当然の原理によります。つまり、ブ

とができた小鳥たちで

ラインドやシャッターよりも深いひさしや、二重窓

す。カメラマンの腕は

が遮熱には効果的です。

もちろんですが、撮影

車については、何よりも公共交通機関がCO2排出

場所も記入されている
ので、写真に載ってい

の少ないことをグラフで示しています。バスは自家
用車の40％、鉄道は17％しかCO2を出さないこと

る小鳥たちを見つける
ことができるかもしれ

の再認識が大切
です。

ません。

気象庁の最近
の情報は、山陰・
北陸の集中豪雨

カレンダーに続く巻
末には、例年通り電気・
ガス・水道について昨
年のモニターのデータ平均を月ごとに集計して載せ

と関連して、日

ています。世帯人数別の数値が載っているので、皆

の上昇など、新
聞などの情報を

本海の海水温度

さんのご家庭での電気・ガス・水道の使用量につい
て伝票が来たときにでもぜひ見比べてみてください。
毎月の伝票から使用量を転記して、1年分をまとめ

さらに掘り下げて分析し、興味をひくものがありま
した。
（奥野享）

たデータを出し、それをCO2排出量に換算して環境
への負荷、あるいは環境が悪くならないように貢献
できているかを、数量的に見ることもできます。

感想意見や温暖化･省エネのミニ知識
裏表紙には、この1年間モニターになりデータを

2018年版エコカレ配布中！
1月4日から事務局等で配布し
ています。どうぞご利用を。なお、
ハガキは2月末日までに投函して
ください。

寄せてくださった方の感想・意見を紙面に載せうる
限り整理して並べました。以下のような感想・意見
が目を引きます。
「夫の80歳誕生日を機に車を廃車、免許証も返
上。利便性をタクシーに置き換えた。今は点検を済
ませた自転車が大活躍。健康とCO2排出量削減にカ
ンパーイ」

再生可能エネルギーと
は自然環境の中で繰り
返し利用（再生）できるエネルギーの総称です。
では、次のエネルギーの内、該当するものはど
れでしょうか？

「3月から電気・ガスともに大阪ガスに契約。本
当に得になるか、2年間様子見です」

４
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企業と環境⑯ 豊中の地で「農」と「まち」を繋ぐ
事業部会

している「企業と環境」コーナーですが、今回はま

を『消耗』と考えてしまっては人生が台無しです。」
と上芝さんは訴えています。そして、その理念は仕

ちの喫茶店にスポットを当ててみました。

事だけにとどまらず、さまざまなボランティア活動

毎回ユニークな取り組みをしている事業者を紹介

阪急服部天神駅のすぐそばにある『喫茶ピーコッ

や地域貢献の活動に取り組む原動力となっているよ

ク』は、昭和39年の創業以

うです。

来50年以上に渡りこの場所
で営業を続けてきました。

現在、上芝さんが取り組んで
いる「豊中こどもれもねいど」

高校時代にはバンド活動

は、ご自身の子どもがお店屋さ

などにのめり込んでいたと

んごっこをしているところから

いう3代目店長の上芝英司さ
んは、若い頃は親のあとを

思いついたプロジェクトで、喫

継いで喫茶店をするとは夢
にも思わなかったそうです。

レモネードを子ども達がまちの
イベントなどで販売し、売上を

そんな上芝さんですが、店
の後継者問題を考える中で、

チャリティとして寄付するもの
です。せっかくだから豊中産の

24歳の時から店を手伝うよ

レモンを使おうと農家の方に話
を持ち掛けたところ、とんとん拍子に話が進み、今
では会員を募り多くの子ども達と一緒に収穫体験を

茶ピーコックでも販売している

うになり、やがて店を任されるようになりました。
そして喫茶店を経営する中でしっかりとした理念を
持つようになり、「喫茶ピーコックの理念」という
冊子にしてスタッフに配っているそうです。理念は

する他、まちのイベントでの豊中産野菜の販売にま

10個にまとめられていますが、そのうちのひとつ
に「仕事はクリエイティブなもの。」という理念が

「遠くまでいかなくても豊中の地で『農』と『ま
ち』を繋ぐことができる」という言葉が印象的で、

あります。「仕事に取り組むことで自分の能力を高
め、自分の中に経験を蓄積する事ができます。仕事

新しい発想で豊中をいきいきと変えてくれそうな予
感がしました。
（荒井秀夫）

環境とわたし

で発展してきています。

松岡瑞子さん

《52》

花と緑のネットワーク

子どもの頃、自宅庭の一角に野菜が植えてありま
した。夏休みには、トマトやキュウリなど瑞々しい

を忘れてはならないと翌年か
ら市民農園デビューもしまし

夏野菜をおやつのように頬張ったものです。会社勤
めの両親でしたが休日に季節ごとの野菜を育ててい
たのでしょう。のちの引っ越しで自家栽培の野菜を

た。同時期、花と緑のネット
ワークの会員になりボランティ
ア活動も始めました。その中

見ることはなくなりましたが、今野菜作りに関心が
あるのはあの頃の影響が多分にあると思います。

の、自宅で出来る生ごみ堆肥作りも多くの人に知っ
ていただきたい活動です。小学校給食の食べ残しと

プランターでの野菜作りに挑戦していたとき、花
と緑のネットワークの「やさい栽培げんき塾」を知

街路樹チップで作る堆肥「とよっぴー」も会員にな
り初めて知りましたが、とてもすばらしい取組みだ

り、フルタイムの仕事をセーブして迷わず申し込み
ました。座学あり実習ありと大変楽しく、また野菜

と思いました。
これからも、環境にやさしい活動に少しでも長く

作りの難しさも勉強させてもらいました。この経験

参加できればと思っています。
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第２回「とよっぴーフェスタ」を開催
雨の中にも訪れる来場者に大感激
花と緑のネットワークとよなか

花と緑では10月21日、緑と食品のリサイクルプ
ラザを会場に第2回「とよっぴーフェスタ」を豊中
市関係部局、市労働組合連合会など15団体が参加
して開催しました。

は目を凝らし、一緒に歌を唄い、ジャンケンゲーム
を行い、一角は熱気に溢れていました。キッズ餅つ
き大会でも慣れない手つきで杵をつく子どもの姿が
ありました。飲食コーナーは

当日は台風21号の影響を受
け終日の雨予報。雨の降り出

雨の影響で赤字となりました

しが遅れることを期待してス

する光景が見られ、給食セン

タートしました。

ターの防災釜を利用した地場

が、テントの中で家族が飲食

産スープは余ることから各ブー
スにおすそ分けを行い、寒さ

花と緑が堆肥化事業を担う
こともあり、製造と活用・活
動を一体的にアピールするこ

をしのいでいただきました。
最終的に来場者は170人余

とを前提に各参加団体も、テー
マに沿ったブース展開を図り

りです。1,000人を越えてき

ました。
時間とともに雨脚が強くな

た過去10回の「祭り」に比べ
隔絶 の感が ある も の の 、雨 が

雨の中のサツマイモ堀り

り、出足を止めることになり
ましたが、49家族が泥んこになりながらサツマイ

なけ ればテ ーマ に 沿 っ たイ ベ
ントとして大きな１ページを飾ったものと確信して

モを掘り、テントを張った中で行われたイベントで

います。

（中村義世）

鳴く虫観察会
自然部会

6

9月15日18時、服部緑地東側公園に集合。子ど
も20人、大人14人、スタッフ9人、計43人。観察

こえました。
最後に外来種のアオマツムシの声の下に座り、虫

場所に行く前にカセットテープでコオロギ等いろい
ろな虫の鳴き声と特徴を聞いて円形花壇に移動。花

合わせをしました。コオロギ科は声と姿を見たのが
6種、声のみは5種、キリギリス科は姿のみ2種で合

壇に着くと「灯りを消して鳴き声
を聞いてみよう。」と言われ、各

計13種、今年はコオロギ科を沢
山見つけました。

自懐中電灯を消してしばらく待つ
とリー、リーと区切って鳴くヒロ
バネカンタンがいました。灯りを

講師 は「虫 は秋の 終りに 卵を
産 み、 春にな ると幼 虫にな り脱
皮をくり返して成虫になるので、

つけて虫を探すが見つかりません。
そのうち虫を見つけ歓声があが

毎 年同 じ辺り で同じ 虫の声 が聞
こ えま す。で もその 年の天 候や

りました。ツユムシ、エンマコオ
ロギ、ハラオカメコオロギも見つ

草 刈り の時期 で虫の 数が変 化し
ます。」と話されました。

かりました。しばらく虫捕りに挑
戦し、捕った虫はカゴに入れ、参加者が次々に観察。

参加 者は楽 しかっ た。よ くわ
かったと感想を述べ、親子で最後まで虫を追い求め

中には小さいシバスズ、マダラスズもいました。民
家集落裏に着くと、スズムシのリーン、リーンと、

ていたお父さんは、仕事で疲れていたが参加してと
てもよかったと言って帰られました。捕った虫は緑

マツムシのチンチロリンと透き通った声が何度も聞

地公園に放しました。
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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。

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～売切れ次第終了
さわ病院

花いっぱい運動講演会
ローメンテナンスの花壇づくり
2月10日（土）13:30～15:00
環境交流センター

水鳥一斉調査説明会

講師 花とみどりの相談所元職員 辻本弘美さん

1月20日（土）9:30～12:00
共同利用施設蛍池センター
1月18日（木）申込締切

ポリ袋でチキンライスを作りましょう
～ローリングストックで非常時の備えを～
2月13日（火）9:30～12:30

冬の野鳥観察会
2月3日（土）9:30～12:00
服部緑地東中央広場集合、現地解散
2月1日（木）申込締切、定員30人（先着順）

おもちゃ病院

コープこうべふれあいセンター桜塚（南桜塚）
講師 コープこうべ 藤垣麻里さん
参加費 500円
2月1日（木）から受付、定員16人（先着順）

とよっぴー展
～人の和・資源の輪・循環の環～

2月10日（土） 10:00～11:30
環境交流センター
1世帯1点まで 部品代実費

2月15日（木）、16日（金）10:00～15:00
市役所第2庁舎ロビー

▼久しぶりに六甲の森林植物園

会議議員や国連食糧計画協会会長等を歴任。経済的な

で遊んだ。多彩な紅葉が織りな
す光と木々の揺らめきに息をのむ。何度も訪れている
のに初めてみる景色のよう。山に囲まれた実家の暮ら

視点で冷静に分析。しかも読みやすい。一読の価値あ
り。戦争は最大の環境破壊。今こそ冷静に。（ I ）
▼小さいころはこの季節になると、サンタクロースに

しにも紅葉が浮かばない。意識して初めて見えるもの
があった。改めて身辺を見つめたい。（E）

お年玉といつもワクワクしていました。大人になって
からこの季節になると、サンタクロースにお年玉・・・

▼少し前から中学2年生が社会生活の体験学習として
商店などの現場に来ているのに出あう。最近の私にとっ

出費にビクビクしてしまいます。（Y）
▼物理学の「超ひも理論」のイベントに参加してきた。

て心に残る経験だが運動のデイサービスの場に来た彼
らに、私は自転車こぎのペダルを踏みながら10分間

この理論によると、この世界の全て、光、石、人間の
体などは点粒子でなく、「ひも」でできており、世界

ほど彼と同じ年頃の戦争体験の話をした。身を乗り出
すように聴いてくれ嬉しかった。（Z）
▼マンションの修繕工事で今回はベランダと廊下廻り。

は3次元を超える多次元を持っているのだとか。未知
の世界の面白さを感じた。（O）

ベランダの物は全て撤去と言われた。ゴミの分別は私、
ゴミ出しは息子で作業をした。植木の土は土の再生場
所に移動。重たい物や小型家具は廃棄コンテナに入れ
ると処分してくれた。ベランダに沢山あった物がなく
なりすっきりした。（H）
▼10月に九州の某市に里帰りしました。私が学童期
に住んでいた村は、10月は農繁期、農家は一家総出
で稲刈り、脱穀作業に追われました。ところが、現在、
その田圃は野菜畑や休耕地に変身していました。何、
これ？ひと昔前の農家の人がこの光景を見たら、ビッ
クリするだろうな！と思いました。（S）
▼『丹羽宇一郎戦争の大問題』『人類と地球の大問題』
を読んだ。著者は野村証券を再建、内閣経済財政諮問
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環境クイズの答え ②水力
水力は、発電時には二酸化炭素等を排出しない、
代表的なクリーンエネルギーのひとつです。
《広報ﾁｰﾑ》
E新開、Ｚ奥野、H 岡、Ｓ猪尾、Ｉ井下、Y結城、O前川

とよなか市民環境会議アジェンダ２１

TEL:06-6844-8611
Eメール：jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp
http://toyonaka-agenda21.jp/
豊中市立環境交流センター

http://kankyokoryu.jp/
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