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会場は豊島体育館です

とよなか市民環境会議アジェンダ21

の2012年度総会は6月21日15時20分

から青年の家いぶき大会議室で開催。会

員185人で55人が出席。委任状84人と

併せて139人で定款の条件を満たしてい

ることを確認し、議長に田坂光博さんを

選出して議事にはいりました。

議事は、まず事業報告と会計報告等を

承認。続いて新年度の事業計画の提案で

すが、先立って、今年は役員改選の年に当っているので、事前

に行われた役員選考委員会の報告をうけ、新年度役員を決定し

ました。その後続いて新年度事業計画と予算案について提案説

明にはいりました。

説明を行っている間に異例ではありましたが、別室で臨時理

事会を開き新理事長の選任について議論をおこない、事業計画

と予算案を決定した後、理事全員が戻ってきた中で新理事長に

茨木かづ子さんが選出されたことの報告が

ありました。

総会は、新しい理事長のあいさつと、退

任した新開悦子前理事長のあいさつを受け、

16時15分に終了しました。

新役員体制 茨木かづ子理事長、宮田健

副理事長、理事は井上和彦、上田峯子、小

篠和之(新)、柿本修一、木村文康(新)、佐川

直史、佐々木忠弘、新開悦子、高島邦子、

中井健之、廣田学、山本一夫の14人。

退任した理事は 松井清武、三宅史郎、奥

野享の3人です。ご苦労さんでした。(奥野)

（以上敬称略）
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新しい役員体制できる

今年も環境展が間近に迫って来ました。

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」。市民・事業者・行

政など参加は52団体で、どんな切り口で

出展するのか楽しみです。小学生の取り組

みも、飲食コーナーもあります。広い会場

で楽しみながら体験・体感してください。

会場は阪急服部駅から西へ800M、徒歩約

12分にある豊島体育館です。

一歩ふみこんで考えよう
くらしの中のエネルギー

マイバッグ持参･レジ袋削減協定締結式
8日（土）11時から、環境展の会場内ステージに於いて、

豊中市内に店舗のある企業9社と市民団体、豊中市がレジ袋

削減に関する協定を結びます。
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花と緑のネットワークとよなか

さる10月21日（日）、緑と食品のリサイクルプラ

ザを会場に「第7回とよっぴー祭り」が実施されまし

た。日曜日で好天に恵まれたこともあって想定外の

人出で、大いに賑わう祭りとなりました。

入場者は公称1300人ですが、実際はそれを超える

ような来場者でした。サツマイモの抽選には200人

以上が並ばれ大混雑でした。祭りのメインであるこ

とから300人分の収穫を確保したものの、2倍近い人

が抽選に参加し、抽選までに至らない人も多く、お

叱りを受け恐縮した次第です。

出店は多様を極め、遊びのコーナでは自転車バラ

ンス王座決定戦に250人以上が挑戦。宝探しやスー

パーボールすくい、分別輪投げ等も人気を博しまし

た。体験コーナーの竹細工も子ども達が一生懸命頑

張っていました。

飲食物は豊中市の職員で構成する市労働組合連合

会の4組合が休日返上で、焼き鳥、唐揚げ、ポテトフ

ライ、焼きそば、タコせん、豚汁を安価で提供し、

すべて完売でした。

お餅つきは準備段階から手配を整え、子ども達に

よる餅つき大会やお裾わけも順調に実施でき、関係

者は安堵しました。

この他、野菜の頒布、手品の演技や紙芝居も行わ

れ、老若男女が参加できる祭りで人が途切れないの

が今回の特徴でした。

後の抽選会では11月中旬に収穫する予定の「と

よっぴー」野菜8種類の賞品等もあり、熱気に包まれ

た中で行ったところです。

今回は緑と食品のリサイクルプラザ開設10周年を

記念に開催しました。｢食と循環のフェスティバル」

を今後どうするか、反省会で結論をつけることにな

ります。

なお、来場者アンケートから見た年齢構成は21歳

～40歳代が4割、家族づれ8割、初めての参加が6割

でした。ちなみに祭りを知ったのは市広報が6割を占

めています。 （中村義世）

花と緑では、今夏箕面市上止々呂美の遊休農地を

借用して「魅力ある都市環境を創造する農園事業推

進事業」に参画しました。これは、大阪府の提唱を

受けて、箕面市内のいわゆる耕作放棄地や遊休農地

の利用を通じて農業の再活性化と地域農業に賑わい

をもたせるために取り組まれているものです。今回、

公益社団法人豊中シルバー人材センターや有限会社

協働研究所と一緒に事業を進めることになりました。

現地は雑草が生い茂り、歩くのも危ない農地をこ

れまでの関係者の協力を得て整地・開墾し、他方で、

花と緑のメンバーが、就労する方々に特別な実習を

「とよっぴー」農園で行い、ある程度慣れた時点で

箕面の農地に転じて栽培を行っていただく方向を立

てました。

農地の場所は棚田です。猪やアライグマ等が出没

する地域で、地元

の人と一緒になっ

て防護柵の補強等

を手伝い、地域に

溶け込んだ関係づ

くりにも腐心して

います。

せっかく育てた作物の消費先がなければ本事業も

頓挫です。そのため、提携先の開発と栽培スキルの

アップを含めた実践や理論検証を行いながら、現在

事業は進んでいます。

この事業、花と緑では中心になる若者を雇用し、

また、初期実習の指導的役割を担い、基盤づくりに

貢献してきました。この新しい取り組みでその成果

が期待されているところです。 （中村義世）

遊休農地の活用 関係者の努力で野菜販売の提供先も徐々に広がる

「第７回とよっぴー祭り」過去最大の人出

サツマイモ収穫抽選に長蛇の列
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自然部会

今年度第1回自然学習講座（通算40回）は、10月

20日（土）、中央公民館で行われました。講師は豊

中出身の鳥の専門家である熊代直生さんに来ていただ

き、「豊中の鳥」のテーマで

お話をお聞きしました。

熊代さんは、鳥による植物

の種子散布についての研究な

どを手掛けてこられましたが、

豊中では主に鳥のバンディン

グをしてこられました。島熊

山では1991年から2004年の

間に99種の鳥を確認し、その

うち標識放鳥（バンディング）

したものが40種、1439個体に及んでいます。

お話によると、ツグミやジョウビタキ等はあまり林

内に入らないので捕獲しにくく、標識放鳥ができにく

いこと。それで、上空を通過する鳥や大型の鳥ととも

に目視観察となることなどを聞きました。しかし、森

に猫が住むようになり、さらには猫に餌付けをする人

がいたりして、鳥が少なくなり、調査不能になったそ

うです。でも、ここでバンディングした鳥がよその土

地で確認されたり、同じ島熊

山で発見されたりする事実を

聞いて、鳥の行動が明らかに

なり、ひいては自然の成り立

ちを解明するのに役立つこと

と思いました。

後半は、島熊山に来る鳥の

貴重な映像の数々を見せてい

ただき、様々な鳥の特徴や違

いを教えていただきました。

またイソヒヨドリが内陸の鳥になってきていることな

ど鳥の分布も時とともに変わってゆくものであると感

じました。これからも豊中の自然のためにいっそう活

動を深めていただけますよう願ってやみません。

（岡恒夫）

自然学習講座「豊中の鳥」

豊中市では「保護樹、樹林」の制度が制定され、個

人宅や学校、寺、神社等の大木や自然樹林を守る施策

がなされています。

保護樹はかつて200本以上ありましたが今は121

本、保護樹林は11か所56,800㎡が指定され、温暖化

防止、社会的自然史保全等に大きく役立っています。

11月9日（金）は参加者20人が9時45分阪急曽根

駅改札前に集合、大木を訪ねつつ古き良き豊中を堪能

した街歩きでした。

開会後ダイエー裏にある大阪星岡茶寮の塀を見学し

てから、市民会館横（芦田池の護岸）段丘斜面の大木

を訪ねました。２本のクロマツ、エノキの幹周り、高

さを測定。長く枝を延ばしたアカメガシワや大きなグ

ミの木、傍の水路には今では珍しくなったジュズダマ

やドクダミ､ヒガンバナ､ノビル等が観察されました。

豊中台地の端であることを実感しつつ、西淋寺前の

「おかげ灯篭」を見学後、国道176号線を横断、長興

寺中池・上池へ。中池ではヒドリガモ８羽、オカヨシ

ガモ2羽を観察、渡りの季節を感じました。

目的地住吉神社の宮司さんにご挨拶して樹林の中へ。

周囲が民家でも林に入ると緑一色の林でした。コナラ、

アベマキなどの大木を測定、サカキ、ヒサカキ、ヤブ

ニッケイなど社寺林の特徴的な植物を観察。シャシャ

ンボの甘い実を少し味見させて戴きました。

保護樹林を緑豊かに管理されている神社、地元の皆

さまに心から感謝申し上げます。 （上田峯子）

わが町の品格 保護樹木・大木・古木を訪ねて

曽根から長興寺住吉神社へ

豊中台地の南部を歩く



とよなか環境 ２０１２年（平成２４年）冬号 ＮＯ.４０（通巻第５８号）４

コスト削減から見えてくる環境への取り組み

事業部会

事業部会では7月12日（木）と8月22日（水）に

コストバスターズ連続講座を開催しました。

コストバスターズとはパナソニックグループが経

費削減のため取り組んでおられる活動で、知恵を使っ

てムダを省く取り組みです。

第1回は多くの事例をもとに、取り組みのポイン

トと成果や裏話などもご紹介いただきました。だれ

でも提案できる仕組みであり、コストが削減できた

取り組みは発案者の顔写真を付けて社内のインター

ネットで回覧され、パナソニックグループ全社で共

有化されるそうです。そのおかげで、昨年度は年間

8,000億円を削減するという成果が上がったという

ことです。

第2回は「アナタの知らない電気代の事実」と題

して、電気料金システムについてや省エネ対策事例

を詳しくお話いただきました。事業所の省エネ対策

はかなり知られているようですが、まだまだ知らな

いことがあり、こんなところでも省エネできるのだ

と感心することが多くありました。

バブル崩壊から何年も経ち、不況と言われるよう

になって長いですが、家庭だけではなく、企業でも

まだまだ無駄なことをしている面があるようです。

もちろん色々と経費削減の努力をしておられること

は言うまでもなく、これ以上の削減は難しいと思っ

ておられる事業者も多いようです。

それでも人々の知恵を出し合えば、まだまだ取り

組めることがあるということを教えていただきまし

た。そして何よりも見習うべきことは「みんなで提

案できるシステム」を作っておられる点だと感じま

した。 （茨木かづ子）

ごみの減量運動に始まって、地球温暖化の防止、

近では「低炭素社会」というスローガンにいたる

環境の運動…。ふり返るとずいぶん長く環境に関わっ

てきたなあと感傷的になってきます。

その間の運動にもいろんな変遷がありました。は

じめに思っていたのは「市民がボランティアでやる

運動は、流行病のようなもので、上げ潮のときには

多くの仲間の参加があって盛り上がるけど、盛り上

がりの熱が冷めたときにどんな組織を残すことがで

きるか。まあそのときになったら考えよう」と思い

つつ、そんな割り切った気分のまま運動の中に身を

置いて来ました。

そしてＮＰＯ法ができ、｢とよなか市民環境会議

アジェンダ21｣という名前をつけて法人化し、それ

からも10年を超える

年月が過ぎました。

私もその間に、いつ

の間にか後期高齢者に

なり、現実的には体力

も気力も十分に運動の

力になりえないなあと

気づくようになって、役員を降りることにしました。

でもその間に作られてきた人間としての多くの仲

間との繋がりが、私にとっては限りなく居心地のい

いものとなり、それが元気の素にもなっています。

これからも足を引っ張らないつもりですが、もう

しばらくご一緒させてください。

環境とわたし 《3４》

生活部会

奥野 享さん
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10月23日（火）午後1時30分から講師に豊中地

域活動栄養士会トゥデイの杉田尋子さんをお迎えし

て学習会をもちました。

当日は参加者10人とスタッフ6人でスタート。

まずは「鶏むね肉の焼物」と「野菜炒め」の２品。

それぞれ塩こうじのありなしで調理して試食しても

らいました。少々パサつく鶏のむね肉も、やはり５

時間以上塩こうじに漬け込んでおくだけでこくのあ

るしっとりした味わいに変わっていて一同びっくり。

「フライパンが冷たいうちにお肉をいれてネ」「塩

こうじの量はお肉の10％ぐらいが目安」とか的確

なアドバイス。「お肉を焼いたあとのフライパンは、

洗わないでそのまま野菜炒めをします」「できるだ

け余分な油やドレッシングなどを水に流さない工夫

を」「残り野菜もすてないで、きざんで塩こうじを

まぶすと即席漬けになります」など、環境への配慮

もサラリと言って下さって、これぞ我々の考え方の

基本と、スタッフは大いに感激。

そのあと生活習慣病を予防するために大切な栄養

素と食生活のポイントをお話いただいた。

・食事は主食・主菜・副菜をバランスよく

・太るからとかコレステロールの心配で油脂類を極

端に控える人がいるが不足しないように注意

・野菜は緑黄（色）野菜や根菜などたくさんの種類

を食べ、火を通して調理し量を増やす

・かむ力を維持するため歯の点検を定期的に

・健康情報を積極的に取り入れる。但し、コマーシャ

ルに惑わされないように。

さいごに、Q＆Aタイム。

Q 腹八分目にするには？

A １日の合計で必要な栄養素が取れるようにする

Q 食べ方の順番がありますか？

A 野菜を先に食べるとかいわれていますが、楽し

くおいしく食事をしてください。

と、おおらかな答えでした。

また参加者から「塩こうじをダシ代わりに使って

煮物などしている」という意見もありさすが今ブー

ムの塩こうじ！！本当に心もお腹も満腹。有意義な

学習会でした。ごちそうさま！ （今井文子）

わいわいクラブ

塩こうじを使って、健康でエコな生活を

生活部会

10月15日（月）参加者10人は市役所を9時半にマ

イクロバスに分乗出発。

午前中は高槻の大阪ガス北部事業所スマートエネル

ギービルの見学。事務所内のエネル

ギー管理は、各階入り口に見える化

のパネルが設置されていて、気温の

管理も在室者のＩＰ電話で情報を取

得した上、データベース（年代・性

別など）をもちいて温度設定制御を

行い、効率よいエネルギー管理を行っ

ています。屋上には太陽集熱器、太

陽光発電パネル、燃料電池のほか発

電機能付きＧＨＰ（ハイパワーエクセル）があり、発

電設備全体で200ｋＷの出力を保っていて創エネで館

内の3分の2をまかなっているそうです。

午後はパナホーム「住まいとくらしの情報館・千里」

（千里中央）の見学。まず「パワーテック」と称して、

地震の揺れについて実物大の映像を見ながらの疑似体

験。地震の外力を建物全体に分散す

る技術で安全につながることができ

るとの説明。「ピュアテック」と呼

ぶ湿度調節ができる建材での快適な

住まいや、「キラテック」と呼び外

壁の汚れが雨によって流れ落ちる壁、

などの新建材を実感。その他インナー

サッシによる窓の断熱効果も体験で

きました。

太陽光発電システムや、高効率給湯・家庭用燃料電

池などの展示もあり、時間いっぱい充実した見学があ

り、15時45分に帰着しました。 （宮田健）

連続講座（第３回）「省エネ・創エネを体験する住まいの見学会」
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10月6日（土）、３家族＋スタッフ、朝から曇りが

ちで小雨を心配する天候、環境を少し勉強するエコツ

アーが始まりました。現地へ自転車で行く参加者、曽

根駅からエコラボバスに乗って行く参加者が、原田中

の「緑と食品のリサイクルプラザ」へ集合します。ま

ずは施設の見学。入口付近には、

前日の給食の残りである米飯が

積まれていました。「今の給食

は、ごはんが出るの」「週に何

回？」「私の時は、コッペパン

に脱脂粉乳よ」「古いな～いつ

の時代や」…。

ここでは、給食センターから

運ばれる調理くずや、生徒たち

の食べ残しを街路樹等の剪定枝

と混ぜ合わせ、「とよっぴー（土壌改良材）」を作っ

ているのです。できたてのとよっぴーに穴を掘り、手

を入れてみると、火傷しそうなくらい熱く、発酵（生

きている）している証が手のひらから伝わってきます。

完全に発酵すると、森の中に入った時のにおいがする

そうです。現代社会では、精神を落ち着かせるために、

必要なにおいかもしれませんね。

続けて、絵本の読み聞かせがあり、そして、さつま

芋掘りの時間になりました。小さな手に大きな軍手を

はめ、スコップを持って畑の中に、家族には決められ

たところを掘ります。大きい芋があるかは、運しだい。

「これが、一番でかいで賞」と勝手な賞を作り、受賞

者を決めていき、本来ならばこ

こで終了のはずが、「ふかし芋

が、できましたよ」と、ネット

ワークのスタッフ。芋掘りの間

に作ってくれていたのです。さ

つま芋のつるで作った酢物、同

じく醤油と砂糖で煮詰めた物も

あり、その美味しいこと。「昔

は、食べるものが無かったから、

つるまで食べていたんやで」と

年配のスタッフの声にもお構いなしに、若いお父さん、

お母さん、子どもたちがぱくぱく食べています。「お

かわりしても、いいですか」「どうぞ、いっぱい食べ

てね」

給食を食べ残した子どもたち、いものつるをおかわ

りする子どもたち、私たち大人は、子どもたちにどん

なメッセージを残せばいいのでしょう。（池田一夫）

環境びっくり箱 親子で楽しむエコツアー

芋ほりと“とよっぴー”ができるまでの見学
企画屋本舗

9月22日（祝）、「天竺のはらっぱ」にて自然体験

プログラムを行いました。午前、午後の部ともに参加

者は10名程度でした。小学生

対象だったのですが、幼児と保

護者での参加もありました。目

をつぶって聞こえる音を地図に

したり、ペアになっていろいろ

な形のものを探したり、友達に

ぴったりの木を紹介するゲーム

をしました。かわいいハート型

の葉っぱを見つけた子、紹介さ

れた木に抱きついてお気に入り

になった子、きのこを見つけた子、それぞれが思い思

いのステキなモノを発見しました。

あい・あいプロジェクトは、参加した子どもたちに

自然を感じてもらうだけでなく、プログラムを行う若

者の成長も大切にしています。プロジェクトメンバー

は、ふだん接しない子どもたちへの声のかけ方、子ど

もの話の受けとめ方などを試行

錯誤で体験的に学んでいます。

また、プログラム終了後には、

上手くいかなかったところをメ

ンバー同士でアドバイスしあい、

自分自身を振り返っています。

イベントのお手伝いをさせて

もらいながら、身近な自然の発

見を素直に楽しむ子どもたちと、

プログラムの進行を一生懸命行

う若いメンバーたちの両方の初々しさに思わず微笑ん

でしまいました。一人ひとりの感受性を大切にしなが

ら、少しずつ前進しているあい・あいプロジェクトに

今後も目が離せません。 （正阿彌崇子）

あい・あいプロジェクト
「見て、聞いて、さわって自然を感じよう」
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▼新米の編集委員になりました。興味津々で、やりた

いことが一杯。でも、食卓に並ぶ常備薬やサプリメン

トの現実。体力・知力の限界を感じています。お引き

受けした以上、先輩委員の方や多くの会員に支えて頂

いて、もうひと頑張りの気持ちでいます。（E）

▼ＣＯＰ18が11月26日からカタールで開かれた。

その新聞記事が、忘れられた傘のように居心地悪そう。

でも｢太陽光発電など代替エネルギーを忘れてやいま

せんか｣の気分でエコライフカレンダーを作成。経済

立て直しの貴重な芽になることを信じて。（Ｚ）

▼パセリ１株が大きくなった。味も色も濃くなり食べ

頃です。久しぶりに畑に行くとパセリの中央が半分ほ

ど枯れていてびっくり。よく見ると幼虫が2匹いた。

箸ぐらいの太さで黄緑色だった。パセリを食べつくし

オクラの葉でも見かけた。成虫になってどこにいるの

だろう。（H）

▼人口少子化を目にして愕然！10月中旬、実家（九

州の某市）に里帰りしました。そこで目にしたのは閑

散とした街並、商店は開店休業の状態でした。特に子

供の数が減り、小学校と中学校が統合に追い込まれた

学校もありました。大阪ではピンと来ないこの問題。

しかし地方の現状を知り心が痛みました。（Ｓ）

▼鍋が美味しい季節がやってまいりました。先日、う

ちの長男（小５）が突然、「ママ、しゃぶしゃぶといっ

たら、豚肉やんなぁ。」と言い出しました。息子よ、

うちでは食卓にのぼったことがないけれど、牛肉とい

う選択肢もあるんだよ。（Ｋ）

▼台湾マッサージ。ハーブで足湯しながら首と肩を揉

みほぐしてくれます。そのあと足つぼマッサージ。つ

ぼにハマると痛い！ ここが痛いのは胃が悪い、ここ

は腰が悪い、ここは卵巣と子宮。ここは脳。えーっ悪

いとこばっかりやんか！ でも私は元気です。（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

・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

（12月､1月は休みます）

・おもちゃ病院

偶数月の第２土曜日 10:00～12:00

環境情報サロン（12月は環境展会場）

・竹炭焼き、竹の間伐体験

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

・2013年版エコライフカレンダー有料頒布

12月10日（月）から、アジェンダ事務局にて

1部 200円 モニターも募集中

・エコライフカレンダー10年記念写真展

1月29日（火）～2月1日（金） 9時～17時

豊中市役所第2庁舎ロビー( 終日は15時まで)

・冬の野鳥観察会

2月2日（土） 9時30分～12時

服部緑地東中央広場集合

スケジュール

ニュースレターとよなか環境秋号は、諸般の事

情により発行できませんでした。

ファンの皆さまごめんなさい。

豊中市立リサイクル交流センターについて、豊中市は2013年4月から環境交流センターに名称と実

施内容を変更し、施設を運営する指定管理者を募集しました。とよなか市民環境会議アジェンダ21は、

豊中市内の環境プラットフォームを掲げる組織として、施設運営が組織のさらなる発展の機会と考えて

8月に応募。その後、審査を経て、11月14日付で第一候補者に選定されました。運営は5年間で、12

月議会の承認を経て正式決定となります。

環境交流センターの第一候補者に選定！


