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11月27日、28日、豊島体育館にて、寒波を吹き飛ばす熱気に包まれる中「とよなか市民環境展2015」が開

催されました。この環境展は、地球環境を視野に、行動は地域からと考え、地球温暖化防止を中心テーマに、多

様な市民に問題を発信する場にしています。各ブースは、企画の意図が市民に伝わり、共感を呼び行動に繋げて

ほしいと展示に工夫をこらすと共に、体験型のコーナーも多く、賑わいのある会場になっていました。

来場者数は2,974人で昨年より一般の大人・子どもとも増加。学校の来場は156人減少しました。（新開悦子）

出展団体（あ い うえお 順） Rびんプ ロ ジェ クト、赤ち ゃんからのESD、NPO法人い け だエコスタッフ、大阪ガス（株）、
大阪府池田土木事務所、大阪府地球温暖化防止活動推進セン ター 、大阪府立西淀川高等学校、ガールスカ ウ ト豊中地
区協議会、環境フォ ーラ ム市民の会・暮らしの安全性を 考える 会、関西電力（株）、甲賀愛林クラ ブ 、子ど も科学教室ボ
ラ ン ティア集団「夢工房」、NPO法人ごみじゃぱん （神戸大学）、（株 ）三和装工、しょうない REK、新関西国際空港（株）、
生活協同組合コープ こうべ、田中産業（株）、（株 ）チ クマ、NPO法人豊島北ビ オトープ クラ ブ 、NPO法人豊中・伊丹環境
政策フォ ーラ ム、豊中伊丹クリーン ラ ン ド労働組合、豊中エコショ ップ 制度運営協議会、豊中市伊丹市クリーン ラ ン ド、
豊中市環境部環境政策課、豊中市環境部減量推進課、豊中市従業員労働組合、豊中市上下水道局、豊中市上下水道
労働組合、豊中市職員組合、（公財）豊中市スポーツ 振興事業団、豊中自然エネルギー推進市民の会、豊中市マイ バッ
グ 推進協議会、とよ なか市民環境会議、NPO法人とよ なか市民環境会議アジェ ン ダ21、とよ なか消費者協会、豊中市
立青少年自然の家わっぱる （NPO法人 豊中市青少年野外活動協会）、豊中市立こど も園、豊中市立図書館、豊中市老
人クラ ブ 連合会、豊中みど りの交流会、豊中緑化リーダー会、なに わエコクラ ブ 、ネッツ トヨタニ ューリー北大阪（株）、服
部商店会連合、パナ ホーム （株）、ヒメボ タル保護者会、ボーイ スカ ウ ト豊中地区、みのお アジェ ン ダ21の会、リサイ クル
工房竹炭塾、リサイ クル・リソース（豊中市シルバー人材セン ター ）、緑化リーダー養成講座
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毎年のように発生する集中豪雨や豪雪、記録的な猛暑など災害

をもたらす異常気象の要因の一つに、地球温暖化がある事が明ら

かになってきました。災害に私たちはどう対処すべきかを、豊中

で実際に起きた数多くの事例の写真、ハザードマップや備蓄食な

どを展示して、考えてほしいと呼びかけていました。

今年の環境展終了直後の11月30日から、パリで、地球温暖化防止締約国会議（COP21）が始まり

この会場の取組みのほとんどが、温暖化防止に繋がるものでしたので、そのうちの何点かを紹介

家庭の日常生活の中で電気・ガス・水道などをどう使用

しているかをチェックし、結果をグラフ等であらわし、省

エネの視点から暮らし方を見直そうと提案する取り組みで

す。今年は地域の工務店の協力も得て“住宅の困りごと”

のコーナーも試行。参加者には「とよか」を進呈しました。

大きな赤い字が目に飛び込んできた“COP21 いよいよ

来週からはじまる！”の壁新聞。そこには温室効果ガス削

減量の違いによる2095年度の地球の気温の予測が示される

等、とにかく今すぐ削減をと訴えていました。COP3の時

と違い、マスコミの報道もNGOや政府の動きも今一つとの

印象は免れません。

近隣地域の池田と箕面からも参加をいただきました。みのお

アジェンダ21の会は太陽光が必要な屋外にブースを構え、植木

鉢の万両が光合成によってCO２をどの位取り込むかをセンサー

やパソコンを使ってグラフ化し、“CO2の見える化”を実験し

ていました。小さな草や木もCO2を吸収するという大事な働き

を理解すると共に、市域の３分の２を占める箕面の森全体の吸

収量を計算し、緑の保全を訴えていました。

企画展示

“防災 あなたの命を守るために”

地球温暖化対策プロジェクト

「省エネ相談会」

生活部会
「壁しんぶん」と「省エネミニチェック」

みのおアジェンダ21の会
“CO2はかり隊”

暮らしと直結する温暖化防止
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ここでは毎年わたがしを作り、人気を集めています。今年は

それが無料で提供されて子ども達の人気の的。うれしいことに

卒業生も作業に参加し、その弟も来年この活動に参加するため、

西淀川高校を受験するという。“繋がって”を実感すると共に、

若人の行動に期待しました。

経済学部石川先生の研究室の学生達は容器包装ごみの発生

抑制に取り組み、「買う時からごみの問題を考え」「無理な

くごみを減らせる社会」をめざしています。注目すべきは、

その行動力。包装材を“減装（へらそう）”と企業に働きか

け製品化し「減装（へらそう）商品」と名づけ、スーパー等

で販売しごみ減量に繋げていました。とかく大学生の活動は

卒業後継続しにくいと聞くが、この事例のように指導教官が

NPOの理事長になって活動を継続する人材を輩出する仕組

みに、明るい展望をいだきました。

屋台は多くの市民が楽しみにしています。毎年好評のおで

んや焼きそば、豚汁等々が販売され人だかりが絶えません。

作っている方達の笑顔もいい。環境展のB級グルメと言ったと

ころ。屋台はクリーンランド・上下水道・市職員組合・市従

業員の各労働組合と服部商店会連合、西淀川高校、環境フォー

ラム市民の会と暮らしの安全性を考える会が出店。多くのブー

スで使用されるリユース食器はデポジット制を導入し、食器

代は返金されるという、ごみを出さない仕組みを作っていま

した。

大阪府立西淀川高校生による

“わたがしの無料配布”

神戸大学の大学生達が運営する

“NPO法人ごみじゃぱん”

賑わいの目玉

“屋台”

ました。COP3の京都会議以来、どんな新たな枠組みが合意されるか注目しています。そして、

します。

出展団体数は市民団体が28団体、次いで行政関係や学校が10団体、労働組合が4団体、そして企

業・商店会は10団体。環境展が、多様なセクターが協働の理念で集い、繋がり、発信する場となっ

ていることと、その協力があってこそ、この環境展を実現できたことを改めて実感しました。また、

「環境展にはこれがあるから出展するの！」と多くの支持を得ているのが学校からの環境学習。授業
・ ・

の一環で参加した小学校は7校533人。ブースの内容に、強い興味や関心、知識欲を持ってのぞむ子

ども達の存在は未来の希望に繋がり、活動の源にもなると来場を待ち望む声が聞かれました。

力強い若者の動き

（新開悦子）
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秋の昆虫観察会

いろいろなバッタのふしぎ

自然部会

9月19日、晴天の中、服部緑地のレストハウス前

に各自捕虫網を持って集合し、菰ヶ池草地に移動し

て観察会を開催しました。参加者は子ども36人、

保護者31人でした。

ロープで囲った草地には「服部緑地ボランティア

服部緑地を育てる会」の人達のお蔭で、イナゴ、ツ

ユムシ、クビキリギス、ショウリョウバッタ、オン

ブバッタ、カマキリコオロギ、ササキリ等が見られ、

参加者の多くがたくさんのバッタがいることにびっ

くりしていました。

虫が苦手な子もだんだん慣れて、自分で虫かごに

入れたりしていました。おじいさんと参加していた

家族や、中にはしぶしぶ参加したお父さんもいつの

まにか童心に帰っていました。順番に虫かごの中の

バッタを同定していきました。5種類から8種類の

バッタを捕獲した子が多く、1人で27匹も捕獲した

子もいました。同定している間に、家族で虫クイズ

に挑戦。考えてもらおうと「生物多様性の大切さ」

の資料を配布しました。

最後にバッタを草地に返して、観察会を終えまし

た。 （伊藤陽一郎）

過去最大の1,500人が来場

秋空の下、家族連れで賑わう

花と緑のネットワークとよなか

10月17日、豊中市緑と食品のリサイクルプラザ

を会場に10回目の「とよっぴー祭り（食と循環の

フェスティバル）」を開催しました。

当日は、晴天に恵まれた絶好の祭り日和となり、

オープン前には長蛇の列ができました。市部局、市

関係の4労働組合、NPO、病院、

アジェンダ21など19団体のスタッ

フ166人が祭りを支え、環境啓

発や体験・遊びのコーナー、飲食

コーナー、販売コーナーなど多く

のブースで賑わいました。来場者

が途切れず、最終来場者は1,486

人（実数）を数えました。

恒例となったサツマイモ大収穫

には318人が挑戦（大人102人、

子ども194人、その他22人）。慣れない手つきの

子どもに保護者が救いの手を差し出す光景が随所で

見られ、掘りあがったお芋に喜び一杯の笑顔があり

ました。

今回は教育関係部局も初参加。防災釜を活用して

「地産地消スープ」を提供し、災害時の緊急対応策

を披露しました。隣には上下水道局の給水車を配置、

緊急給水対策を知っていただく機会を設けました。

この他にはキッズ餅つき体験や紙芝居、キャラク

タショーではマチカネくんとごみぶくろうが登場し

子ども達と触れあいました。また、歌とバルーンアー

トのイベントで童謡などが会場に

響きました。

200人近くの人々が取り囲む中、

最後に抽選会を開催。悲喜交々の

情景がありましたが、無事に祭り

の大団円を迎えました。

サツマイモの収穫に向け5月か

ら準備を始め、7月には実行委員

会を立ち上げ進めてきた祭りです。

来場者からは、家族連れが多く他

のイベントと異なる印象との声が寄せられ、スタッ

フ一同、心地よい疲れを感じた一日でした。

11月24日には、50人が出席した反省会を開催し

当日の感想を語り合いながら、労をねぎらい親睦を

深めました。今後どうするかは現時点では未知数で

す。 （中村義世）

第10回とよっぴー祭り

第3回 自然ふしぎ発見クラブ
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晴天に恵まれた9月22日、天竺川の西願寺橋付近

で「生き物観察会」を実施しました。

当日の参加者は5家族13人。10時に天竺川に集

合後、スタッフからスケジュー

ルと注意事項、講師の柿本修

一さんからは天竺川源流の場

所や川での注意事項、どんな

生き物がいるかなどの説明を

受け、めいめい用意した網や

バケツなどを持ち、川に入り

観察会のスタートです。

川での魚とりには不慣れな

子どもも多く、講師から魚や

カニを取るコツを教えられて、楽しそうに観察が続

きます。そしてあちこちで「見つけた！取れた！逃

がした！」など歓声が上がります。

約二時間の観察会の終了後、講師から結果報告と

解説がありました。この日採取したり、確認できた

生き物は以下の通りです。

●硬骨魚：オイカワ(稚魚も確認)、ニホンウナギ

●甲殻類：モクズガニ、ミナミヌマエビ ●巻貝：

カワニナ ●二枚貝：マシジミ

●昆虫：イトトンボ、ハグロト

ンボ、シオカラトンボ、アカネ、

ギンヤンマ、ヤンマ ●植物：

カヤツリグサ、ツユクサ、ジュ

ズダマ、ランタナ、ヒゲミゾソ

バ、イヌタデ ●哺乳類：ヌー

トリア（糞で確認） など

うなぎが取れたのにはみんな

びっくり！でした。最後に魚や

カニ、うなぎなどを川に放流「みんな元気で！」無

事観察会は終了しました。

開催にあたっては、大阪府池田土木事務所さん、

講師の柿本さんにご協力をいただきました。スタッ

フ一同、感謝申しあげます。 （塩見光夫）

天竺川の生きもの観察会

10月9日、14時～15時半まで、参加者はスタッ

フをいれて10人、豊中市保健所の歯科衛生士寺野

さんを迎え、噛む、飲み込む、話すなど口の機能を

高めることは健康寿命につながることから歯周病や

その治療・予防、歯磨き方法についてプロジェクター

を使って学習しました。

先ず歯周病とはどんな病気なのか。口の中には何

百種類もの細菌が10億個もいて、歯の手入れが悪

いと歯垢がついて歯周病になります。歯が抜けたり、

菌が全身に影響して呼吸器疾患や心臓血管疾患や糖

尿病合併症を悪化させるとか…、驚きです。

では歯周病

の治療や歯肉

の健康を保つ

にはどうした

らよいのでしょ

うか。①毎日

の正しい歯磨

き、②専門家

に よ る 歯 垢

（プラーク）

や歯石の除去

を定期的に行い、③そして規則正しい生活が歯周病

を防ぐこと、を学びました。

この後、熱心な質疑応答が行われ、歯の手入れに

ついて平素疑問に思っていることなど質問が時間ま

で途切れることなく続きました。 （宮田健）

企画屋本舗

歯と口の健康づくり わいわいクラブ

生活部会

エコライフカレンダー
2016年版ができました

環境交流センターにて無料配布中

環境びっくり箱
親子で楽しむエコツアー
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事業部会

企業と環境⑧ 夢が広がる刈草の有効活用

蛍池西町にある新関西国際空港（株）は、「とよ

なかエコ市民賞」や「おおさか環境賞」など環境に

関する賞を受賞され、とよなか市民環境展にも毎年

参加し、また協賛もしていただいている会社です。

今回は、「とよなかエコ市民賞」等の受賞理由となっ

た刈草の飼料化・肥料化の取組みについて、同社伊

丹空港活性化推進ユニットの塚田崇之さんにお話を

伺いました。

刈草が毎年900トンも発生
伊丹空港では、飛行機が滑

走路を逸脱してしまった場合

のクッションの役割を果たす

ために、滑走路周辺には草を

生やしています。しかし、草

の背丈が50㎝超えてしまう

と飛行機を誘導するライトの

見え方に支障が生じてしまう

ため、年に3回、草を刈り取っ

ています。この刈草の発生量

は年間約900トンにものぼり、かつては一般廃棄

物として豊中市伊丹市クリーンランドに搬入し焼却

処分していました。

刈草の飼料化・肥料化
この刈草を有効活用できないかとの思いで始まっ

たのが、刈草の飼料化・肥料化の取組みです。空港

内の刈草は農薬の使用が全くないため、動物の飼料

や畑の肥料にする場合に、残留農薬を気にする必要

がないというメリットがあります。現在では900

トンの刈草のうち2割が飼料化、6割が肥料化され

ています。

飼料は、空港まで取りに来ることが出来る牧場や

奈良の鹿愛護会等に無償で提供されています。また、

肥料（「伊丹空港2号」という名称で農林水産省に

肥料登録しています）は、空港敷地内の「そら農園」

で使用され、そこで収穫された「そら野菜」がター

ミナル内のレストランで使用されているほか、地元

の小中学校や地域団体に無償で提供されています。

実際に現地で見てみると、想像し

ていたよりもはるかに大量の飼料・

肥料が置かれていて、こんなに多く

の刈草が4～5年前までは焼却処分さ

れていて、それが今では飼料・肥料

として活用されていることは素晴ら

しいと感じました。

アイスとカレー
同社ではさらに、提供した飼料を

食べて育った乳牛のミルクから作っ

たアイスクリームを「ITM SOLA VANILLA」と

して商品化したほか、2015年10月からは、「伊

丹空港２号」で育てた地元野菜を使ったレトルトカ

レーを「大阪空港カリー」として商品化し、ともに

伊丹空港で販売しています。

飼料や肥料は直接使うことがないとしても、アイ

スクリームやカレーライスを食べて刈草の飼料化・

肥料化の取組みを応援してみませんか。

（荒井秀夫）

私は18年前定年退職をしました。当時母親の介

護を始めたところでしたので､しばらく介護に専念

していましたが､要領を覚えるに従って､自由時間も

増えてきました。

そんなとき､自然観察会のような行事を市の広報

で知り､参加するようになりました。

そんな経緯を経て2003年の水鳥調査や春の七草

調査に参加して､河野先生や岡先生の失われつつあ

る自然環境保全がいかに大事かという熱のこもった

言動に感化されました。

当初は自分に興味のある行事に参加するだけでし

たが､加入時期をはっき

り覚えてはいませんが､

とよなか市民環境会議ア

ジェンダ21の自然部会

に加入しました。

自然部会は島熊山や､

千里緑地の保全以外にも多方面で活動していますが､

腰痛持ちの私はお手伝いができず､申し訳なく思っ

ています。それでも､できるだけ調査活動には参加

し､環境保全に役立つことができればと思っており

ます。

環境とわたし 自然部会
《46》

吉見清之さん

刈草を詰めた「サイレージ」の前に立つ塚田さん

6
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▼エコライフカレンダー（環

境家計簿）活動を卒論のテー

マに選んだ大阪府大生のZさんに生活部会員として協

力した。ヒアリングを受け、この間発行したカレンダー

やまとめ集等の資料を提供、モニター対象のアンケー

トもいっしょに考えた。論文に部会の念願である“そ

とからの目”がどう表現されるか、今後の活動に活か

せるか、期待して完成をまち望んでいる。（E）

▼近所に和菓子屋さんができた。その店のチラシが入っ

てたので何気なく見る。素人が作ったらしく白い紙に

黒一色で季節の菓子の絵と割引券などごくシンプル。

でも、そんな素人っぽさに魅力を感じた。どんな人が

やっているのか立ち寄って見ようかと。(Ｚ)

▼ベランダに鉢植えの白い菊が満開です。夏に蕾がつ

いたのでバッサリ切った。すぐに茎が伸び蕾がついて

美しい花が咲いている。次は春の植え付けです。広口

の鉢の中央にチューリップを沢山植え、周りにビオラ

を植えたい。2種類の花が楽しめるのでうれしい。(H)

▼COP21パリ協定が先進国と途上国との議論の末ま

とまった。「２度目標」つまり、世界の平均気温の上

昇幅を産業革命前の水準に比べて「2度」を下回るよ

うにし、上昇幅を1.5度に抑える努力をする。日本の

課題は「2030年度までに26％CO2排出量削減」大

変な難題なので、私たちは一層厳しい対応が求められ

る。（S）

▼今年もあとわずかとなりました。休日は家族総出で

大掃除に明け暮れています。（K)

▼NHKの「新・映像の世紀」が始まった。100年の

歴史を映像で辿るドキュメンタリー。痛ましい記憶を

体験しない世代がどうやって過去を検証し、未来に生

かすのか。映像の意義と重要性を考えた。（O）

服部緑地で冬の野鳥観察会

2月6日（土）9:30:～12:00

服部緑地東中央広場集合、定員30人

2月4日（木）申込み締切

第46回くらしの研究発表会

2月18日（木）14:00～16:00

生活情報センターくらしかん

※「くらしから提案」では生活部会が下記内容で発表

①電力システム改革と再生可能エネルギーを含むエネ

ルギーの現状と動向について

②学校での環境教育・環境学習プログラムについて

写真で元気 写真撮影とアルバム作り

2月20日（土）13:00～16:00

環境交流センター集合、原田城址にて写真撮影

参加費1,000円、定員6人（先着順）

2月2日（火）10時から受付

とよっぴー展

2月18日（木）10:00～16:00

2月19日（金）10:00～15:30

市役所第二庁舎ロビー

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

受付は11:30まで

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、野菜・米の頒布もあり

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金子、O前川

地球温暖化防止イベント.
エコ市民賞表彰式＆温暖化防止講演会

2月13日(土) 13:00～16:10

環境交流センター

皆さまお誘いあわせの上、お越しください.


