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環境交流センター2期目へ
2013年4月1日より5年間、とよなか市民環境会

口から事業を行いました。2017年度は276件の事

議アジェンダ21は「環境交流センター」の指定管
理者として、施設の管理・運営を行ってきました。

業を実施、他団体との連携回数は105件にのぼりま
す。この取組みが成功し、年間の来場者数は目標の

1期目の指定管理期間は終了となりますが、成果・
実績が認められ、引き続き環境交流センターの管理・

10,000人を大きく超え、2017年度には19,000人
を突破。また、2014年にはじめた施設のファンク

運営を担うこととなりました。皆さまのご支援、ご

ラブについては、まもなくメンバーが500人に到達

協力のおかげと厚く御礼申し

します。これらの数字から

上げます。2期目は2018年
4月 1日 か ら2023年 3月 31

も、着実に、センターが地
域に根付いてきたことが分

日までの5年間です。
これまでの5年間はチャレ

かります。
これからの課題は、来館

ンジの年でした。「共に創る
交流空間」「誰もが集える交
流空間」「地域の中で地域と

者にうまれた「環境への関
心の芽生え」をいかに育て、
行動につなげ、地域への活

した環境交流センター。市民が日常的に利用できる

動に結び付けていくかです。
2期目の初年度は、子ども用品の地域での循環と環

環境ギャラリーや図書・資料室を開設したほか、切
手、ペットボトル、地域の傘の回収などリユース・

境の啓発を目的としたイベント「親子ぐるぐるフェ
ス」や、持続可能な消費を体感する「エシカルマー

リサイクル回収のしくみに力を入れました。また、
多くの市民に環境に関心を持ってもらうためには、

ケット」などをスタート。これからも、環境と人を
つなぐ施設に、市民に愛される施設になるよう進め

多様な視点が不可欠であることから、アジェンダの
メンバーをはじめ、市民・団体と共に、様々な切り

てまいります。引き続きご支援、ご協力をよろしく
お願いします。
（前川遥）

共に」を3つの柱にオープン

環境交流センターファ ンクラブの交流会の様子

エコと音楽を楽しむ

地球温暖化防止イベントを開催

2月17日午後、地球温暖化防止イベントを開催、

抗戦で、正解1つにつき1点がつきます。第1問では

115人が参加しました。第2部では、履正社高校吹
奏楽部のミニコン
サートからスター

「最初に正解したチームにボーナスポイント1点！」
の声に、皆、大慌て。真剣に答えを考えます。テー
ブルを囲んで、皆でエコクイズの答えを考える内に、

ト 。 「 3つ の わ ら
べうた」「花束を

いつしか仲も深まり、笑い声も聞こえるように。
クイズが進むにつれ、内容は自分たちの暮らしと

君に」など、優し
く親しみやすいメ

地球温暖化の 繫がりを考えるものに。DVDを見て

ロディーにうっとり。演奏の後、大阪府地球温暖化
防止活動推進センターの田中利男さんを講師に、エ

大会の最後には入賞チームへの景品と全員への参
加賞が。でも一番大切なのは心の中のお土産。きっ

コクイズ大会がスタート。各テーブルでのチーム対

と大切に持ち帰ってくれたことでしょう。（前川遥）

答える問題では、皆、映像に見入っていました。
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企業と環境⑰ 自然の力を活かした農業に挑戦
事業部会

今回はこだわりの農業に取り組み、豊中市民に野

アシナガバチ、ダンゴムシ、オケラ、ミミズ等の生

菜を提供し続けておられる光久隆晴さんにお話を伺

き物が徐々に増え、畑の中の生態系が整ってきたそ
うです。

みつひさ

いました。

同農園では、近頃は土を耕さず、

光久農園は浜と小曽根にある畑
で野菜を育て、北条町の直販所で

あまり雑草も抜かないで、これら

販売しており、当会の花と緑のネッ
トワークで行っている野菜販売に

の生き物にすみかや食料として使っ

も、長年野菜を提供されています。

料として野菜を育てるという、不

光久さんは豊中生まれの農家の3
代 目 。 30歳 の 頃 か ら 農 薬 と 化 学

耕起栽培を実施しています。一般

肥料を使わない農業を始め、今年
で 69歳 。 野 菜 は 「 大 阪 エ コ 農 産

率・流通効率を重視した農法で育

物」の認証も受けています。

てもらい、その排泄物や死骸を肥

に流通している栽培計画・収穫効
てた野菜ほど多くの収穫量は見込

光久農園のあるこの地区はかつ

めませんが、苦味が少なく香りも
よいことから、直販所では開店か

て小曽根村と呼ばれており、昭和
22年に豊中市へ編入されました。

ら1時間で完売してしまう日もあ
るそうです。筆者も実際にほうれ

農地ばかりだったこの地域にも、
高度経済成長期には次々と住宅地

ん草を買って食べてみましたが、
化成肥料を使っていないのでシュ

光久農園 光久隆晴さん
ウ酸に由来するえぐみが少なく、
や小学校や保育園等が造成されま
生のままサラダ感覚で美味しく食べられました。
した。当時子どもが生まれ、子育てをしていた光久
同農園の畑は、最近カエルやトカゲなどの小動物
さんは、住宅地に隣接する畑で農薬を散布すること

にためらいを感じ、農薬を止める決意をしたそうで
す。始めて5年くらいは虫の食害に悩まされました

やバッタ類等の昆虫を食べるモズの餌場になってい
るそうです。豊中の生物多様性は、こういうところ

が、会社員との2足のワラジで農業を続け、鶏糞・
牛糞・落ち葉等を使って土壌改良をする中でクモや

でも支えられているものなのですね。（中村崇之）

もりあき

環境とわたし

松田衛顕さん

《5３》

竹炭プロジェクト

仕事一筋五十余年。自分ではまだまだ現役で働け
ると思っていたが、第二の人生を歩む決心をした。

同時期に千里文化センター
屋上庭園のサポーターに入

緑が多く交通の利便性も良く、この地千里に住ま
いを移すことに決心した。しばらくの間はあちらこ

会し、四季折々の種まき・
植付・花壇作り・水やり・

ちらの公園に出かけていたが、仕事のない生活に満
足感、充実感がなく、日々モヤモヤしていた時に、

芝生の手入れ・低木の剪定
等を指導いただき、花の名前も少しずつ覚え、どん

千里中央公園で活動している竹炭プロジェクトを知
り、竹林整備・竹炭焼きの体験に参加しました。早

な花が咲くのか楽しみになります。太陽と竹林整備
と花を介して人々と出会いがあった事に感謝し、こ

速入会し活動することが出来ました。

れからも元気で、環境作りに関わりたいと思います。
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市役所ロビーでとよっぴー展
花と緑のネットワークとよなか

今年も公園みどり推進課と共催で2月15日、16
日と市役所第2庁舎ロビーで「人の和

資源の輪

循環の環」のテーマでとよっぴー展を開催しました。
食育のコーナー・家庭の生ごみの堆肥化コーナー・
緑と食品のリサイクルプラザとよっぴー製造過程の

でなく食べ物は大切にしましょうと共感し合え
あっという間の2日間でした。

る

来場者にアンケートも実施し、協力いただいた方
には、プランター用のとよっぴーの試供品300ｸﾞﾗﾑ
を100人の方に
お渡ししました。
なんと、100人

コーナー・とよっぴーを使った花いっぱい運動ネッ
トワークのコーナーなどをパネルや農機具の実物も
を止めて、とよっぴーのことを知っていただくこと

中 71人 が 「 と
よっぴー」をご

もねらいのひとつです。ぐるっと展示を全部見てく
ださった方は両日で合計242人。

存じでした。残
り の29人 の う

今回の展示の残パンは2月13日の給食のパンです。
学校によって

ち 20人 の 方 は

展示。用事やお仕事で市役所に来られる方にも、足

豊中市在住だけ

種類は、米粉
豆乳パンとコッ
ペパンの２種

れどご存じなかったという結果。私たちの活動に、
たくさんの応援メッセージもいただいて有り難かっ
たです。

類。
はじめは、

公園の剪定枝や給食の調理くず、残パンを使って
とよっぴーをつくる堆肥化施設が2002年に開設さ

食品ロスの奥
のコーナーに

れ16年が経っていますが、これからも一人でも多
くの方にとよっぴーを通して資源循環啓発の活動を

ひっそりとパ

理解いただく必要を感じました。
（高島邦子）

ンの展示をしていましたが、現状を知ってもらい、
一人でも多くの人に立ち止まってもらうことが一番
だからという声も出て、午後からは、パンを前面に
移動させました。すると、市役所入り口から早足で
中に入る方の足が一瞬パンを見て止まるのです。そ
の一瞬をのがさず、これはごみとして処分するので
はないこと、全部が食べ残しではないこと、クラス
または学年で余分があること、欠席分も含まれてい
ることなどわかる範囲で説明。
また、同時に学校へ出向いて子どもたちと一緒に
お米や作物作りの体験を通して食べ物の大切さを知っ
てもらうアジェンダ活動の内容を話すと、
「米作りの苦労を知っているのと知らないのと違う
のよ。いい活動してるね」
「パンを捨てるのでなくてよかったわ！」
「子どもだけの問題でなくて、テレビで節分の恵方
巻きの大量廃棄など日本人も考えないといけない
ね」
「野菜も高い、もっと自然の恵みに感謝」
など、今回のロビー展では食品ロスの問題も人ごと

とよなか環境

アンケートよりコメント抜粋
・皮つき野菜の給食を使っているのを初めて知りました。
・この様な展示をして頂く事により、今日知り得た事をまたお
友達のお母さんと話し考えたり、残したパンの使い道など気
になっていたので良かったです。
・家族でダンボールを使って生ごみの堆肥をしたいです。
・とよっぴーは我が家でも使わせてもらって助かっています。
・とよっぴー欲しいが10kgは重すぎます。
・実物の展示や、説明が詳しいなど分かりやすいと思います。
見せて頂いて大変あたたかみのある展示と思います。
・小学校のときパンが余る事はなかったので残念です。
・給食で煮干し･こんぶを使用していて感心した。
・とよっぴーを地域の近くでも購入出来るようにして頂けたら
良いのですが。
・食べ残しのパンが肥料になっているとは知りませんでした。
廃棄されるより有効的な利用方法でおどろきました。
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服部緑地で冬の野鳥観察会
自然部会

2月3日実施、参加者は子ども28名、大人20名、

その後観察会では初めて隣の霊園内の広田池に行

スタッフ8名、計53名でした。挨拶後、当日予定

きました。20分ぐらい歩いたので大分お疲れのよ

の服部緑地の4池回りと資料について説明がありま

うでした。でもそこには豊中では珍しいクイナが来
ていて、羽色は薄茶色で派手さは無いがくちばしが

した。資料表題には“鳥の聞きなしとは？”とあり
ますが、これは鳥のさえずりを人間の言葉に置き換

長くカイツブリより少し大きい。仲間には沖縄のヤ

えたものです。一例を下記に挙げます。
ホオジロ：一筆啓上仕り候（イッピツケイジョウ

ンバルクイナや身近にはバンやオオバンがいます。

ツカマツリソウロウ）これが聞きなしで何回か口ず
さんでいるとホオジロの鳴き声に似ているように思

ヨシの間に出入りしたりよく動くのでスコープの調
整に忙しい。広田池ではヒドリガモが多かったがオ

います。ぜひ
野外で確認し

カヨシガモなど5種類でした。
その後山ヶ池ではヨシガモ、オナガガモ、セグロ

てみて下さい。
さてスター
トのうづわ池

セキレイなど、
10種 類 の 観 察
ができました。

ではホシハジ
ロなど6種類と

当日は種類数
が 36と 多 い ほ

水鳥は少ない。
もともとここ

うでしたが、
全体総羽数で

はあまり多くはないのですが、最近、池の護岸工事
が行われて樹木がだいぶ切られたのも原因と思われ

みると年々減
少しているよ

子どもたちをはじめ皆にスコープで見てもらうが、

クイナ

ます。
次に新宮池に向かいましたがハシビロガモが50

うに思います。
水鳥はカモ10種類（下表）、サギ3種類、セキ

羽ほどが点在していて一番多い。美しいカワセミが
度々飛んだのですが見落とした人も多かったようで
す。そのほかキンクロハジロ、ゴイサギやコサギな

レイ2種類、クイナなど21種類。
陸鳥はモズ、ジョウビタキ、ツグミ、ヤマガラ、
シロハラなど15種類、合計36種類でした。
（三宅史郎）

ど12種類で例年並みでした。
服部緑地過去3年間カモの観察状況

４
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ポリ袋でつくるおいしい防災食
生活部会

2月13日、コープこうべふれあいセンター桜塚

を普段の献立に使いながら使った分だけ補充してい

の調理室をお借りして「非常時に備えての備蓄法

くローリングストック法がお勧め。乾物や缶詰、餅

ローリングストック」の学習会を持ちました。講師
はコープこうべの藤垣麻里さん。実習担当は会員の

やパスタなども便利です」と説明。好評だった火も
水も使わない「まぜまぜ料理」は、レトルト袋入り

畑洋子さん。「ポリ袋でチキンライスを作ろう」に
驚きの声が一杯だった学習会は、まず高密度ポリエ

のひじき、コー
ン、大豆とツ

チレン袋に米0.5合、水120ＣＣ、焼き鳥缶１缶、
ケチャップ大さじ

ナ缶をポリ袋

一杯を入れ、クチュ

わせ、ポン酢

クチュと手で揉み
こ み 30分 浸 水 さ

をかけるだけ。
いよいよ実

せる作業から始め
ました。

習。浸水がす
んだチキンラ

次に講師のお話。
「常に災害に備え

イスパックの袋の空気をしっかり抜き、固く縛って
沸騰している湯に投入。ゆでる事30分。揉みこん

て備蓄されている
方？」の質問に、「家族全員分を何日分もストック

だ時に袋が破れたり、ゆでる間に中の液が漏れたり
とアクシデントはあったものの無事チキンライスの

するのは大変！置く場所もないし…」とか「乾パン
はおいしくないイメージがある」等の声に対し「公

出来上がり。フリーズドライの卵スープ付きで試食。
「ゆでるだけでもちゃーんとチキンライスやね」

助を待つまでの間に自助、共助（友人・隣人）の必
要がある。水なら1㍑×3日分×家族数、食品は家
族が食べ慣れている物を3日分。常備している食品

「意外とおいしい」などが飛び交う。生協さんから
米国産の非常用クッキーの提供もあり、有意義でお
いしい学習会でした。
（今井文子）

くらしかん研究発表

に入れまぜ合

電力自由化と再生可能エネルギー

資して事業が動き出している例（昨年7月）も新聞
２月16日のくらしかん研究発表会で宮田健さん
で報じられ、生協も供給事
が、「電力・ガス自由化と再
主要国の再エネの現状と目標
生可能エネルギーの現状と課
題」についての研究発表を行
いました。報告書はA4で14

業を始めたのを知り、少し
嬉しくなっています。
なお、世界主要国の再生

ページの力作。以下は発表会
で聴いた感想として、印象に

可能エネルギーの比率と導
入目標がグラフになってい

残ったところだけですが報告
します。

ましたが、日本が大きく立
ち遅れているのを痛感させ

新電力への契約切り替えは、
2016年4月から始まりまし

られました。
（グラフのデータはドイツ

たが、1年余が過ぎた17年6
月時点で新電力のシェアは5.8％。その後、身近な
ところでは｢いこま市民パワー｣のように自治体が出

～アメリカは2014年、日本

とよなか環境

は2016年）
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第13回

親子環境教室で講演してきました

企画屋本舗

2017年11月18日、豊中市立第五中学校体育館

30/10運 動 ： 毎 月 30日 を 冷 蔵 庫 の 中 を 空 に す る

で親子環境教室を開催しました。この教室は豊中市
教職員組合と毎日新聞社が主催、アジェンダ21が

「冷蔵庫クリーンアップデー」、毎月10日を今ま
で捨てていた野菜くずを使うことを挑戦する「もっ

共催で開いたもので、当日は約60名の参加があり
ました。

たいないクッキング」を説明するはずが言い忘れ・・・
トホホ。そして第二部へ。

環境教室は企画屋本舗が受け

リサイクル工作作品の紹介で

持った講演会と、教職員組合が
行った面白実験＆工作です。講

は、牛乳パックで作ったワニが、
後ろのストローから空気を入れ

演会は二部構成で、一部が環境
クイズ、二部が牛乳パックやペッ

ると口を開き「ガオー」。2本
の紐に吊った忍者は、紐を引く

トボトル等で作ったリサイクル

とスルスル登っていくなど、動

工作作品の紹介になります。

きがある作品を中心に紹介。

環境クイズは、「給食で食べ
残こされたパンの山」、「捨て

「どのように作ったのですか？」
の質問が多数ありました。

られたが、まだ食べられる食品」、
「ごみに捨てられることが多い、雑がみ」の写真に

後半は、親子が4つのグルー
プに分かれて、面白実験と工作です。「野菜もつな

各三つの答えを用意、そのうちから正解を当てる3
択でしたが、参加者のほとんどが全問正解。出題者
としては、嬉しいような、悲しいような！ 最後に

ぐと、電気を起こすのよ。知ってた？」「わ～、野
菜サラダ食べる、と感電するの？」「そんな、あほ
な！」
（池田一夫）

楽しいリース作りと竹ごはん
竹炭プロジェクト

12月10日、千里中央公園で楽しいリ－ス作りと
竹ご飯の試食のイベントを実施しました。昨年の秋

松ぼっくり、ナンキンハゼの実、ナンテン、ひいら
ぎ、椿の実の殻、ドングリ、等全て千里中央公園で

は台風のため、天候不順の連続で特に土日は雨の日
が多かったため、イベントの多くがその影響を受け

採集したものばかりを使用しました。何でも自由に
好きなだけ使える様にしましたのでそれぞれに特徴

ました。しかし当日は今まで
の土日とは打って変わり温か
くてとってもいい天気にめぐ

のあるリ－スが完成しました。
その後、竹の飯ごうで芋ご飯炊
き、窯の近くに集合して焚き火

まれました。
10時に野外炊さん場に集合、

の楽しさを味わい、本当に竹で
ご飯が炊けるのか興味しんしん、

子ども19人（5才未満2人）、
保護者18人、スタッフ11人、

出来上がった芋ご飯を試食、お
いしさにビックリ、何度もお代

計48人が参加しました。当日
のスケジュ－ルとリ－ス作り、

わりする子が続出、いっぺんに
無くなってしまいました。異口

竹で炊く芋ご飯の説明を行い、
リ－ス作りから開始、ブル－シ－トを引き車座に座っ

同音に竹の芋ご飯はおいしい、
楽しかったとの声、自然の中で、楽しいひと時でし

てわいわいがやがや、クズのツルで作った輪っかに

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。

竹炭焼き、竹の間伐体験

竹炭かま出し見学と焼き芋作り

千里中央公園
ほぼ毎月開催 詳しくは事務局まで

3月24日（土）10:00～12:00
千里中央公園
5歳以上の子ども（小学3年生以下は保護者同伴）
参加費100円

とよっぴー地産地消採りたて野菜市

3月22日（木）締切、 20人（先着順）

毎月第4木曜日 10:00～売切れまで
さわ病院

春の自然観察会 千里川の散策と遺跡見学
おもちゃ病院
偶数月の第2土曜日 10:00～11:30

4月17日（火）
9:45阪急曽根駅改札口集合

環境交流センター
1世帯1点まで、修理費実費

12:30現地解散
4月15日（日）締切、 20人（先着順）

とよっぴーの有料配布

豊中市内の池・川 水鳥一斉調査 報告会

3月10日（土） 28日（水）

4月21日（土）14:00～16:00

4月7日（土） 14日（土） 25日（水）
10:00～11:00
緑と食品のリサイクルプラザ

くらしかん
4月19日（木）締切、30人（先着順）

▼石牟礼道子さんが亡くなら

ラワクの熱帯林は、地元民に断りもなく乱伐され続け

れた。心の内の激しい炎を感
じさせない穏やかな語り口。人を慈しむ眼差し。そし

ている。最大輸入国は日本。新国立競技場建設にも使
われる。『環境に優しい五輪』のはず？？（ I ）

てあの行動力。憧れの人から発信がないと思うと悲し
い。今春水俣を訪ねたが、激しい雨風に見舞われて豊

▼とても寒かった冬もやっと終わりが見えてくる頃で
す。今シーズンはインフルエンザや胃腸炎にかかり、

穣の海に行けず、心残りの1日を過ごした。（E）
▼アル･ゴア著『不都合な真実２』が10年ぶりに出版。

悲惨な冬となりました。暖かくなったら、冬に出かけ
られなかった分もたくさん出かけたいと思っています。

この間、地球温暖化は食糧生産の激減や疫病の蔓延な
ど起こしているが、同時にパリ協定以降カリフォルニ
ア州で温室効果ガス削減が進んでいるのも報告。私た

（Y）
▼バレンタインにデパートへ。お目当ては、高い品質
のチョコレート作りと生産者の所得向上に取り組むブ

ちの周りはと考えさせられている。（Z）
▼或る日、息子が我家に小犬を連れてきた。飼い主の

ランド。ブースに到着すると、高い価格にも関わらず
予想外の人だかり。店員さんはお客さんに丁寧にブラ

事情で預かってほしいとの事。小犬の年齢は14歳♀。
雑種？と思いきや、ブランド犬のミニチュアダックス。

ンドの想いを伝えている。取組みの広がりを見て温か
な気持ちになった。
（O）

誰にでもなつき、仕草が可愛い。愛称はマリン。今や
マリンは私達家族の心の癒し役を担っております。

《広報ﾁｰﾑ》

（S）
▼冬の草木と七草がゆの試食を1月6日くらしかんで
実施。子ども４人大人13人スタッフ6人七草がゆ担当
で参加。米500g水5･を鍋に入れわいてくると火を弱
めふたをずらせてふきこぼれないように。刻んだ七草
と塩を入れできあがり。参加者はあたたかくておいし
いと大好評。今年も元気で過ごせますように。（H）
▼「我々から盗んだ木を使わないで」。首相宛の公開
書簡だ。世界最高の種の多さで有名なマレーシア・サ
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TEL:06-6844-8611
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http://toyonaka-agenda21.jp/
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