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ニュースレター

●茨木理事長の挨拶

とよなか市民環境会議の活動開始から今年で22

年、NPOの発足から15年。茨木理事長は、国内の

アジェンダ活動が縮小する中、豊中の活動が長く続

いてきたことに触れ、現在に続く仕組みを創り上げ

た設立メンバーの尽力に敬意を表すと共に、現在の

活動が会員をはじめ多くの方々の協力によって支え

られていることへの感謝を述べられました。また、

今年度は第3次豊中アジェンダ21の策定の年である

ことから、「第3次豊中アジェンダ21はSDGsの視

点も取り入れており、様々な分野が関係する幅広い

活動が今まで以上に求められています。私たちはこ

の豊中アジェンダ21のもとに、今この豊中で求め

られているものは何なのか、そして私たちが大切に

したいことは何なのかを考えながら、活動を続けて

いければと思います」と挨拶されました。

●今年度の主な取り組み

「豊中市環境基本計画」の見直しにあわせ、2年

間にわたり策定作業が進められてきた第3次豊中ア

ジェンダ21がいよいよ今年策定されます。新たな

計画には、2015年の国連サミットで採択された

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の核

である持続可能な開発目標（SDGs）の視野が取り

入れられるなど、現代の状況に

より対応した計画が完成しまし

た。これらを踏まえ、今後は従

来の活動に留まらない新たな展

開を検討・試行していくほか、

引き続き、部会・プロジェクト

の体制の見直しや新たな担い手

づくりに取り組んでいく方針が

発表されました。

●役員改選について

今年度は役員改選があり、理

事を11名、監事を2名選出しま

した。これに先立ち、長年精力

的に活動を牽引されてきた上村

有里さん、清家哲男さん、馬渕

康子さん、宮田健さん、山野勤

さんの５人の役員が退任されま

した。皆さまお疲れ様でした。

なお、新開悦子さんが理事を退

任し監事になられたほか、総会

後の理事会で、理事長に茨木か

づ子さん、副理事長に井上和彦

さん、大岡一馬さんが選出され

ました。 （前川遥）

2018年度総会 第3次アジェンダがスタート

これからよろしく
お願いします！

総会は6月25日、青年の家いぶきで15時15分から16時30分まで開催。大阪北部地震の影響が危ぶまれました

が、会員数165人中、出席50人、委任状70人で無事に成立しました。講演は滋賀県立大学の平岡俊一さんに

よる「市民参加・協働による持続可能な地域づくり活動の展開～オーストリアでのローカルアジェンダ21の動向

を中心に～」。1998年から展開されたローカルアジェンダ21の取り組みが今なお活発なオーストリアでは、アジェ

ンダ21が持つ「市民参加・協働」の手法、それを支える組織・人が重視され、国全体でバックアップしていること

を挙げ、今後、持続可能なまちづくりをすすめる日本でもこれらの重要性に留意する必要があることを話され

ました。総会の議案では、昨年度の事業報告、活動決算報告および監査報告がありました。また、第3次豊中

アジェンダ21のスタートとなる今年度は、全体方針を「『第3次豊中アジェンダ21』を軸に、持続可能な地域づくり

に取り組む」として、これを基にした事業計画、活動予算が審議、承認されました。
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4月6日・7日の2日間、緑と食品のリサイクルプ

ラザ（「とよっぴー」の製造施設と農園）を会場に、

阪急・阪神ホールディングス主催の「ええまちつく

り隊2018」一環事業として「リサイクル堆肥にふ

れる1日」の取り組みを行いました。「未来にわた

り住みたい

まちをつく

りたい」、

そんな思い

を同じくす

る阪急阪神

沿線の市民

団体と協働

で、楽しみ

ながら地域・

社会の課題について体験するプログラムです。

花と緑のネットワークでは、過去に同社が実施し

ている「阪急阪神 未来のゆめ まち基金」の採択

を受けたこともあり、今回の取り組みに繋がったも

のです。各日とも10人の方が参加、1日目は「とよっ

ぴー」の袋詰め、農園作業、2日目は「とよっぴー」

の頒布、農園作業をベースに堆肥化施設の見学や花

と緑の活動紹介などを交えた交流会をもちました。

ボランティアとして花と緑のネットワークの日常

活動に短時間でも関わることが今回の基本です。参

加を通じて引き続き連携を志向していただき、願わ

くば会員加入を期待し、その模索です。しかし残念

ながら市内在住の方が少なく、短時間の関わりであっ

たこともあり会員化は実現できませんでした。それ

でも、多くの方から次のような感想をいただき、改

めて活動の意義を再確認する場となりました。

・循環型社会をつくるのは大変だなーと思いました。

本当にボランティアの意欲と熱意ですね。

・丁寧に活動内容を説明していただき、とても楽し

くプログラムに参加できました。

・団体の活動や経緯を知り、また、給食から堆肥ま

でに繋がる活動、素晴らしいと感じました。

など、好意的な感想が寄せられ、満足度は20人中

19人の方が満足、ほぼ満足と答えられました。

花と緑のネットワークとしては、会員になってい

ただく絶好のチャンスとして思っていましたが、こ

の考えの甘さに反省しています。地道な交流と活動

理解を深めていただき、継続した参加意欲による会

員化への展望をどう作るか、今回良い勉強となった

ことだけは確かです。ただし、参加された中でお二

人が、単発ですがこの間活動に参加されていること

を付記します。 （中村義世）

２

ボランティア参加を通じて正会員への展望探る
阪急阪神ええまちつくり隊2018で模索

花と緑のネットワークとよなか

10回にわたって実施してきました「とよっぴー

祭り」を継承・発展させた第2

回「とよっぴーフェスタ」は、

昨年、開始直後から雨が降り始

め、 終的には台風の余波で散々

な状況となりました。過去に幾

度か雨天開催もありました。そ

れでも一番少ない時で700人の

方が来場されています。ところ

が、昨年は170人にとどまり、

また台風の影響は終了後にテン

トの破損などハード面で現れました。

そのため、第3回を迎える今秋どうするか悩みに

悩んだ結果、昨年の苦い経験を糧に、再挑戦するた

め実施することをこのほど、

実行委員会で確定致しました。

緑と食品のリサイクルプラ

ザ事業における堆肥製造が一

昨年から市民に委ねられた状

況を踏まえ、市民力を発揮し、

市民が主体的に多くの関係者

とコラボすることを通じて、

資源循環の大切さをアピール

する絶好の機会と位置付け、

多くの市民の皆さんに共感を呼ぶ祭典として取り組

むことにしています。 （中村義世）

昨年の台風惨禍に負けず 第3回とよっぴーフェスタを10/20開催
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箕面川の水生生物観察会

今年の水生生物観察会は7月21日9時に集合、箕

面川滝道の楓橋上流で行いました。集合の箕面駅か

ら川沿いに先生方の話を

聞きながら現場に到着。

渓流沿いの柔らかな木陰

で、市街地の炎天下とは

大違いです。それもその

はず、気温は26℃、水

温は22℃しかありませ

ん。

川の説明や水に入る際

の注意の後、網やバケツ

を貸し出して採集開始。

参加者の多くは家族連れ

で、思い思いの場所で採

集を始めました。はじめ

は苦戦していた子どもも、そのうちにバケツの中を

賑やかにしていきます。採集した生き物は、魚は主

に水槽に、それ以外の昆虫類は小分けバットに種類

ごとに入れてもらいました。

途中休憩をはさみ11時過ぎまで採集の後、集め

られた生き物の説明など

をしました。多く採集さ

れたのは例年どおりカワ

ムツの稚魚とカワヨシノ

ボリで、そのほかカワゲ

ラ類やヘビトンボなど昆

虫の幼虫も各種いました。

毎回少しは見つかる両生

類は、今回はヤマアカガ

エルの成体とカジカガエ

ルのオタマジャクシがい

ました。

今回は、昨秋の台風や

直前の大雨の影響もあっ

てか、若干採集数も種類も少なかったような気がし

ますが、次回には復活していることを望みます。

（柿本修一）

自然部会

8月4日、天候もよく、41名参加のもとツバメの

ねぐら入り観察会が行われました。今回は大阪府下

のねぐら入り調査も兼ねて実施しました。

ツバメは3月から4月にかけて南の国から豊中に

も渡って来ます。そして5月下旬から、赤坂下池で

は徐々に、ねぐら入りが見られるようになります。

当日の資料にはツバメの巣作りからヒナが巣立ちす

るまで約1カ月半かかること、ひと夏に多くは卵を

2度産むこと、そして8月から9月にかけて南の国に

渡って行くまでの間、赤坂下池にねぐら入りするこ

となどを詳しく説明しています。

午後7時少し前からツバメが四方八方から集まり

出しましたが、特に箕面方面からが多かったです。

池の周囲の葦にどんどん止まり、あるものは電線に

も沢山止まっています。ときどき葦に止まっていた

ツバメが一斉に飛び出して桜井谷小学校方面に向か

い数分後にはまた戻ってきたりします。上空を見上

げるといくつかのグループが大群となって舞ってい

るのが見えます。7時15分から20分ごろがピーク

でしたが、その後も次から次へとものすごい数のツ

バメの襲来でした。参加者もすごい、すごいを連発

し感動していました。葦に止まった後もツバメはお

喋りに夢中でしたが、それも7時35分頃には止み、

池は静寂をとり戻しました。過去12回の観察会で

高の出現数と思いますが約14,500羽を数えまし

た。このようなすばらしい観察会が今後もずっと続

くことを願って終了しました。 （三宅史郎）

赤坂下池でツバメのねぐら入り観察会
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事業部会

企業と環境⑲ 世界の食文化と出会う空間

私が自然部会に入会し活動を始めて10年目です。

虫・タンポポ・ツバメの営巣・セミの抜け殻・水鳥・

秋の七草・春の七草・カメ等みんなで種目を決め豊

中の生き物を調査し、報告書を出しています。「忘

れたら何度でも聞けばいい。」と言ってくれる先輩

達と楽しみながらこれからも調査していきます。そ

の時期その時期に目を向けながら。

去年の10月の台風では、近くの春日神社のシイ

の大木がごろんごろんと引っ繰り返り、11月頃か

らボランティアの人達の頑張りで枝が切り落とされ

60㎝位の長さの丸太に切断し割って薪にされて積

まれ、今はクマゼミの大合唱。時折りツクツクボウ

シも参加し、夕方にはカラ

スもねぐら入りしています。

ところが、7月末には残っ

ていた大木が重機を使って

あれよあれよと伐採され、

50年ほど森から上がって

くる太陽や月を目にしてい

たのに、いきなり千里中央のビル群から出て来まし

た。樹木の専門家の調査でこのまま森の維持は出来

ないと言われたのか、急な伐採に住民・カラス・鳥・

虫みんなびっくり。これからどんな森になるのか気

になります。

環境とわたし
自然部会

《55》
馬渕康子さん

豊中市本町のホテルアイボリーの北側の通りに

「カフェ・サパナ」があります。同店を2012年に

立ち上げ運営を支援してい

るNPO法人国際交流の会と

よなか（TIFA）の葛西芙紗

理事長と事務局の方々から

お話を伺いました。

大阪大学への留学や、仕

事で来日して豊中に住む外

国人の中には、家族連れで

来ている方々もいます。本

人が勉学や仕事に励む傍ら

で、家族には言葉が通じず

生活習慣もよくわからない

異国での生活や子育てが始

まります。1970年代のパ

リで理事長はそん な彼ら

（彼女ら）と同じ立場になり、その時は近所の女性

に親切にして頂いて、病気になっても安心して子育

てをすることができたそうです。その時の恩返しが

したいという気持ちが在住外国人の支援活動を始め

た原点とのことです。

サパナとは、ネパール語で「夢」という意味です。

同店では、外国人スタッフ（地域で暮らす各国のお

母さん・お父さん）が日本人スタッフと協力しなが

ら、日替り・国替りで母国の家庭料理を提供してい

ます。専用の食材や香辛料を使って作るランチは本

格派で、日本に居ながら現地の味が楽しめると好評

です。その日のランチの写真

は同店のフェイスブックにも

掲載されています。

これまで外国人スタッフを

された方々はおよそ50人で、

日本滞在を終えて既に帰国し

た方もいますが、料理や接客

を通して日本人とのコミュニ

ケーションに自信をつけて、

交友関係を広げたり、次のス

テップの就労に繋げている方

も居ます。取材当日の外国人

スタッフの方は、豊中市の相

談窓口の中国語の相談員とし

ても活躍されているそうです。

同店は、国際交流をベースにしたイベントや外国

の言葉や文化を体験したり学んだりする場としても

活用されており、カースト制の中で教育を受けられ

ず貧困に苦しんでいたネパールの女性たちが職業訓

練を受けて作成したキルト製品や、フェア・トレー

ドのコーヒー豆販売も行っています。SDGsの17

の目標の実現に向けて今後ますますの活躍が期待さ

れます。

（中村崇之）

４
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エコライフカレンダーのデータ集計活動から
さらに次のステップへ

◆運動の実績を宝として

毎年のことですが前年の環境家計簿データの集約

を3月末とし、それをパソコンに入力してもらい、

グラフを作り、過去の実績と比較分析し、22ペー

ジの報告書をモニターさんにお届けすることができ

ました。

このようにして作った『2017年エコライフカレ

ンダー活動を振り返る』ですが、今回のモニター数

は一般モニター67人（昨年：81人）、太陽光発電

モニター27人（昨年：39人）、併せて94人でし

たが、PRの不手際でしょう、申し訳ない参加者数

でした。2000年から続けて来たエコライフカレン

ダーの集計活動はこれを 後にし、できたら私たち

にふさわしい新しい運動へと、自らに言い聞かせな

がら議論してきたこの数カ月でした。

できた冊子については、もっとしっかりまとまっ

た総括のようなものをと言う考えもありましたが、

それもかなわず、例年通りのデータ集約と、いつも

と違ったのはやや感傷を覚えながらの感想文の多い

冊子になりました。

◆モニターの感想文から

モニターさんがデータのハガキに書き添えて下さ

る感想・意見は63件で元気をもらいましたが、今

回も次のような声に惹きつけられました。

「長い間お世話になりました。 初から 後まで

役務を全うすることができたと思います。 近は私

の省エネも『天気まかせ』になり、また病気になら

ぬよう気をつけることでした。おかげで風邪も引か

ずに過ごせています」

｢電気・ガス・水道の使用量を毎月記録すること

によりエコ意識を高め、ほんの微々たることながら

地球環境の改善に役立っているのだと思う。長い間

の集計、企画などご苦労さまでした｣

｢データ集めが終わるのですね。ほんとうにいい

学びになり有難うございました。自動払いのために

意識していなかったのに、確認する習慣がつきまし

た｣

｢いろいろお世話になり有難うございます。省エ

ネは天気・気候とのたたかいで、むつかしくなって

きたとの思いです｣

―いろいろなことばに感謝！ 皆さまのご協力が

あってこその活動だったとしみじみ感じています。

◆手さぐりで続けた20年の運動
20年前、初めてのエコライフカレンダー活動は、

毎月の電気・ガ

ス・水道のデー

タを集めるだけ

でなく、電車・

バスの交通機関・

ガソリン・灯油・

家庭ごみの排出

量まで含めCO2

を計算して見よ

うと、かなり包

括的なデータを

掌握する取り組

みでした。でも

そのためには市

民の運動として

はつけにくいこともわかり、項目を少なくしました。

家庭ごみの計量は 後まで残った項目で、2001年

の集計ではごみのCO2排出量が4～5％の数字が残っ

ています。ごみを出すときにごみを提げて体重計に

乗ったのが懐かしく想い出されます。

電車・バスによるCO2排出量も3年間続けてデー

タをとった結果、全体の比重としては、電車は5%

前後、バスは1%未満、そしてごみも5％前後だと

いうことが分かり、4年目からはこれらの3項目は

データ集計からはずし、モニターの手間を少なくし、

その後ほぼ同じ調査項目でモニター活動を続けてき

ました。

◆昨今の現実に目を凝らしつつ

モニターさんの声を読んでいると、この２、３年

前から熱帯夜などの異常気象に触れた声が目立って

きています。そのような日常経験する問題にも関心

を強めながら、今後も情報交換のネットワークをで

きる限り大事にしていきたいと考えています。

（奥野享）

生活部会

５
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とよなかの貴重ないきもの －モリアオガエル

大阪府の準絶滅危惧種（兵庫県、奈良県では絶滅

危惧種）モリアオガエルが生息していることが判明

し、その保護活動に力を入れています。

6年前に会員の一人から千里中央公園の竹林の中

のくぼ地（以前池があったと思われる所）がゴミ捨

て場になっているが清掃しようとの意見が出て、全

員で清掃を行った所、そこに水がたまり小さな池が

できました。翌年この池にヤブヤンマが生息してい

る事がわかり皆で喜びました。

更にその翌年、会員がモリアオガエルの樹上の卵

塊を見つけました。全員びっ

くりし、喜びと共に、こんな

竹林のゴミ捨て場によくぞ生

き永らえたと生命力に感動し

ました。なんとしてもこのモ

リアオガエルを増やし後世に

残していこうとの熱き思いで保護活動を継続してい

ます。おかげで昨年は59箇所、本年は54箇所の卵

塊があり、順調に生息数が増加しているのではと判

断できます。

モリアオガエルは里山を代表する生き物で、田舎

の沼、池周

辺に生息し

ています。

また樹上で

生息でき、

足に吸盤が

あり木登り

の得意な珍

しいカエル

です。（生

息は本州で九州、四国では確認されていない）近年

里山の減少に伴い、生息数が減少しています。豊中

市のような都会で生息しているのはたいへん珍しい

と思われます。

（岡本武司）

竹炭プロジェクト

クリーンランド展望フロア 一般開放デーに参加

8月19日、一般開放デー、キッズの工作コーナー

では、今回も昨年度と同様、牛乳パックを使った

「ジャンボこま作り」を行いました。牛乳パックを

四方に切り開き、その中央にペットボトルのキャッ

プを、上・下に付けます。このキャップを回すこと

で、こまになるのですが、そのこまの上側白色の面

に、数色のマジックインクで絵を描きます。

大きい子どもは花を描いたり、小さな子どもは三

角や丸を描いたりしています。もっと小さい子は、

赤色や青色で線を引くだけでしたが、これらを回し

て見ると、すべてが色鮮やかな綺麗なこまになるの

です。失敗のない工作、絵を描くのを失敗しても、

回して見ると決して失敗ではないのです。

初は、親に言われていやいやしていた子が、

「もう一つ、絵を描いて回して見たい」と言ってく

れました。

今年の夏も、猛暑・豪雨・落雷そして迷走台風な

ど異常気象を身近に感じられました。なかなか地球

の温暖化（異常気象）は改善しませんが、身近にあ

る何かを回して見ると、綺麗な地球に戻るのでは…

（池田一夫）

企画屋本舗
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▼この夏の暑さは異常とし

か言いようがない。新聞に

は聞きなれた猛暑、酷暑の更に上をいく炎暑や劫暑

の活字が躍り、ため息交じりに実感。国連は2040

年には産業革命前に比べ1.5℃も上昇との予測。省

エネしてCO2の排出を抑えたいし、熱中症にも注意

したいし悩ましい。（E）

▼認知症テストを考案した長谷川和夫さんが私と同

じ年齢と聞いても「そうか」で済む話だが、その彼

が認知症になりかけとの自己診断にびっくり。私が

忘れっぽいのも「認知症そのものだ」と再認識。ど

うやら私の日常も本気で考え直さなくっちゃあ～、

と反省。（Z）

▼「SDGs」とは「持続可能な開発目標」の事で、

商品を作る生産者、それを使う消費者に対して「作

る責任」「使う責任」を提唱しています。それの

たる事例が衣服、着る当てのない服がむだを生んで

大量のゴミが発生しています。その観点から消費者

の責任を考えてみませんか。（S）

▼「バイオミメティクス」の講義を受けた。生物に

学ぶ技術が、技術体系や経済の流れを変える。サメ

肌の船、蟻塚の空調をまねた高層ビルなど多数実用

化され、特に昆虫はヒントの宝庫。が、熱帯林減少

で、肝心の昆虫が消えていく‥（ I ）

▼6月の地震で麦茶ポットが1個割れただけと思っ

たら、食品庫が5㎝位しか開かず隙間からデジカメ

を差し込んで庫内を撮ると棚の物がなだれを起こし

ていた。工務店さんのお蔭で開いた。うどん用の麺

棒がドアのつっかい棒になっていた。ヤレヤレ。

（M）

▼今年の夏は異常な暑さ。報道では毎日「暑い」と

いう言葉で溢れかえっていました。夏の高校野球全

国大会、今年で100回目。高校球児たちはこの夏以

上の熱い情熱で白球を追いかけていました。その姿

に胸が熱くなる夏でした。（K）

▼前回の続き。早くから芽を出し大収穫が期待され

たゴーヤだったが今夏の猛烈な暑さに敢え無くKO。

実はなるものの、気付いた時には真っ赤な種が飛び

散り、ただ掃除の手間が増えただけであった。（T）

竹炭焼き、竹の間伐体験

千里中央公園

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～売切れまで

さわ病院

おもちゃ病院

偶数月の第2土曜日 10:00～11:30

環境交流センター

1世帯1点まで、修理費実費

とよっぴーの有料配布

9月26日（水）

10月13日（土）10月24日（水）

10:00～11:00

緑と食品のリサイクルプラザ

自然学習講座 生き物との共生を

具体化するためのアニマルパスウエイ

9月23日（日）14:00～16:00 中央公民館

関西学院大学教授 湊秋作さん

定員30人（先着順） 9月21日（金）締切

椅子に座ってストレッチと筋力作り

10月19日（金）10:00～12:00

環境交流センター

ほくせつ医療生活協同組合 塩尻奈津子さん

定員15人（先着順） 参加費200円

10月18日（木）締切

写真で元気

10月28日（日）13:30〜16:30

とよなか四季彩園 集合・解散

定員6人（先着順） 参加費500円

10月2日（火）から受付

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

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/

《広報ﾁｰﾑ》

Ｅ新開、Ｚ奥野、Ｓ猪尾、Ｉ井下、M馬渕、K小林、T村上


