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「みんなでつくろう 環境のまち・豊中」のテー

マで、「とよなか市民環境展2018」を豊島体育館

で11月16日、17日に実施しました。市民団体・

行政機関・事業者・労働組合・教育機関等42団体

が出展し、多くの団体の協賛・協力を得て、今年

も開催することができました。ブースとしての出

展のほか、落ち葉プールや自転車バランス王座決

定戦などの体験の場、リサイクル本やこども服の

リユース、スタンプラリーにステージイベントと

今年も趣向を凝らして盛りだくさんの内容でした。

2日間の来場者数は3,812人で、台風等の災害の

影響で出店できなかった団体や、そのために来場

できなかった小学校があったにもかかわらず、天

候にも恵まれ昨年と比べ565人増加しました。一

方で高校や大学の出展がなかった等の課題もあり、

それらを踏まえて来年に備えたいものです。

＼きて、みて、楽しく考える／

とよなか市民環境展2018を開催しました！
11月16日・17日 豊中市立豊島体育館

ずっと住みたくなるまちにしたいな。
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猪名川流域下水道原田処理場

ごみの減量を推進する会（東豊中第二団地）

昨年4人の仲間で会を立ち上げ、1年間の取り組みを今回初

めて出展されました。

子ども達に向けた“ごみの道中すごろく”に興味を示し楽

しんで遊んでいました。すごろくの途中にある関所には、ク

リーンランドの社会見学で学習した事が取り上げてあったの

で4年生の環境学習に結びついていました。

また、生ごみの「一夜干し」による水分の減少の取り組み

がよくわかりま

した。私達の生

活に直結してい

ます。毎日出る

野菜くず、果物の皮、茶がら、魚の粗等はちょっと工夫すれば

10％～50％の水分が飛ばされています。数値化してグラフ

にしてあったのでよくわかりました。私達が少し気をつけて三

角コーナーを置かない、生ごみに水をかけない、濡らさない、

よく絞る等心がけたいものです。

会長さんは自分達のような会が次々と出来て欲しいと願って

いました。

今年初参加

なぜティッシュをトイレで流してはいけないのか一目瞭然

下水の処理の仕組みや放流先の猪名川の水質の変化をパネル展示やテレビモニターで紹介。微生物の力で水を

きれいにしているのです。微生物スゴイ！別のタッチパネルモニターでは、その微生物の顕微鏡写真が見られま

した。俗にいうクマムシやイタチムシもありましたよ。

実験コーナーでは、2つのペットボトルを砂時計のように組み合わせ、一組には中にティッシュペーパーと水

が入っていて、もう一組にはトイレットペーパーと水が入っていました。それらを砂時計と同じようにひっくり

返すと、トイレットペーパーは水とともに落ちていく間に溶けてなくなり、ティッシュの方は、狭い口の部分で

詰まってしまって水が下に落ちませんでした。ティッシュをトイレに流してはいけないのが一目瞭然でわかる、

いい実験でした。

すごろくを使って楽しくお勉強

よ～く比べてみようタッチパネルで学習できます
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コープこうべの目玉はマイバッグ運動クイズ。5

問ほどの設問があり、ひとりが1年間に使うレジ袋

の枚数であるとか、レジ袋1枚を作るのに必要な石

油の量であるとか結構難問で、「コープのエコのは

なし」冊子を読んで、資源の大切さを改めて感じま

した。

コープこうべでは、なんとオイルショックを契機

にマイバッグ運動を始めていたのですね。

回答していただいたエコバッグはシックなグレー

地に楽しいプリントがあしらわれていて洗濯もでき

て使い勝手よさそう。もう愛用しちゃってます。

マイバッグ推進協議会

2018年２月、今回初めて北摂地域すべての自治体（７市

３町）が連携して、マイバック持参の促進とレジ袋を削減す

るための協定を締結しました。ごみを減らし、ＣＯ２の排出

を削減するため、レジ袋の無料配布を中止するのが目的です。

６月から順次、協定を提携した食品スーパーで無料配布をや

めた結果、持参率にどんな変化があったか関心をもって、長

らく持参運動に取り組んでこられた森田さんを訪ねました。

ブースでは「１人１か月で使用するレジ袋の数は約20枚」と

眼をひく表示や多くの買い物袋とパネル展示。予想どおり持

参率は豊中市の場合、協定に参加した７事業所30店舗で、5

月は45.7％だったのが６月には75.8％と急上昇。森田さん

は「問題はこれから。持参率をいかに上げていくかです。」

と真剣な表情。

今、注目を集めている海のごみ。それは分解されないプラスチックごみ。なかでも「マイクロプラスチッ

ク（直径５㎜以下のとても小さいプラスチックごみ）」の汚染が生態系に悪影響を示すパネルもありました。

数々の使い捨てプラスチック製品を出来るだけ少なくする必要を学びました。

環境展に来てくださった皆さんの感想 ～一部紹介します～

持参率は上がった‼

クイズはなかなかの難問！

えッ!!私の考えまちがってるのに気がつきました。改めて、ごみについて考えます／雑紙を新聞などと同じリサイ

クルに出せるとは認識していなかった／ツバメに「ねぐら」があることも初めて知りました。地球温暖化・省エネ

は強く心がけたいです／たくさん遊べて、子供も楽しめ勉強になります。継続してほしいです／豊中に住む生物の

ことが良く分かった／トイレットペーパーの芯とお菓子の箱は燃やしてました（笑）すみません／一つ一つのベー

スの準備ごくろうさまです。ごみ全体の量が減る努力をみんなでやりましょう／昨日も来ました。スタンプラリー

小さい子も押しやすいように台かなにかあるといいと思います。

コープこうべ大阪北地区活動本部

ご存知でしたか？

いくつ解けるかな？

（柿本修一・新開悦子・馬渕康子）
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10月20日、出がけに降っていた雨は観察会が始

まる頃には止んでいました。講師の山口寿先生の案

内で総勢２４人で出発です。

最初、側を走る中央環状線の騒音で聞こえにくかっ

た先生のお話も、静かな住宅

街から阪大構内へと歩を進め

るに従い、いにしえの世界に

足を踏み入れたことで頭にす

んなり入ってきました。大小

のどんぐりが落ちた山道を、

石塚古墳、４号墳、３号墳、

２号墳、５号墳と辿ります。

各古墳は（５世紀末から６世

紀前半と推定される）出土し

た遺物のみ保存され（豊中市

新修市史 考古編）、現在は

跡形もないのは残念でしたが、ミズヒキやヌスビト

ハギなど秋の草花を充分楽しみました。台風の片付

けがまだ済んでいない所もあり、里山の代表コナラ

やアベマキの大木が倒れたり太い枝が垂れ下がって

いたりの光景に胸が痛みました。

最後に訪れた大阪大学総合学

術博物館では、この地で発掘さ

れたマチカネワニの標本やここ

まで辿ってきた古墳群から出土

した埴輪・須恵器などの遺物の

展示、待兼山の動植物のパネル

などを見学し、観察会と併せて

まるごと待兼山を体験できたよ

うに思いました。 （易信子）

豊中の里山探訪 大阪大学キャンパス
待兼山古墳群を歩く

「省エネしようと思っても健康でなくちゃ」との

思いから講座を呼びかけた。10月19日、車イスの

方や90歳の方も参加で16名。講師はほくせつ医療

生協から健康運動指導士の塩尻奈津子先生と健康づ

くり推進理事の平田昭子さん。

医療生協では体操の前に必

ず健康チェックが行われる。

この日も血圧・体脂肪・握力

の測定から。体脂肪測定の時

90歳の方はエラーばかり。

「なぜ？」先生曰く「80歳代

の平均しか出ていないので・・」

との事。入れ直してもエラー。

「手が乾いているからかも？

湿らせてから」とアドバイス。

今度はOK。勉強したな。握力も測ったことのない

人がほとんど。「右利きなのに左の方が強いわ」な

ど新たな発見。

いよいよストレッチ開始。首・肩・腕・背中など

を意識して皆で「い～ち、に～い、さ～ん」と数え

ながら伸ばしていく。その時先生から「息を止めな

いで！」。小休止のあと筋力づくり。「わあ太腿ブ

ルブルする」「足つりそう」などワイワイ。

最後は「野に咲く花のよう

に」の曲に合わせてタオルを

使った体操。後ろから見ると

皆さんはじめて顔を合わせた

とは思えないくらい息がピッ

タと合っている。前かがみに

なっている人も腰が伸びてい

た。

終了後「近頃オーバーワー

クだったので丁度よかったわ」

「友人を誘って来てよかった。

すっきりしたわ」などの感想。最期に平田さんから、

近々開催される嚥下障害を予防する「あいうべ体操」

のご案内があった。 （今井文子）

椅子に座ってストレッチと筋力づくり

自然部会

生活部会



とよなか環境 2018年（平成30年）冬号 NO.64 （通巻第82号）

企業と環境⑳ こだわりの手作り飴をつくる

５

その昔、清掃工場がただただ、目立たない時代が

ありました。市民へのPRはごみの収集部門が担当

して、中間処理の清掃工場は、黙ってごみを処理す

る。市民の見学には、当たり障りのない説明をする

ことが仕事でした。他市に持って行っている灰の埋

め立て地を説明して、叱られたこともありました。

これでは、ごみ問題は解決しない。市民に処理部

門の本音を知ってもらいたい。ごみは、綺麗な言葉

を並べても解決しない。この気持ちが自分自身の環

境問題へのスタートでした。

「清掃工場で、竹炭を作りたいの」「千里川沿い

のごみを拾いながら、清掃工場に行くので、そこで

分別の話をしてほしい」

「生活部会に参加して、清

掃部門から意見を言ってほ

しい」色々な注文が来まし

たが、その都度、清掃工場のPRになるとアジェン

ダを利用してきました。いや利用されてきたのです。

環境に取り組む人は自分勝手な集まりです。（私

を含めて）周りを見る余裕がありません。だから孤

立するのです。笑って、食べて、ゆっくり歩いて、

仲間を増やし、楽しんで豊中の環境を考える、そう

いう人に、私はなりたいのです。

環境とわたし 企画屋本舗
《56》

池田一夫さん

井関食品は、豊南町南にある従業員40人程の飴

製造の会社で、「れんこん入りせきのど飴」や「熱

中飴」の製造販売で知られています。同社は昭和2

0年に菓子問屋として豊中市の服部天神で創業し、

昭和45年には菓子製造業に業種変更して、煎餅や

カステラ等を製造販売してきました。

平成3年頃、当時の取引先としては大口だった清

荒神参道の商店からの依頼で作った飴が「れんこん

入りせきのど飴」でした。現在3代目

社長である井関優さんは当時から

「こだわりの手作り商品を作りたい」

と考えていて、れんこんのしぼり汁

を練りこんだこの飴を作ったのです

が、これは野菜の汁を原料に含む飴

としては日本で最初の製品だったそ

うです。この飴は、咳に効くという

ことで、当初の予想を超え全国から

注文が殺到し、同社が飴製造を専門

にしていくきっかけとなりました。

その後も、井関社長は「こだわり

の手作り飴をつくる」「良いものを

妥当な価格で売る」という方針のも

と、「丹波大豆の飴」「宇治抹茶の飴」等を自ら開

発していきました。

平成7年、ある建築会社からの依頼で作った飴が

「熱中飴」でした。夏場の建築現場では熱中症対策

が不可欠ですが、必要な塩分を飴で補給しようとす

ると塩辛くなりすぎてしまうため、試行錯誤を繰り

返し、クエン酸とレモンの香りを加えることで食べ

やすい「熱中飴」が出来上がったということです。

「夏場には飴は売れない」という飴業界の常識を

覆し、「塩飴」という飴の新たなジャンルを切り開

いたのも「こだわりの手作り飴を作

る」という井関社長の思いがあった

からだと感じるとともに、気候変動

に伴い衣食住を変化させて対応して

いく一例として「塩飴」が登場した

のだとも感じました。

「昔ながらの良いものを作ってい

く会社が少なくなっていく中で、良

質の商品をそれに見合った価格で販

売したい」という井関社長の話を聞

き、「安いものを買う」ではなく

「良いものを妥当な価格で買う」と

いうことが当たり前になってほしい

と改めて思いました。 （荒井秀夫）

事業部会

三代目社長の井関優さん
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2018年9月21日より省エネ推進事業の新企画

｢SNSで省エネをつなぐ マチカネくん駅伝」が始まっ

ています。InstagramかTwitterで参加するという

新しい試みで、これまであまり参加を得られていな

い若者世代をターゲットとした企画です。

マチカネくん駅伝は10色のチーム対抗戦で、前

の参加者から｢マチカネくん○色チーム｣と書かれた

箱を受け取るところから始まります。箱を開けると

チームの色のたすきを掛けたマチカネくんのぬいぐ

るみや、約110項目の省エネの取組みについて書

かれた「省エネカード」が入っています。そのカー

ドの中から自分が取り組む行動を１つ選んで実践す

るわけですが、そこで省エネに取り組んでいる様子

を、マチカネくんのぬいぐるみと一緒に「ぬい撮り」

するところがポイントです。ぬい撮りした写真をS

NSに投稿したところで参加完了となり、次の走者

へつないでいくという内容です。

より多くの人につなげられたチームや、素敵な投

稿をした人には景品を用意しています。2019年2

月28日のゴールまで、果たして何人に省エネをつ

なぐことができるのか楽しみです。 （中島聡子）

マチカネくん激走中！
～マチカネくん駅伝にご参加ください～

10月20日、緑と食品のリサイクルプラザにおい

て第３回「とよっぴー」フェスタを開催しました。

昨年、折からの台風の影響により来場者が激減、設

備も被害を受け開催を躊躇しましたが、堆肥化事業

のアピールや資源循環活動の意義をPRするため実

施に踏み切ったものです。とくに、実行委員会に参

加する市労働組合、市行政各部局、NPOや医療法

人などの熱い支援と協働の取り組みが後押しとなり

ました。

当日は、開会直前に小雨がパラツキ、風がひとし

お強く吹き、決して良いコンデションではありませ

ん。また、こ

の時期は市内

各所で行事が

あり、駐車場

も十分確保で

きないハンディ

があるものの、

多様な出展が

ブースを展開、

多くの家族で

賑わいました。

フェスタの特

徴は毎回、家

族参加が主流

です。サツマ

イモの収穫に

家族で挑戦、

掘ったお芋に笑顔が広がりました。環境への啓発、

遊びや工作体験、防災を兼ねた試食、さらにはお馴

染みの食べ物コーナーなど、農に触れ食べることを

通じて食育を知る機会として提供できた祭典でした。

ちなみに来場者数はスタッフも加え約７００人、

以前に比べ減りましたが、和気あいあいで身の丈に

相応しい、スタッフ一同快い感触の行事となったと

ころです。 （中村義世）

花と緑のネットワークとよなか

第３回「とよっぴー」フェスタ
多彩な出展や取り組みで『農』と『食』をアピール

Let's 省エネ！
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▼今回からニュースレターの

編集に加わりました。思い起

こせば小学５年生で児童会書記となって以来、ん～十

年間会報作りにかかわっています。良いように解釈す

れば何かの縁、悪く言えば腐れ縁。縁の下の力なしを

よろしく。（Ｒ）

▼「編集室」にまた一人メンバーが加わった。これま

でも少しでも解りやすく、正確に伝えたいと皆で意見

を出し合ってきたが、新メンバーの参加で新たな魅力

が出せたらいいなと期待している。それにしても内容

がどう伝わったかを確認するのは難しい。（E）

▼シリアで｢40か月も拘束され｣た後に帰国したジャー

ナリスト安田純平さんの体験記100ページほどを読ん

だ。日本人は金になるかもと武装集団はそれだけを狙っ

ていたようだが命がけの奇妙な体験記。混乱した世界

の断面を実感させられた読後感。（Z）

▼地球は温暖化が進行している、との現象は主流だが、

この現象に逆行する気象が世界中で観測されている。

その一例は南極で地球最低気温、－９８℃を観測した。

この環境で人間が呼吸すると肺から出血し即死する、

という。正に地球温暖化防止対策は苦難に直面してい

る。（S）

▼11月24日豊中の里山を守るカシノナガキクイムシ

被害木調査体験があった。コナラの被害木にラップ、

ホイホイ、ネットと手当して来たのを観察し、はがれ

たラップをネットにやり直した。作業日には季節の花

のご褒美がある。この日はタヌキの溜糞を確認。（M）

▼今年は暖かいと思っていたら急に寒さがやってきま

した。もうインフルエンザも流行ってきていて、学級

閉鎖している学校もでているとか。さらに風疹も流行っ

ているそうです。皆さまお体ご自愛くださいますよう

に。（K）

▼超絶怒涛の空前絶後の2018年も暮れようとしてい

る。あらゆる天災に見舞われ、大停電も経験した。ど

こか他人事に感じていた被災地の方々には到底及ばな

いものの、気持ちに少しは近づけたこと、改めて日常

の有り難味を知れたことは収穫。（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～売り切れまで

さわ病院

おもちゃ病院

2月9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

とよっぴーの有料配布

２月９日（水）、27日（土）

３月９日（水）、27日（土）10:00～11:00

緑と食品のリサイクルプラザ

※1月の有料配布はありません。

ものづくりスピリッツに触れる

パナソニックミュージアム（門真）見学会

1月25日（金）13:30～16:45

市役所第二庁舎集合、解散（往復マイクロバス）

1月4日（金）から受付、定員13人（先着順）

冬の野鳥観察会

2月10日（日）9:30～12:00

服部緑地東中央広場集合、現地解散

２月８日（金）申込締切、定員３０人（先着順）

とよっぴー展

～人の和・資源の輪・循環の環～

2月28日（木）、3月1日（金）10:00～15:00

市役所第二庁舎ロビー

ツバメ営巣調査 豊中・2018 報告会

3月23日（土）14:00～16:00

くらしかん

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。

《広報ﾁｰﾑ》

Ｒ柿本､Ｅ新開､Ｚ奥野､Ｓ猪尾､Ｍ馬渕､Ｋ小林､Ｔ村上

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

https://toyonaka-agenda21.jp/

豊中市立環境交流センター

https://kankyokoryu.jp/


