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それぞれの部会・プロジェクト活動は緊急事態

宣言下を中心に、中止・延期または規模縮小した

ことが多く、開催時には参加者名簿の作成、手指

の消毒・体温測定をするスタイルが定着しました。

竹炭プロジェクトでは、メンバーの情報共有ツー

ルとしてLINEの活用をはじめ、また活動の様子を

環境展で動画配信をしました。

花と緑のネットワークでは、恒例の市役所第二

庁舎ロビーでの「とよっぴー展」をパネル展示の

みに特化したところ、従来に比べ来場者が激減し、

いかにフェースツーフェースの形態が重要かを痛

感しました。一方、家庭での生ごみ容器の助成制

度の問い合わせが多くなっており、外出をできる

だけ避けて家庭菜園などに目を向けるようになっ

たと考えられます。

自然部会では、5月から予定していた「カエル

調査」が6月からとなり、調査適期を逃してデー

タの収集数が少なくなってしまいました。

企画屋本舗のおはなし会「わにわに」は9月か

ら再開しましたが、フェースシールドやマスクを

つけての読み聞かせはやりづらいものでした。

このように、これまでにない活動状況を余儀な

くされたアジェンダ活動ですが、今後はリモート

を用いた新しい試みにもチャレンジしつつ、在宅

では得られない活動を模索していくことになりそ

うです。 （柿本修一）
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withコロナの活動

新型コロナウイルスの世界的な流行が始まって1年と少し。従来通りの生活に戻れる気配はまだまだ感

じられません。アジェンダ活動や環境交流センターの運営においても様々な変化がありました。この1年

のふりかえりと今後の活動についてまとめました。

1年をふりかえって、そしてこれからの活動

2020年度の環境交流センターは、新型コロナ

ウイルス感染症にふりまわされた1年間でした。

臨時休館の実施、緊急事態宣言等の発令による定

員の半減、換気方法の改善など、状況に応じて何

度も運用方法の変更がありました。そうした中で

も、事業を4段階に整理し、できる事業から順に

着手してきたところです。

ただし、3密の回避などの観点から、交流フロ

アの机やキッズマットの設置は、まだ再開に至ら

ず、放課後や休日に子どもたちでにぎやかであっ

た場所は閑散としています。そうしたこともあり、

2020年度の年間の来場者数は9,822人で、前年

度の約半数まで減少しました。

その一方、手作り講座で講師がオンライン上で

説明したり、講演会をオンライン上でもライブ配

信するなど、オンラインの活用は急速に進みまし

た。今後は、来場に限らない市民へのサービス提

供が求められる流れであり、2021年度は、イン

ターネットで会議室の仮予約や空室情報の確認が

可能となるほか、SNSを使った情報発信などを予

定しています。 （廣田学）

●アジェンダ活動

●環境交流センター
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SDGsはアジェンダの一部？

最近、「SDGs」という言葉をいろんな所で目

にするようになりました。豊中市も国の「SDGs

未来都市」に選定されました。しかし、SDGsの

考え方は、急に出てきたものではありません。

そもそも、SDGsが、「我々の世界を変革する：

持続可能な開発のための2030アジェンダ」とい

う国連で採択された文書の中の一部であるという

ことはあまり知られていません。SDGsの説明で

よく使われる「誰一人取り残さない」はこの文書

の中のSDGsの部分の前に出てきます。

国連では、1992年に、もうすぐ21世紀を迎え

るにあたっての課題（アジェンダ）をまとめて、

21世紀への課題＝「アジェンダ21」を作りまし

た。「豊中アジェンダ21」は、その「アジェン

ダ21」を豊中で実現するための「ローカルアジェ

ンダ21」です。それから20年以上が経ち、国連

がその経過を踏まえ、2015年の時点で2030年

に向けた課題をまとめたのが「我々の世界を変革

する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」

です。1999年に最初の「豊中アジェンダ21」

で101 個（第3次では80個）の行動提案を示し

たように、「2030アジェンダ」でもわかりやす

いように17個の目標と169のターゲットを示し

た部分がSDGsです。

SDGsと豊中アジェンダ21の行動提案
SDGsの最後の小文字の「s」は、複数形の「s」

で、その前の「G」つまり「Goal（ゴール）」

が複数あるという意味です。つまり、「ゴール＝

目標」がいくつもあることが強調されており、ひ

とつだけでは意味がないということだと私は解釈

しています。豊中アジェンダ21の行動提案もよ

く似ていて、ひとつひとつを実現させることだけ

でなく、それを積み重ね、組み合わせていくこと

が大切です。

例えば、SDGsの目標4「質の高い教育をみん

なに」の中のターゲットのひとつは「2030年ま

でに、持続可能な開発のための教育及び持続可能

なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び

非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシッ

プ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献

の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可

能な開発を促進するために必要な知識及び技能を

習得できるようにする。」となっています。この

中に、目標4以外のテーマとの関連が含まれてい

ることがわかります。

豊中アジェンダ21の行動提案は「目標」では

ありませんが、例えば行動提案18から21には、

環境学習・環境教育について示されていて、具体

的にはこの提案に沿った様々な取り組みが進めら

れています。この提案に基づく取り組みが、上記

のSDGsの目標4を達成することを意識すれば、

他の提案や他の目標との関連が明確になる上、さ

らに多様な人々と課題が共有できるのではないで

しょうか。そして、このように全ての行動提案に

基づく取り組みを同じように考えて進めることで、

最終的には豊中アジェンダ21で示した課題の解

決につながっていくのではないかと思います。

（井上和彦）

SDGsと豊中アジェンダ21の行動提案について

豊中アジェンダ21の行動提案チェックシートより

エスディージーズ
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3月13・25日に「買い物

から考えるSDGs」を開催し

ました。

13日はサラヤ株式会社の

諸江久美子さんからお話を伺

い、SDGsにつながる商品の

選び方を話し合いました。

天然原料でお肌にも環境にも優しいはずのヤシ

ノミ洗剤ですが、原料のパーム油を調達する現場

で熱帯林破壊を招いていると環境NPOから指摘

されました。重く受け止めた同社は国際認証のパー

ム油しか使わないようにしたり、寄付つき商品の

売上１％を使って「ボルネオ保全トラスト」など

熱帯林保護活動に取り組むようになりました。

参加者からは熱帯林保護活動の内容を詳しく知

りたいなど活発に質問・意見が飛び交い、「サラ

ヤのような会社が増えてほしい」「買い物に気を

配る必要が分かった」など多くの意見が寄せられ

ました。

25日は商品をSDGs視点で購入するための

「育てる・運ぶ・つくる・売

る」という4つの観点でとよな

かESDネットワークの上村さ

ん指導のもと「お買い物ガイ

ド」を作りました。

例えば牛乳を買うとき陳列

棚の後ろから取れば、前にある売れ残った牛乳は

破棄され、無駄になってしまいます。一方で廃棄

するほど作りすぎるのは環境破壊につながり、作

りすぎた分や廃棄の費用は回り回って売価に上乗

せされ、消費者が負担することになります。

つまり「SDGsの視点」というのは、必要な買

い物も我慢して、飢餓で苦しんでいる人を救う聖

者になりなさい、ということではなく、今の豊か

な暮らしはそのままに、食品ロスなどの無駄を出

さない、ということなのです。

参加者は買い物の段階から「できるだけごみを

出さない」ことを意識する、など普段から心がけ

ていることを出し合いながら、各自の「お買い物

ガイド」を作りました。 （下司聖作）

買い物から考えるSDGs
ESDセミナー環境交流センター

玉ねぎ染めと玉ねぎはがき

3月11日にリ

サ イ ク ル 工 作

「玉ねぎ染めと

玉ねぎはがき」

を開催しました。

密を避けるため

参加者を２つの

グループに分け

て少人数で作業が行えるように工夫しました。

①染め物体験

開始前にあらかじめ玉ネギの皮を鍋で30分ほ

ど煮ておきました。参加者が輪ゴムやビー玉、割

り箸・洗濯バサミなどを使ってハンカチサイズの

さらしを好きな形にデザインした後、鍋に入れて

３０分ほど弱火で煮ます。軽く水洗いした後、ミョ

ウバン水に入れて３０分ほど置いておくと…まる

でお日さまの光のような暖かいオレンジ色に染め

あがります。

②紙すき体験

牛乳パックから作ったパルプ（紙の原料）を水

に溶かしたパルプ液に、玉ネギの皮の煮汁や玉ネ

ギの皮を細かくパウダー状にしたものを混ぜて紙

すきをしました。

参加してくださった１０名の方それぞれが、世

界に１枚だけの素敵な作品を作ることができまし

た。今回の企画で、玉ねぎの皮は染め物や紙すき

として活躍するだけではなく、煮出したものを

「玉ねぎ茶」として飲むと栄養も取れると知り、

今後玉ねぎ料理をする時は皮を捨てずに取ってお

こうと心に決めました。

環境交流センターでは、家庭の不用品や身近な

材料を利用し、暮らしを

便利にするような手作り

工作の講座「リサイクル

工作」を定期的に開催し

ています。工作って楽し

いですね。 （吉永恵子）
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「昔々ある所に…」のお話に出て来そうな

場所の話を聞いてください。千里緑地帯です。

メジロ・キツツキの他たくさんの小鳥やキツ

ネ、テンもいます。里山などは人の手が入ら

ないと荒れると言います。その防止に竹林の

間伐があります。私たちは切り倒した竹を使っ

て竹炭や竹製品を作っています。貴重な自然

を残すためにも大切な作業だと思っています。

私と竹炭の出会いは「広報とよなか」です。

半信半疑で申込み驚きました。こんな都会で

炭が焼けるとは…。もちろん男性ばかりでし

た。山に入り各自ノコギリで竹を切り、肩に

かついで山を下りるの

ですから。

しかしそのおかげで

しょうか…

ある日家の近くを歩

いていると美人に声を

かけられました。「失礼ですが、その足どり

は何か運動をされているのですか？」と。

「竹林歩きが良いのかも」と意気投合、その

方も入会されました。現在は女性会員が次々

と増えています。

環境とわたし
竹炭プロジェクト

《６3》
大浦 慶子さん

※前回の環境とわたしは62回の誤りでした。訂正しておわびいたします。大変失礼いたしました。

創作コロッケ開発で有名な合同食

品㈱。同社の和田社長には、事業

活動を通して「川上（農業）～川

中（製造、流通）～川下（消費者

の方へ販売）までを一貫して、美

味しくて安心なコロッケで繋ぐ」

という夢があります。

川中では、食品添加物を使用せず

に安全で自然な素材にこだわって

コロッケを製造するとともに、名

神口の新工場の一角には多目的ルー

ムを設けており、将来、子ども達

を対象にコロッケ作り体験ができ

る食育イベントの場としての活用

も考えられています。

アジェンダ21の花と緑のネットワークでは、市

内農家による豊中産ジャガイモでコロッケを製造

できないか、あるいは「とよっぴー農園」で育て

ているジャガイモを使ってコロッケ教室を協働で

開催できないか、など相談をしてきました。同社

からは教室開催のご理解を得ていますが、コロナ

下の状況から躊躇しています。コロナが収まり、

ジャガイモの収穫と教室が開催できれば、「とよっ

ぴーコロッケ」の誕生となり期待が膨らみます。

川下では、2020年4月に岡町・

桜塚商店街に直営店「magoコロっ」

を開店しました。元は南桜塚の住

宅地で13年営業していた店舗が移

転したもので、商店街の客層や

「新しい生活様式」とマッチし大

変盛況になっています。また同社

は「コロッケ通信」を毎月発行し、

人と地球の健康についての啓発も

されています。

以上、3回に渡って紹介した同社

の取り組みは、豊中での事業活動

を通して多様な人々と協力・交流

する中で、日本各地の地域振興に

寄与し、日本の農産物の付加価値を高めて農業を

持続可能なものに変える一助となり、人々には自

然と調和したライフスタイルを意識してもらう機

会を提供するという、多方面へのよい影響が継続

して期待できるすばらしい事例です。

これからも社会貢献や地球環境を視野に入れて

頑張っている事業者を紹介し、読者の皆さんには

経済・社会・環境の3側面の調和がとれた未来の

姿に思いを馳せていただきたいと思います。

（中村崇之）

経済・社会・環境の調和が取れた未来をめざして
合同食品株式会社vol.3

事業部会

企業と環境㉖
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パネル展示のみに活動の限界

を知りました

花と緑のネットワークでは、

毎年度末近く「とよっぴー展」

という行事を市役所第二庁舎ロ

ビーで開催しています。

昨年は新型コロナウイルス感

染症の影響もあり中止しました

が、本年は３月４・５日の２日

間、来場者との会話や説明を

全くしないで「活動パネル」

展示のみに限定して実施しま

した。

以前は会場のメインの場所（一番耳目を引く位

置）に前日の給食残パンを展示し、来庁者が注目

する際、お声をかけて食品ロス問題や「とよっぴー」

の製造を軸にした資源循環啓発について動態（農

器具や栽培野菜の展示等）・静態（パネル）物を

見てもらいながら活動への理解を深めていただく

こととしていました。

しかし、今回は静態物だけのパネルでは興味や

関心いただくことは大変しんどく、２日間で５６

人の来場という寂しい結果でした。

人を寄せ付けるには特効薬は

ありません。難しいことが現実

です。でも自由閲覧の限界を知

る一方でアンケートへの自由記

入もあり、そのうちの三つを紹

介して、反省材料が多かったイ

ベント事例として報告します。

①食品など、毎日暮らしから出

るごみを自分のこととして考え

るきっかけの運動だと思います。

食品ロスに関心があります。

②食品ロスのゼロに気をつけたいと思う。環境問

題が今、注目されているので良い取り組みですね。

③It is very interesting idea I really encourage

it best wishes in the future

＜とても面白い（興味深い）アイデアです。私は

本当に奨励（推薦）します。未来のために祈りま

す＞エジプトの方より。 （中村義世）

先般、花と緑の岸田さんがお亡くなりになられました。小学校

でのお米づくりや環境教育に私心を忘れ奔走されていました。岸

田さんのこの間のご活躍を哀悼の意を捧げつつ語らせていただき

ます。

10年以上前ですが、豊島公園の環境情報サロンで作業をしてい

る時に、自然部会の当番で来られており、それが岸田さんとの初

めての出会いです。その頃、給食の食べ残しを減らすためには農

業の大切さを知ってもらうのが一番と花と緑のネットワークは、

市内全小学校に菜園アンケートをお願いしました。それに応じて

いただいた学校へ野菜作りのアドバイスを実施したところ、野菜づくりに勤しむ岸田さんは農業人と

して徐々に本領発揮していただき、おかげで少しずつ出前講座も受けてもらえるようになりました

（後でわかったことですが、前職が物販プロで話術もすごい！ことが判明）。長年一緒にあちこちの

学校へ行き、よき相棒であり私の農業の先生でした。子どもたちを笑わせながら意見を引き出し、時

には生物学者にも経済学者にもなった温かい岸田さん。その姿をいまだに思い出します。

組織にとっても無念なら、ご家族にとってもの無念の一語と思います。 （高島邦子）

コロナ禍の「とよっぴー展」
花と緑のネットワークとよなか

岸田興次さんを偲んで

例年なら部会の方がご案内する
ところですが…
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生活部会員としてふりかえり、次につなぐ

6

2020年10月に生活部会活動の締めくくりとな

る「エコライフカレンダー活動20年の軌道展と写

真展」を開催し、一部引き継がれる事業はあるも

のの、従来の活動は終了しました。

活動はCOP3で京都議定書が採択された1997

年に始まりました。国・行政・事業者・市民も環

境国家建設の理想に燃えていました。個人的には

会社勤めの区切りと同時に始めたボランティア活

動でした。それまでの通念とは異なる場面に戸惑

うことも多かったものの、一市民としての生活が

そこにありました。新たな同志、多くの方々の協

力・支援を頂き歩んだ歳月は、忘れがたい貴重な

人生の一部になったことは確かで感慨深いもので

す。

この20数年間に日本社会は地球温暖化・異常気

象による災害の多発、東日本大震災そして新型コ

ロナと大きく揺れ動き、今までにない変革・危機

に直面しています。こんな時代だからこそ、開か

れた行政・事業者・市民の協働の精神・理念に基

づく行動が求められる時だと思います。

今ある存在は過去から現在へと刻まれた歴史の

延長線上にあります。そうした意味で、生活部会

の活動・取り組みがアジェンダ21の歴史の中に生

きている、と信じたいです。 （宮田健）

生活部会

～お知らせ～
生活部会は体制を一新して活動を継続す

ることにしました。当面はごみ問題など

のテーマに取り組みます。興味のある方

のご参加をお待ちしています。

2月20日、中央公民館視聴覚室にて自然学習

講座「川づくりは街づくり」を開催しました。新

型コロナウイルスによる緊急事態宣言の発令下で

の室内講座のため、検温や手の消毒など、ややも

のものしい受付になりました。また参加者数も1

1人で、人数的には寂しい開催となりました。

講座は神戸市西方を流れる小さな福田川を拠点

として「いい川いいまちづくり」をモットーに、

生物多様性確保プロジェクトや川を活用した地域

交流活動などを行っている福田川クリーンクラブ

の村上健一郎会長に、どのような活動をされてい

るかをお話しいただきました。

福田川は全長約8㎞の小河川で、上流は過去の

排水流入や環境改変で汚れており、下流の方がむ

しろきれいな珍しい川です。支流は秘境的な環境

も残るなど、特徴ある都市河川のようです。活動

は水質調査や生き物調査、清掃活動のほか、1箇

所で兵庫県の土木事務所神戸市漁業協同組合にも

協力してもらって水辺のビオトープを構築したそ

うです。また川辺で「福田川夜祭」などを開催

（2020年は中止）して、近隣住民と協働して街

おこしにもつなげているそうです。

ややもすると注目されることが少ない豊中の天

竺川に置き換えて、保全や街おこしなどで大いに

参考になる

活動だと思

いました。

（柿本修一）

川づくりは街づくり
自然部会

福田川クリーンクラブFacebookより（上下とも）
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▼3月となり、例年のように年

度末の締めくくりをせねばな

らぬが、今年は思いのほか積

み残しが多い。報告作成や年末調整などの事務仕事以

外に、人間ドッグや歯の治療など、コロナの影響で後

回しになっているのもある。そういえば、また体重が

増えた。（Ｒ）

▼「花森安治と暮らしの手帖展」での事。そこで貫か

れている丁寧に暮らすという暮らし方を私のそれに重

ね考えた。水回りの掃除にはマイクロプラスチックに

よる海洋汚染を減らすため、アクリルたわしやスポン

ジを止め、木綿布で挑戦中。使い勝手も上達中。（E）

▼家の向かいの住宅地が駐車場になり、春日神社の森

の向こうの山の端からの日の出が２階のベランダから

見える。今年は初日の出が拝めた。日の出の時刻は早

くなり、真東に移動している。そろそろ森の向こうの

千里のビルの間から昇る。夏至の頃は？（M）

▼年４回のニュースレター発行、前任者から引き継ぐ

際、それほど重荷でないと思ったが、思うと実際では

大違い、読み手の心をつかむ情報提供とは何か、編集

会議で苦悶する。安請合いに自己反省。（Ｎ）

▼最近の休日は韓国ドラマにハマっています。きっか

けは友人の勧めでした。一話が長く、毎話映画を観て

いる気分になります。新年度はドラマや映画を沢山観

てエンターテイメントに触れたいです。（Ｙ）

▼生ごみは畑に埋めているが、ダメにしてしまった野

菜や果物も割とよく「ごめんなさい」している。芽が

出て干からびていたじゃがいもを埋めた記憶がうっす

らあったのだが、気が付くと葉が生い茂っていた。今

年はじゃがいも!?永久不滅の0円農園。（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（祝日の場合はお休み）

10:00～売切れまで

さわ病院

おもちゃ病院
毎月第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
6月12日（土）、23日（水）

7月10日（土）、21日（水）

10:00～11:00

緑と食品のリサイクルプラザ

リユースコーナー
６月８日（火）～7月4日（日）

9:00～17:00（7月4日は13:30まで）

環境交流センター

7月4日（日）14:00に抽選、搬出は各自

豊中の里地探訪 小曽根村地域・

天竺川堤防から高川堤防へ
6月23日（水）

9:30 阪急服部天神駅東改札口集合

12:00 現地解散

定員15人（先着順）

6月20日（日）締切

とよなか市民環境会議アジェンダ21

令和３年度総会
6月28日（月）14:00～15:00

環境交流センター

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

https://toyonaka-agenda21.jp/

豊中市立環境交流センター

https://kankyokoryu.jp/

《広報ﾁｰﾑ》

Ｒ柿本、Ｅ新開、Ｍ馬渕、Ｎ中村、Ｙ山田、T村上

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事が中止や延期になる場合があります。ご了承ください。


