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■ 親子エコバスツアー「大阪ガス・ガス科学館の見学会」に行ってきました！    

去る 7 月 30 日(木)天候に恵まれ 30 名が大阪・高石市の泉北工場にある「大阪ガス・ガス科学

館・泉北工場」見学会に参加しました。午前

10 時に市役所を出発し、5 時に帰着、楽しく有

意義な見学会を終えました。 

往きの車中、上土会員から当会議の構成や活

動について説明をし、続いて小林委員から「実

験やガスの予備知識をクイズで解説」しました。

園児にもわかりやすく、参加された子どもたち

は「ハーイ！」と元気よくクイズに答え、天然

ガスの理解を深めることができました。  

●ガス科学館と
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天然ガス製造工場の見学 

最初にシアターに入ると、皆の姿が大画面に映し出さ

れ

目

がＬＮ

Ｇ

会員らから子供用の「現地の見学クイズ」を行いましたが、子供たち全

員

組かあり、去年より
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田会員、上土会員） 

大喜び！子供たちが審査員となって参加する「ロボッ

トコンテスト」が上映され、宇宙ロボットの案内で「天

然ガス」について学習。スタジオスペースＱでは、宇宙

ロボットがクイズを！動物たちが回答、ここでも興味し

んしん！「地球環境問題」を理解。その他「化石燃料、

天然ガス」について学習。実験ステーションでは天然ガ

スに代わる液体窒素（-196℃）に、風船・布を浸けるな

ど、最後にゴムボールを！そのボールを落下させると「バ

を輝かせ「冷熱」について学習。その他「熱の伝達、気

体の温度と比重、パスカルの原理など」について実験で科学の不思議を体験しました。 

最後に広大な天然ガス（ＬＮＧ）工場をバスで見学、ラッキーなことに「ジミー大西」

ーン！」と粉々に粉砕し、子供たちは

タンカーに鮮やかに描いたＬＮＧタンカーを見ることができ、皆感激！ 

●輝いた子供たちの目 

帰りの車中では、園田

全問正解で、この日の見学内容を、子供たちがよく理解してくれたことが感じられました。ま

た、大人と子供で取り組む「地球が大変だ！環境クイ

ズ」や「エコクロスワードクイズ」など、クイズ三昧

でしたが、あっという間に市役所に帰着。暑い時期で

したが、車中・ガス科学館ともに冷房環境で、快適に

無事故の見学会ができました。 

昨年に引き続き参加の親子が何

段と成長した姿を見せてくれたのが、スタッフとし

て、とても嬉しく思いました。 

（小林委員、園



■ 自然観察会・研修会                        

今年も４月に水度神社の社務所の近くでかわいい《フクロウ》の幼鳥が観察され、城陽の森にも徐々に自然

が回復しているのが感じられます。 

 

○自然観察会(２回開催)  

5月16日〔27名参加〕古川流域で野鳥を中心に観察会を行いました。

水質検査では B 地点で COD が少し高めでしたが問題なし、拾ったごみ

10ｋｇ、野鳥 19 種類が確認できました。ふ化後４日くらいと２０日くらいの

ケリの幼鳥を捕獲し、標識番号の入った足輪をつけてみんなで放鳥し感

激でした。また自然のロマンも感じました。 

7 月 4 日〔23 名参加〕古川流域で水辺の生きものを中心に観察会を行

いました。城陽市で身近なカメ類４種類の見分け方。｢水辺で遊べる古川

をつくる会｣のご協力でゴム長やゴムボートをお借りして、久しぶりに童心

に返り、ボートに乗り水辺の目線での淡水魚や水棲生物全般の捕獲観

察をしました。 

 

○自然研修会（2回開催） 

６月７日〔32 名参加〕『栗東自然観察の森』バスツアー。 栗東自

然観察の森は１４ｈａの広さで鳥；35 種類、植物（シダ）；24 種類、

樹木；234 種類、草；279 種類、その他哺乳類（ヘビ、ねずみ、もぐ

ら）が観察される。黒松：赤松の違い。食虫植物(ﾓｳｾﾝｺﾞｹ)、カク

レミノ（ｸﾞｰ・ﾁｮｷ･ﾊﾟｰの木）、名前でイヌの付く木は有用植物など、

また公園全体が環境に配慮した構造(側溝に落ちた虫などが這

い上がれるように斜めに所々きってある）になっているなど、宇治

市にお住まいの佐々木さんの案内と説明を受けました。また和の

色とは？ [桜色・露草色・若草色・松葉色？？] 何色と質問されて考

クワク体験ではキーホルダーづくりに夢中になり、栗東自然観察の森の自然のすばらしさを満喫して帰りまし

た。 

えてしまった。勉強にもなった。自然ワ

８月２２日〔17 名参加〕『橿原市昆虫館』バスツアー。新聞の報道によると外国産のカブトやクワガタムシの輸

入量が毎年激増し 2007 年には 200 万匹を超えると伝えていまし

た。これだけ大量の虫たちが輸入されているということは、それだ

け原産国で大量に捕獲されているということですね。原産国の生

態系に悪影響を与えないかと心配されます。 昆虫館の標本展

示室 1 では、地球の誕生から現在までの生物の進化を中心に化

石などを通して、大昔の昆虫や昆虫の祖先たちとの出会い。標

本展示室 2 では、自然の中での昆虫たちの不思議ですばらしい

生活、世界中の美しい昆虫や面白い昆虫の標本がずらりせいぞろいしていた

の林を再現した大ジオラマと組み合わせて、最近見ることの少なくなった、タ

ガメやゲンゴロウなどの水棲昆虫やカブトムシ、ナナフシなど昆虫をいきたま

ま展示していました。また放蝶温室では、ヤシやハイビスカスなど、亜熱帯地

方の植物や花が咲きみだれる中を木津川の堤防でも最近見られなくなったこ

の温室では一頭しかいない「ジャコウアゲハ」や日本最大のチョウ、オオゴマ

ダラなどのチョウが優雅に飛び交うさまにしばし見とれてしまう放蝶室でした。

車中のクイズにも出てきましたが日本の国蝶；【オオムラサキ】を放蝶室でも観

察しましたが、昆虫館すぐ近くの甘橿丘の自然の中で【オオムラサキ】を発見

したのは参加者一同感動しました。(井手委員) 

。生態展示室では、大和盆地

（２） 



 

○市民団体・事業者の環境活動の紹介、グリーンカーテン取組み紹介。
○環境大臣賞を受賞したエコバックの展示をします。

協力：環境省、京都府再資源化事業協同組合、エコ・ポート長谷山
　　　城陽生きもの調査隊、NPO法人ビオトープネットワーク京都

あなたの家庭のエコライフ度を診断し、省エネ方法など紹介。家計にもお役に立ちます。
※　電気・ガスの検針票をお持ちください。

※○対象　市内在住の方　○定員　２０名（先着順）
　○参加費　５００円（材料費）　○申込み　事務局へお電話

古着をぞうりにリサイクル！オリジナルのものをつくってみませんか

協力：京都省エネ住宅・省エネリフォーム普及協議会

※○定員　20名（先着順）　○参加費　無料　○申込み　事務局へお電話で

温暖化防止のためには省エネが大切。でも、がまんだけの省エネは長続きしない
し、時には健康に悪影響を及ぼすことも・・・そこで省エネリフォーム。一度お話
をきいてみませんか？

環境フォーラム　　　文化パルク城陽

市内小・中学生の皆さんが、環境に関する作文の朗読、環境活動の展示
発表を行います。“地球の将来”を大人だけでなく、子供たちも真剣に
考えていることを知ってください。

　「ぼくたち、わたしたちの環境問題」
－環境作文発表会・環境活動報告会－

市民プラザ　午後１時～
[コメンテーター]
元総務省行政相談員

　　　　澤田　榮氏
エッセイスト

　　　　古川　章氏

協力：エコ・ポート長谷山

30年後、北極がなくなる・・過酷な環境変化の中、生きる
ことをあきらめなかった一匹の白くま「ナヌー」の物語

　　　　「北極のナヌー」上映
文化パルク城陽　プラムホール　開場：午後６時～　上映：午後７時

講　師：近畿大学教授、京都省エネ住宅・省エネリフォーム普及協議会　岩前　篤氏

環境展示　市民プラザ　午前11時～午後4
時

我が家の省エネ診断　市民プラザ
　　　　　　午前11時～午後1時・午後3時10分～4時

布ぞうりづくり体験教室　第４会議室（3F）午前10時～

地球温暖化防止教室　～省エネ リフォーム勉強会～
　　　　　　　　　　　　第３会議室（3F）午前10時～

                                      （３） 



■ イベント案内                         
 

 

 

 

 

◆第 3回 自然観察会 
 
◇日時：10 月 18 日（日） 午前 9 時集合～12 時解散 
    (集合・解散場所 プラムイン城陽駐車場) 
  ※雨天中止（判断しかねる時は、当日 8:30～8:45 に事務局へ

問い合わせてください） 
◇講師：中川宗孝氏（環境生物研究会） 
◇観察場所・内容：鴻の巣山、キノコを中心に動植物の観察 
◇対象：市内在住・在勤者 
◇参加費：無料 
◇参加方法：10 月 9 日（金）までに事務局に電話で申し込み 

（土日祝日を除 9:00～17:00） 

知ろう つくろう みどりの城陽 
「城陽市緑化まつり」開催！ 

10 月 18 日（日）10:00～16:00 
場所：鴻ノ巣運動公園  雨天決行 

緑化まつりにブース展示を

します！ 

☆パネル展示 
カメ・カエル・タンポポ・ド

ングリの外来種と在来種の

見分け方とは・・。 
☆鴻の巣山のキノコ展示 
☆動物展示（カメ・カエル・

ヘビ）実物を見て学ぼう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第 22 回環境まつり 
 
◇日時：10 月 25 日（日） 午前 10 時集合～午後 3 時

※雨天中止（延期開催はありません） 
◇場所：洛南浄化センター運動広場・クリーンピア沢 

(八幡市八幡焼木 1 番地) 
◇催し物：エコカー展示、リサイクル市、フリーマーケ

ット、うまいもの横丁、自転車タクシー・人力車に乗れ

ます！ 

◆お知らせ 
 
平成 15 年 10 月 25 日の発足時から会長を務めていただいた、澤田 哲氏が、8 月 31 日付けで

退任されました。次期総会まで、副会長の大野和宣氏が会長代理として職務を代行されます。 

環境まつり会場へのアクセス 

－車－ 

宇治方面から：久御山田井交差点を

西に進み、淀大橋手前を左折約 1 ㎞ 
八幡・橋本方面から：御幸橋の 1 本

目を渡り右折約 1 ㎞ 
－電車－ 

京阪八幡市駅下車徒歩 20 分 

 

 

株式会社平和堂 

アル・プラザ城陽 
 

平和堂は環境問題に 

積極的に取組んでいます。

 

城陽商工会議所 
 

頑張る経営応援します！ 
城陽市富野久保田 1-1 

TEL0774-52-6866 

環境と調和する資源の有効利用 

近畿砂利協同組合 
理事長 吉川武男 

城陽市富野荒見田 51 番地京明ビル 2F 

TEL52-0187／FAX52-3916 

地域社会の発展に奉仕する 
城陽金融会   

京都中央信用金庫 京都銀行 

南都銀行 京都信用金庫  

京都信用保証協会 

 

東城陽ゴルフ倶楽部 
 

京都府城陽市寺田奥山 1-48

0774-52-1161 

 

株式会社 ミズホ 
 

私達は環境を考える会社として 

今、生まれ変わろうとしています。

次の方・団体から賛助会費をいただきました。誠にありがとうございました。 
イズミヤ㈱大久保店、京都城陽ロータリークラブ、近畿砂利協同組合、東城陽ゴルフ倶楽部、サント

リー食品工業㈱宇治川工場、㈱城南工建、城陽金融会、城陽市役所、城陽商工会議所、星和電機㈱、

玉井開発、長池工業㈱、㈱長尾組、日本観光ゴルフ㈱城陽カントリー倶楽部、㈱平和堂アル・プラザ

城陽、㈱ミズホ、森澤博光           ※平成 21 年 6 月末現在（五十音順・敬称略) 

     事務局（市役所３Ｆ環境課内）TEL:56-4061／FAX:56-3999    （４）           


