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 （１） 

新年明けましておめでとうございます 

 昨年は、「生物多様性とは何だろう？」が語られた年でありました。

名古屋では生物多様性条約締約国会議（ＣＯＰ10）が開催され、同じ時

期に、城陽ではアズキガイという希少生物の陸産貝類の生息が確認され

ました。11月の城陽市環境フォーラムでは、多数の市民に参加いただく

なか、市内に生息する希少な生物とその保全の紹介、自然エネルギー活

用事例などを報告いたしました。 

城陽環境パートナーシップ会議は、市、市民、市民団体、事業者のパ

ートナーシップにより、地域の環境保全、地球環境保全に向けて取り組

んでまいります。 

会員のみなさまには、本年も変わらぬご支援を賜りますようお願い申

しあげまして、新年のご挨拶とさせていただきます。  

会長 大野和宣 
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★申し込み、問い合わせは、どちらも城陽環境パートナーシップ会議 事務局 （環境課） 

 ５６－４０６１へお電話で＜土日祝日を除く９：００～１７：００＞ 

 

  

 古川流域に生息する鳥類の自然観察で

す。オオタカやイソシギ、豊かな河川環境

の指標となるカワセミなどを見ることが

できるかも・・・。冬の古川流域を散策し、

豊かな自然を感じてみませんか。帰りには

美化活動も行います。 
 

◆日程：2月 19日（土） 9時集合・出発 

12時解散 

〔集合・解散場所〕 寺田西小学校 

※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） 

◆観察場所：古川流域 

◆講師：環境生物研究会 脇坂氏、岡井氏 

◆内容：野鳥観察会 

◆対象 市内在住者 

◆参加費：無料 

 

 

夏に城陽で収穫した天日干しのゴーヤを

使います。環境にも健康にも良い料理に挑

戦してみませんか。もちろん城陽産「菜の

花油」も使いますよ！  
 

◆日時：1月 30日(日) 集合 9時 15分 

解散 13時 

◆場所：寺田コミセン 調理室 

◆講師：管理栄養士 木下穂支子氏 

◆献立：「豆と野菜のスープ」 

「ゴーヤと沢庵の土佐炒め」 

「ごぼうと塩昆布のかき揚げ」 

「黒豆のパウンドケーキ」 

◆参加費：800円（当日徴収） 

◆対象：市内在住・在学・在勤の人 

◆定員：先着 20人 

◆持ち物：エプロン・三角巾・タオル・ 

ふきん・筆記用具 

冬の自然観察会 

 

 

エコクッキング

参加募集 
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■ 講演会 「みんなで学ぼう！生物多様性ってなんだろう？」        

2010 年は、生物多様性の保全及び生物多様性の構成

要素の持続可能な利用について話し合われる『生物多

様性条約第 10 回締結国会議(COP10)』が名古屋で開催

されました。 

 当会議においても、環境フォーラムにおいて、生物

多様性に関する講演会や報告会を開催し、生物多様性

の保全等について理解を深めることができました。 

講演会では、COP10 に携わっておられる環境省生物

多様性地球戦略企画室長の鳥居敏男氏を講師に招き、

生物多様性の保全に関する背景や、私たちにできるこ

と等について講演いただきました。 

また、報告会では、滋賀県立琵琶湖博物館の中井克樹氏、天王寺動物園名誉園長の宮下実

氏、当会議運営委員の中川宗孝により、城陽市内外の希少な生き物の生態や保護活動につい

て、報告いただきました。 

当日は約 150 名もの方に参加いただき、多くの方が生

物多様性の保全等について、理解を深められたものと思

います。 

参加者からは、「わかりやすく楽しい講演だった」、「自

然環境の保全は地域の力が必要と感じた」といった感想

をいただきました。 

 

■ 和風電気自動車「MEGURU(めぐる)」がやってきた！    文：岡田会員   

 城陽市のベンチャー企業が製作に携わり、外装が漆

塗り、内装は竹のフロアーや和紙のドアーなどで作ら

れた和風の三輪電気自動車｢MEGURU：循環社会を意味し

ている｣が展示され、子供たちが乗り込んで楽しみまし

た。MEGURU は日本テレビ｢バンキシャ｣、読売テレビな

どテレビ新聞雑誌などで数多く報道され、昨年末の大

阪活力グランプリ賞も獲得し、開発メンバーは今宮戎

神社の宝恵駕行列に招待されました。その他、これか

らの超高齢化社会で城陽市のような狭い町でも歩いて

いる人にも危害を与えることの少ない、安全に運転できる 1 人

乗り電気自動車とか木津川市で国土交通省の実証実験（防犯パ

トロール）に使用されている２人乗り電気自動車などが展示さ

れました。また、２人乗り電気自動車のリチュウム電池のエネ

ルギーを利用して焼いた、城陽市の特産物｢寺田イモ｣が来場者

にふるまわれました。城陽市も地球に優しい、人に優しい町に

なることを期待しましょう。 

 



                                      （３） 

■ 親子環境工作教室                      文：芦原委員  

 

「自然エネルギーって何？どんないいことがあるの？」をテーマに、第１部と第２部に分

けて実施しました。第１部はエースポイントシステムズの清水輝夫先生の自然エネルギー講

演会。第２部は自然エネルギーを利用したおもちゃの「ソーラーフロッグ(かえる)」作り。 

 講演会では清水先生から我々が日頃耳にしている自然エネルギー(太陽光発電・風力発電・

ＥＶ自動車)について、エネルギーの必要性や各国の現状と問題点、更には自然エネルギーが

目指すもの(大きくは温暖化防止)などを、短い時間にも関わらずわかりやすく語って頂きま

した。目から鱗が落ちる内容も多々ありました。た

だ聞く側の年齢層が小学校低学年が中心であり、先

生の話がすぐに日常活動に広がるのは困難な気がし

たのが少し残念でした。 

 ２部の工作に関しても、限られた時間の中で工作

品を完成させるのは少し難しいというのがその場の

印象でした。子どもさんよりサポートされるお父さ

んやお母さんが悪戦苦闘されている姿が微笑ましく

もありました。しかしスタッフの中に卓越した工作

技術を持つ人が数人おられ、彼らの的確なアドバイ

スもありなんとか時間内に参加された９組の親子の

工作が完成。かえるが飛び立つ姿に歓声をあげまし

た。 

 最後に清水先生が、環境問題は一度に解決するも

のではなく、みんなの日頃の努力が必要と総括され

ましたが、まさに本日の親子工作教室もそれを象徴

していると思います。将来に期待を馳せた一里塚と

もいえる親子環境工作、けが人も無く胸を撫で下ろ

しています。 

 

■ 布ぞうりづくり体験教室                   文：米田委員  
 

 環境フォーラムでは毎年、布ぞうり教室を開催
しています。 

エコ･ポート長谷山の講師の方も毎回早く出来
上がるように工夫してくださり、参加された方の
ほとんどがその日のうちに 1 足分を仕上げて帰ら
れました。 

 この布ぞうりは、床からの冷たさもなく床も掃
除ができ、しかも古着で作れるという優れもので
すが、年々参加者も減少しています。次年度は多
くの方に参加していただけるものを検討したいと
思っております。 

 

 

■ 夏休みエコチャレンジ取組紹介と他団体の展示                 
  

市内の小学４年生が夏休みに家族と共に取り組んだ「エコ生活」の最優秀賞 6 人、優秀賞
9 人、努力賞 10 人の計 25 人の取り組みを展示
紹介しました。どれもすばらしい取り組みばか
りで、家族で環境のことを意識していただく良
い機会になったのではないかと思います。 

他団体からは城陽の自然環境についての展示
や、ペットボトルのキャップからベンチ、マッ
トなどへ、ビンや端布から素敵なアクセサリー
へ変身させるなど、身近な取り組みの 1 つであ
る「リサイクル」についての展示をしていただ
きました。 



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

 移動の省エネチャンピオンは自転車！             文：小林委員 

 

1.年々増える自家用車の CO2 排出 

 冬季は寒いので暖房・給湯で春秋の約２倍のエネルギーが使われています。家庭における

CO２排出量の１位は「自家用車」で 30％と増加傾向、２位「給湯」は 14％、

３位「暖房」は 12％と減少傾向にあります(2008 年)。家庭にあっては、

「自家用車の使用を控える」ことが地球温暖化防止に役立ちます。 
 

2.自転車は人類史上大発明！ 

自転車が発明されてから 200 年になろうとしている今日。世界中で広く

多く使用されているものの、その発明に対し評価する人は少ないです。自

動車が便利なことに異論はないが、移動の消費エネルギーという観点から

すると、自転車は「人類史上の大発明」といえます。車輪のように回転し

て移動する動物はいません。普通、人間や動物の場合、足を前後に振って

歩き、そのとき必ず後ろ足を止めて前に戻します。このときに戻すエネル

ギーが必ず要ります。しかし、自転車は「ペダルを漕ぐ回転運動」であるからエネルギーロ

スが極めて少ないです。その上、車軸には回転抵抗を減らす「ベアリング」が、そして車輪

には「空気ゴムタイヤ」が多少の凹凸を吸収し、スムーズに移動できる利点があります。 
 

3.自転車は最高の乗物！ 

例えば「ただ歩いている人」は、1km歩くのに体重 1gあたり 0.75 ｶﾛﾘｰを使います。「自動

車」は 0.8 ｶﾛﾘｰ。ところが「自転車に乗っている人」は 0.15 ｶﾛﾘｰと極端に小さい。歩いてい

る人の５倍もエネルギー効率が良いなんて、凄いことだ！だから「自転車は、人間が発明し

た最高の乗りもの」といえます。（自転車博物館ＨＰ） 
 

4.自転車は移動の省エネチャンピオン！ 

図は、移動による CO2の排出量を示しま

す。車での移動は「電車の 10 倍」も CO2を

排出します。もちろん自転車は自力で動くの

で「CO2はゼロ」。統計によると「自家用車

の９割が、１日 10 キロ以内で、１～２人乗

り」。重量が１～２トンもある自動車を一人

で乗るのは、本当にモッタイナイ！  

  
 

◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇ 

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、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、京都城陽ロータリークラブ、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 22 年 12 月末現在（五十音順・敬称略) 

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 

株式会社 ミズホ 
城陽市寺田袋尻 82 番地 

TEL0774-52-2521 

ミズホは、地球環境の保全が人類共

通の最重要課題の１つであること

を認識し、全組織を挙げて環境負荷

の低減に努力します。 
 

東城陽ゴルフ倶楽部 
 

京都府城陽市寺田奥山 1-48 

0774-52-1161 

 

玉井開発 
城陽市中中山 120-37 

 

星和電機株式会社 
 

城陽市寺田新池 36 番地 

TEL0774-55-8181 

 

城陽カントリー倶楽部 
 

京都府城陽市寺田奥山 1-46 

0774-52-2525 
 

 


