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前回の城陽エコパートナー通信で少しお知らせしました

が、平成 24年度の取組の目玉として、市役所正面玄関前休

憩所に、太陽光を活用したミスト発生機を設置し、市民の

方にクールスポットを提供しました。霧の蒸散作用により、

ひんやりとした冷気を体感して頂き、「一足早い秋が来た」

と小さな話題を呼びました。 

 城陽環境パートナーシップ会議では、ミスト発生機の涼

しさを子供たちにも体感してもらおうと、7 月 19 日の青谷

保育園を皮切りに、7 月 27 日鴻の巣保育園、8 月 2 日寺田

西保育園、8月 3日枇杷庄保育園の 4園にミスト発生機を中

心に据えた「環境出前講座」を実施しました。 

 京都府地球温暖化防止活動推進センターでお借りした

「スーパーしろくま物語」の紙芝居を楽しんで頂いた後、

広場に出てミスト発生機を作動させ、涼しさを体感しても

らいました。子どもたちは歓声をあげ、ミストに手をかざ

すなどしていました。今もその時の歓声と屈託のない笑顔

が心に残っています。 

また、スーパーしろくま物語の紙芝居を見た後、温暖化

の影響で北極の氷が解け出し、生活が出来ずに苦しむしろく

まをどうしたら助けられるか、その方法を子供たちに尋ねた

ところ、予想以上の素晴らしい答えを数多く発言してくれま

した。家庭での環境の取組みの質問にも「お父さんがつけっ

ぱなしにした電気を消してまわる」、「ゲームは時間を決めて

やる」等の発言があり、環境意識の高さにびっくりしました。 

今後もなんらかの形で保育園に出前講座を実施しよう！

と、スタッフ全員意思一致をみました。 (文：芦原副会長) 

 

 

 

ソーラー発電ミスト発生機の設置と活用(環境出前講座開催) 
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 自然観察会(第 2回)を開催しました！ 
観察場所：今池川周辺  

参加者：19名(子供 8人、大人 11人) 
 

夏休みも終盤の 8月 19日(日)、まだまだ暑さの残る中、鳥類標識調 

査員の脇坂英弥氏、環境生物研究会の岡井勇樹氏、運営委員の中川 

宗孝氏を講師に迎え、今池川周辺で「自然観察会：水棲生物生息調査 

と河川の清掃、水質調査」を行いました。 

 みなさん生き物ハンドブックを片手に、講師の方々の案内に従って、集 

合場所の保健センターの駐車場を出発。すぐに、中川運営委員が※１カムルチーの子供や、メダカ・※２カダヤ

シの大群、ドジョウ、フナなどを発見し、子供たちは大喜び。今池川にはまだまだ多くの自然が残されているこ

とを実感できました。その後参加者も川に入って※３タモロコ、※４オイカワ、タウナギなどの水棲生物と直接ふれ

あい大変楽しそうでした。また、中川運営委員から、メダカとカダヤシの見分け方や、カダヤシは卵胎生で、幼

魚で産まれてくること、カムルチーは肺呼吸する魚で、息継ぎをしないと死んでしまうことなどを教えてもらい、

子供たちは興味深く聞いていました。 

 今回の観察会では、生き物観察だけでなく、今池川の中流、上流の 2 か所で pH、COD の簡易水質検査も

行い、今池川が綺麗なこともわかりました。 

 帰り道は、河川のゴミ拾いも行いました。みなさんの川をきれいにする姿勢がとてもよくうかがえました。 

今回は、多くの水棲生物を観察することができて、とても有意義な観察会となりました。また、親子だけでな

く、お孫さんとの参加もいただけて、「夏休み最後のいい思い出になりました。」との声もいただきました。 
                                                           (文：事務局) 
※１ カムルチー：スズキ目・タイワンドジョウ科、成魚は全長 30〜80cmほどで、大型個体は 90cm に達する魚。 

雷魚などの別名。エビ、カエル、ヘビや水鳥のヒナまで捕食する。 
※２ カダヤシ：カダヤシ目・カダヤシ亜目・カダヤシ科の全長はオス 3cm、メス 5cmほどの魚。アメリカメダカなどの別名 
※３ タモロコ：コイ目・コイ科の魚。体長は大きな個体では 12cmほど。体色は褐色がかった銀白色で、体側には太い暗色 

の縦帯がある。雑食性が強く、主に底生動物などを捕食している。 
※４ オイカワ：コイ目・コイ科の魚。体長 15cmほどで、オスの方がメスより大きい。背中は灰青色、体側から腹側は銀白色 

で、体側に淡いピンクの横斑が数本入る。繁殖期のオスには「追い星」と呼ばれる斑点が頭部に現れる。 

親子エコバスツアーを開催しました！ 
開催日：8/10(金) 行先：琵琶湖博物館 

参加者：22名( 7組の親子、スタッフ 5人) 
  

当会議を構成する 2つの部会(生活・自然部会と循環・地球環境部会) 

合同による初めてのツアーを実施しました。 

往路のバス車内では、琵琶湖博物館についての事前学習の他、カエ 

ル・ウサギ・ラクダ・イヌ・アメンボなどの特徴ある体形や動作等について、 

及び私達の生活におけるエコロジーな日常行動、打ち水・グリーンカーテ 

ン・エアコンの使い方・照明の省エネ等についての三択クイズをおこない、循環部会の小林駿運営委員による

解説付きの答え合せをしました。全問正解者が予想外に多く、賞品の不足分について、生活・自然部会の中

川宗孝運営委員のドラえもんポッケより出してもらいました。 

琵琶湖博物館到着！今夏の節電クールスポットとなり、入館は無料でした。約 1 時間 30 分の館内自由見

学の後、1 階展示室「淡水の生き物たち」にて環境生物研究会の岡井勇樹氏と中川委員により、滋賀県に生

息する 16 種のカエルや魚たちを主とした説明を受けながら見学・観察・学習しました。ビワマスの群泳・天然

記念物のオオサンショウウオ・ビワコオオナマズ・淡水で生息する傘(頭)の大きさが数ミリのほぼ透明な珍しい

マミズクラゲなども観察できました。 

次に化石のレプリカ作りの体験学習をしました。1階の実習室にて2人 1組でそれぞれが、サンカクガイ・

イカリヤ・サンヨウチュウ・アンモナイトの 4種類の化石の型に石膏を流し込み、レプリカを作り、記念品として各

自 2 個ずつ持ち帰りました。硬化反応による熱が人肌以下になる間、化石の説明を受け、本物の化石を手に

取り観察しました。 

帰路のバス車内では、本日観察したことを踏まえ、岡井氏が問題を読み上げ、中川委員が解説しながら

魚・鳥・カエルやカメ・ヘビやトカゲなどについてクイズ形式の学習が精力的に行われた。子供たちは向学心

が旺盛で密度の濃い学習となり、充実した夏休み親子エコバスツアーとなったことでしょう。また、例のドラえも

んポッケからプレゼントを貰って、笑顔で散会しました。 

参加の方々より、「生き物について詳しい説明があり、子供だけでなく親の方も大変勉強になった」「レプリ

カ作りなども楽しく、勉強もたくさんできた」などの感想や、今夏の具体的な節電取り組みについて報告をいた

だきました。                                                  (文：岡田委員) 
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  なぜ、水を使うと CO２が出るの？            
 

中国に『飲水思源』という故事があります。悲惨な戦争を乗り越え

て 40 年前、日中国交正常化の際、先人たちの功績に対し周恩来首相

が引用した言葉です。「水を飲むときに井戸を掘った人の恩を忘れては

ならない」と言う意味です。この精神が薄れて 40 周年祝賀の本年に

尖閣諸島問題で両国がギクシャクし始めていることは誠に残念なことです。 

現代は水道の蛇口を開ければ直ぐに水は出ますが、その水は、浄水場を経て蛇口へ、使っ

た水は下水に流し綺麗にして河川へ戻しています。浄水場でも、下水から河川へ戻す場合で

もポンプ等の「電気エネルギー」を使います。

その結果、地球温暖化の元凶となる CO2を排

出しているのです。例えば、水 1m3(1 回の入

浴に 14 分間シャワーを 6 回分)を使うと

0.36kg の CO2 を排出します。電気に換算す

ると「1kWh（8.5MJ）」となります。つまり、

50W の電球を 20 時間点けっぱなしに等しい

のです。 

故に、節水が「節電」にもなり、「温暖化防止」

にも繋がるのだから、水を大切に使いましょう。 

 

 

 

  雨水の有効利用を！  
 

温暖化による異常気象が目立つ昨今、どうも最近の雨の

降り方が尋常ではありません。去る８月にも京都南部、特

に宇治・城陽に一晩で 350ｍｍの未曽有のゲリラ豪雨が滝

のごとく降り、多く浸水被害を被りました。ご存知のとお

り、我が城陽市の文化の殿堂「文化パルク城陽」も一晩に

して電源部が水没し、３カ月余の休館が余儀なくされまし

た。そうかと思うと関東では、利根川流域のダムの水が減

り取水制限が続いているのです。 

コンクリートジャングル化した東京都では、地下に大き

な貯水タンクを設置して集中豪雨対策としています。全国

的にも各家庭では屋根に降った雨を「貯水タンク」に溜め、

トイレや菜園に使い節水しているところが徐々に増えてい

ます。わが家でも雨水タンクの導入を考

えておりますが、先立つものが？助成制

度があれば直ぐにでもやりたいところです。  

雨水タンクは、環境保全でもあり蓄エネルギーともなる、雨水タンクの

導入をお勧めします。                (文：小林委員) 
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        事務局（市役所３Ｆ環境課内）TEL:56-4061／FAX:56-3999    （４） 
－この用紙は再生紙を使用しています－ 
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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、京都城陽ロータリークラブ、サントリー食品工業㈱宇治川

工場、㈱城南工建、城陽市役所、城陽商工会議所、城陽金融会、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、東城陽ゴルフ倶楽部、㈱平和堂アル・プラザ城

陽、㈱ミズホ、森澤博光             ※平成 24 年 9 月末現在（五十音順・敬称略) 

城陽商工会議所 
ガンバル経営応援します！ 

 

城陽市富野久保田 1-1 

TEL0774-52-6866 

近畿砂利協同組合 
理事長 吉川武男 

 

京都府城陽市富野荒見田 51番地 

京明ビル 2階 

 TEL0774-52-0187 

 

東城陽ゴルフ倶楽部 
 

京都府城陽市寺田奥山 1-48 

0774-52-1161 

イズミヤ㈱大久保店 
マイバッグ持参で地球に優しいお買物！ 

■レジ袋をご辞退いただきますと、お買上合計金額より 2 円引(エコ

値引)させていただきます。 

■エコクッキング教室開催のお知らせ 
 地元の野菜や自分たちで育てた菜の花の種を収穫し作成した「城陽産菜種油」を使います。 

 旬の野菜は栄養価が高く、地元の野菜は収穫してからの運搬距離が短いため新鮮です。 

 地産地消は、新鮮なものが手に入る可能性が高いなど消費者にメリットがある一方、生産者

にとっても消費者の希望や意見をすぐに反映できるメリットがあります。その上、環境にもメ

リットがあるので、ぜひ生活の中に取り入れたい考え方です。 
 

    平成 25年 1月 26日(土)10時～13時 
 

 

南部コミセン 料理実習室 
 

 

「湯葉牛丼」「青菜と豆腐の炒め煮」 

「切り干し大根の五色甘酢漬け」 

「寺田芋を使った松葉芋」 

 

■申込など詳細は、広報じょうよう

12/15 号に掲載予定。 

■環境まつりに出展します！ 

再生利用（リサイクル）の 3Ｒ及び地球温暖化防止対策などの PR を目的に、開催されるイ

ベント「環境まつり」(主催：城南衛生管理組合)に出展参加することになり、当会議は「わが

家の省エネ診断」を行います。他にもフリーマーケットや家具と自転車のリサイクル市などあ

りますよ。お気軽にご参加ください。 

 

10 月 28 日(日) 10 時～15 時  
 

 

   洛南浄化センター運動広場 

（八幡市八幡焼木１番地） 

 

 

 


