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第 14 回城陽市環境フォーラムを開催します！ 11/21(土) 

文化パルク城陽 
(城陽市寺田今堀 1) 

入場無料 

ふれあいホール 

楽しいイベントが盛りだくさん！来場お待ちしております。 

テーマ：「いきものたちとの共生」 ～知ろう！身近な環境～ 

下村 実氏 プロフィール：1965 年 3 月 17 日生まれ、大阪府出身。幼少期から魚や水辺のいきものに

親しみながら育ち、大阪・海遊館の開業時より魚類などの生物担当を中心に 20年以上勤務。その後京都

水族館及びすみだ水族館の立ち上げに関わり、飼育業務を統括。現在は京都水族館館長。 

◆トークショー「城陽市のいきものたちについて」 

■１３時～１５時 講演会「京都のいきものたち」 

    講師：下村 実氏(京都水族館館長) 

京都水族館の下村館長より、海はもちろん川にすむ水生生物のお話や、水族館に展示されているいきものたちをどう

やって集めているのかなど、京都水族館のお話が聞けます。 

■１０時～ 着物のリメイクファッションショー(アトリエ「布日和」) 

 １枚の着物を洋服に作り変えたとき、古布ならではの図柄や風合いは思いがけない作
品に！ぜひご覧ください。 

市民プラザ 11時~15時 30分 

■１５時～ 大抽選会  素敵な賞品を当てよう！ 

■アトリエ「布日和」：「九猿(苦去る)」の制作教室 
■エコポート長谷山：リサイクル品の販売と制作教室 
■城陽旬菜市：地元野菜、芋おこわの販売 

■環境団体による活動紹介：城陽市観光協会梅の郷青谷づくり／やましろ里山の会／河川レンジャー／ 

城陽生きもの調査隊 

■城陽環境パートナーシップ会議：わが家の省エネ診断(13時まで)／城陽産菜種油の販売、喫茶など 

オオさん・ショウさん

ノート(A5)
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オオさん・ショウさん

シャープペン
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地産地消セット
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京都水族館
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ぬいぐるみ

3名

城陽産菜種油

5名

竹炭

講演会参加者に

プレゼント

100名

環境に関する団体の活動紹介と楽しい展示をします。 
◆活動に参加したい！ 
◆どんなことをしてるのかな？ 
◆へぇ~、ほー、なるほど！の展示がいっぱいです。 

城陽産菜種油(１本 800
円)、ブラウニーケーキ・煎茶
ケーキ(１個 50 円)、コーヒ
ー(１杯 100 円）を販売し

城陽産菜種油(１本 800
円)、ブラウニーケーキ・煎茶
ケーキ(１個 50 円)、コーヒ

城陽産菜種油(1本800円)、
ブラウニーケーキ・煎茶ケーキ(1
個 50 円)、コーヒー(1 杯 100
円)を販売します。 

新鮮で旬の城陽産野
菜、梅・イチジクを使用
した加工品、季節のごは
ん「芋おこわ(300 円)」
を販売します。 

新鮮で旬の城陽産野
菜、梅・イチジクを使用
した加工品、季節のごは
ん「芋おこわ(300 円)」
を販売します。 

新鮮で旬の城陽産野菜、梅・イ
チジクを使用した加工品、季節
のごはん「芋おこわ(300 円)」を
販売します。 
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「地産地消」を男性にも学んでいただくため、男のエコ料理を開催。今回で２回目を迎えました。自分で申し込まれた方、
奥様に勧められた方、包丁を持った事がない、料理はしたことがないなど様々な方が参加されました。 
今回の実習メニューは、イカスミパスタ、地元産のイチジクを使った「イチジクのワインゼリー」、地元産の夏野菜を添えた豚

ヒレ肉のカツレツです。料理が始まると、これはどう切るの？これはどうするの？と聞きながら真剣に、またチームワークも良く、
楽しく取り組んでおられました。出来上がったら、試食タイム。参加者全員でいただきました。感想は一言『美味しい！』で
す。終了時には、次回はいつやるのですか？との質問がありましたが、残念ながら来年ですと回答、盛況に終わりました。 
男性の方でも料理をしたい・・・と思っておられる方がいらっしゃると思います。旬の食材を使う大切さ、食と環境のつながり

を学ぶ、男のエコ料理教室を継続して開催したいと思います。                         (文：米田委員) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

生活・自然部会活動 Report 

Report 

１ 
8/30 自然学習会  「動物たちの生態を観察しよう！」 ～天王寺動物園～ 

８月 30 日（日）通天閣やあべのハルカスが目の前に見える天

王寺動物園で、参加人数 35 名(スタッフ含む)で自然学習会が開

催されました。 

動物園は、東京上野動物園、京都市動物園に続いて日本で３

番目に古い動物園で今年開園丁度 100 年目(1915 年開園)を

迎えいろいろなイベントも、企画されているようです。 

講師は数年前まで天王寺動物園の園長であった宮下実先生で

元園長ならではの目線で動物の生態など興味深いお話を伺い大変

有意義な１日でした。 

主にアフリカサバンナの動物達の生態について、参加している子供

達にも解り易く案内していただき普通のガイドでは聞けない話を聞くこ

とが出来ました。 

その 1・・・最初の動物、フラミンゴについて、フラミンゴの膝と思われる

関節は人間の膝関節とは逆に曲がっている。実はこの関節は膝では

なく足首である。 

その２・・・カバは皮膚が厚い(2 ㎝程度)そのために注射をする時、

普通の注射針では折れてしまうので長さ６㎝のアルミでできた特別の

注射針を使う。 

また、カバは皮膚を保護するために冬に汗かいて皮膚を保護する。 

その 3・・・キリンは大人になると座らないで立ったまま睡眠をとる。 

その４・・・ゾウは嗅覚が鋭く、薬を服用させるためにエサに混ぜても

気づかれてしまいいろいろ工夫が必要である。 

その 5・・・トラ(虎)は、あと 15年程で野生のトラは絶滅してしまう。 

動物園の今後の問題、課題は 

①動物園の人気ものは、絶滅危惧種になっているものが多い。 

②動物達の高齢化が進んで繁殖できなくなり補充が困難になってき

た。(コアラは、高齢になり木に登れなくなってしまった。) 

③動物たちの肥満が進み体調管理が難しい。(ライオンなどは食事

制限：エサを与えない) 

昨年に生まれたホッキョクグマの子供(モモ)がいつも浮き輪とじゃれ

あって休むことなく動き回っていたのが印象的でした。 
(文・井手委員) 

講師：宮下 実氏 

参加者 

トラ 

試食タイム 料理に挑戦中！ 

実習メニュー 

Report 
２ 9/12 男のエコ料理教室開催！ 
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循環・地球環境部会活動 Report 

Report 

１ 
地球温暖化を守る、マンガ版「城陽 ecoBOOK」完成間近！ 

 7月28日(火)市内在住・在学・在勤の人（小学生以下は保護者同伴）か
ら申込みのあった 22名、スタッフ・事務局５名を含む 27名が、➀京エコロジーセ
ンター②朝日新聞京都工場を見学しました。行きのバスでは地球温暖化の影響
などに関する事前学習をしながら京エコロジーセンターに到着。環境問題を考える
社会学習で説明員から館内各所に「エコ虫」がいる事を告げられたこども達は「エ
コ虫たんけん」チェックシート片手に足早に休憩室を出て夢中で「エコ虫」を見つけ
出しては歓声をあげていました。「エコ虫」がいる場所は環境にやさしい資源や仕
組みによって建物が作られており、こども達にとってもエコの知恵を集める楽しい見
学となりました。一方、センター建物周囲にはゴーヤやアサガオなどグリーンカーテン
が育てられており、夏季の環境に配慮されていたのが印象的でした。 
昼食をとって記念撮影後にバスで朝日新聞京都工場に移りました。読者ホー

ルで新聞記者の仕事や新聞製作の流れをＤＶＤで見てからヘルメットを着用し
２班に分かれて工場内を見学。先ずは印刷用の大きなロール紙の立体倉庫・
自動搬送を見た後、高速輪転機での印刷・梱包作業から自動搬送の様子もま
じかに見ることが出来ました。こども達はガラス越しに作業者がほとんど見られない
風景に感心し、朝夕で 50 万部もの新聞が印刷から発送まで自動化されている
環境取組への設備に感動しました。 
次回のこどもバスツアーも皆さんの要望を入れて楽しいものを企画します。 

(文：奥田委員) 

当循環・地球環境部会では、温暖化防止推進のために、平成24年に「省エネ知恵BOOK」を作成し、家庭の省エネ、

環境家計簿等の普及に役立てました。その後、3.11東日本大震災を被り、この知恵BOOKを活用して省エネに取り組ん

だ結果、全国より好結果が得られました。 

今年度も市内保育園への出前講座を実施し、暑い夏を体感。例年通りたく

さんの保育園が手を挙げてくれました。「今日からできる地球にやさしいいろんなこ

と」をテーマに、保育園のこどもたちと語り合うべく、メンバーは張り切って保育園に

足を運び入れました。少し視点を変え、昨年度との違いを列記します。 

１点目は「子供だってエコ！」のバージョンを変え、よりこどもたちの視覚に訴

え、更にこどもたちが意見を出しやすいようにクイズ形式を取り入れました。こどもた

ちは元気に騒ぎ出します。狙いはバッチリ。 

２点目は新しい運営委員や再度登場の運営委員が、経験者の発言を参考

に自らの言葉でこどもたちに環境の話をしました。ペットボトルなど小道具を持ち込

み身振り手振りで語りかける運営委員には感激です。 

３点目は地方紙でも取り上げられたように、城陽高校生が紙芝居に参加して

くれたことです。これこそがパートナーシップの原点。立場の違いは違いとして、得

意分野を生かし環境という共通の目的に突き進む。大変でしょうがぜひ、来年度

も城高生に参加していただき、この環境出前講座は続けていきたい事業です。 

（文：芦原副会長） 

さらなる、地球環境保全推進のために多くの方に活用いただけるも

のをと、昨年度より部会で検討した結果、漫画愛好世代の若い方

にも親しんでいただけるよう、初版の「省エネ知恵BOOK」を進化させ

た、マンガ版『城陽ecoBOOK』を作ることになりました。 

本年２月より部会でシナリオを書き、西城陽高校美術部員の方

が環境のことを学びながら見事な創作マンガを７月に完成しました。

10月に冊子として完成、11月21日の環境フォーラムにて発表・配

付の予定で進んでいます。城陽市民に限らず、地域・世代を超えて

活用を期待しています。内容は見てのお楽しみ！乞うご期待！ 

(文：小林委員) 

Report 
２ 7/28 こどもエコバスツアー開催  ～京エコロジーセンター／朝日新聞～ 

Report 
3 7/9～8/27 園児対象に環境出前講座を開催！ 

西城陽高校生との協働作業 

親子で「エコ虫」探し 

朝日新聞京都工場 

しっかり環境のお話を聞いてくれました 

高校生による紙芝居 



        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－ 

  

   

 

 
 

第 3回自然観察会を開催します！ 
 

公園に飛来するタカの仲間などの秋の渡り鳥や、公園内に生息する秋の虫、コナラなどのどんぐりの幼木や野草など、身
近な動植物たちを、解説を聞きながら観察します。参加者には、改訂版「城陽生き物ハンドブック」を進呈します。 
◆開催日時：10月 25日(日) ９時３０分集合 １２時解散  
※雨天中止（判断しかねる時は、当日９：００～９：１５に事務局へ電話） 

◆場所：城陽五里五里の丘 北入口駐車場 ◆対象：市内在住・在勤・在学の人 
◆費用：無料 ◆講師：岡井勇樹氏・久保基治氏・山村元秀氏（環境生物研究会） 
◆持ち物：筆記用具、水筒、タオル、帽子、城陽生き物ハンドブック（お持ちの方） 
     ※動きやすい服装でご参加ください。 
◆10月 16日（金）より受付開始 

※申込み・問合せは、城陽環境パートナーシップ会議事務局（環境課）TEL56-4061 へ 

 

 

城陽版「菜の花プロジェクト」  ひとかぶ「株主」募集中！  

 
当会議では、城陽市環境基本計画を推進するため、｢市民憩いの場の創出｣を目指して、農地等を活用してコスモス等

の「花いっぱい運動」を展開しています。その一環として、平成 17 年度より菜の花の栽培に取り組んできました。10 月に搾

油専用の品種「ナナシキブ」の種を蒔き、3～4 月に花を楽しんだ後、6 月に完熟した鞘を収穫。天日干しして、愛知食油

㈱に搾油を依頼します。油粕は畑に還元。菜種油は、エコ料理教室やイベント等で活用しています。そこで、「菜の花プロジ

ェクト」の取り組みとして、皆さんにご家庭で菜の花を楽しんでいただいた後、菜種を収穫して当会議に提供していただきたい

のです。1粒の善意がうれしい！ ご協力よろしくお願いします！ 
 

 

洛南タイムス社の新聞に、当会議の中川宗孝運営委員執筆「ナ

チュラリストのフィールド日記」、小林駿運営委員執筆「だれで

もわかる“環境の基礎と実践” 」を掲載しています。掲載記事を

ご入用の方は、事務局までお問い合わせください。 

次の団体・個人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、サントリープロダクツ㈱宇治川工

場、㈱城南工建、城陽市、城陽商工会議所、城陽金融会、星和電機㈱、玉井開発、長池工業㈱、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 27 年 9 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 銀 行 

南 都 銀 行 

京 都 中 央 信 用 金 庫 

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 玉井開発 

京都府宇治市広野町西裏 30 番地 1 

0774-44-3351㈹ 

サントリープロダクツ株式会社宇治川工場 

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)させて頂きます。 

①花を楽しもう！ 

玄関・庭・畑の一角を、1株の菜の花で明るくしましょう。 

②花が終わっても捨てないで!! 

受粉しためしべが膨らんで鞘になり、弾け始めたら、刈り取っ

て、空き箱に入れて、風通しの良い場所でカラカラに乾くのを

待ちましょう。乾燥した種を鞘から外し、ゴミを取り除いたら城

陽パートナーシップ会議に寄付してください。皆さんの 1粒の

善意を結集して、菜種油に加工し活動に活かします。 

③自家用菜種油を作ってみたい方 

600ml の菜種油 1 本作るために、約 1.8kg の種≒50 株

が必要です。種をお分けしますので、菜の花を育成し、収穫

した菜種 1.8 ㎏毎に、600ml ポリ容器入りの菜種油 1 本

を取次ぎます。昔ながらの圧搾法による体に良い油です。 

緑化フェスティバル当会議のブースに

て、菜の花の苗、種を配布します！ 

開催日：10/25(日)  

10時～16時  

会 場：城陽五里五里の丘 

配  布：先着 50人(1人3苗配布) 

お問合せ・種の持ち込みは、下記へ 

■城陽環境パートナーシップ会議 

事務局 0774-56-4061 

■畑（金曜９時～10時 30分） 

(上野)090-4032-3094 


