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城陽からパリ COP21へ届けと、マンガ版「城陽 eco BOOK」が完成！  文：小林委員 

■昨年12月パリの気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）

へ届けとの意気込みで、城陽環境ＰＳ会議のオリジナル・マンガ版「城陽
eco BOOK」が西城陽高校美術部と協働で制作、本会の最大イベント
「11・21城陽環境フォーラム」に完成、お披露目出来ました。 

■本循環・地球環境部会では、温暖化防止推進のために、平成 23 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啓発
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
用して省エネに取組んだこともあり、全国平均より良い結果が得られました。 

■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、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eco BOOK』
を作ることになりました。 

■昨年２月より部会でシナリオを創り、西城陽高校美術部員の方が環境

問題を学びながら見事な創作マンガを描き冊子として完成を見ました。11
月 21 日の環境フォーラムに先立ち記者発表したところ、６社が取材・報道
をいただきました。なお、冊子は、今後の各種イベントで配布しますが、城陽
市内の小学 5・6 年生に配布したところ、各地から反響が届き始めました。
城陽市民に限らず、地域・世代を超えての活用と環境家計簿への広がりを
期待しています。     ※入手の問い合わせは、当会議事務局(環境課)まで。 

     「城陽市の事業所を訪問」 文：芦原副会長 
 

今回は事業訪問先として、サントリープロダクツ㈱さんにお邪魔することと
しました。 

6つのCSR重点課題をお聞きし、やはり繁栄する企業は利潤追求に力
を注ぐだけではなく、環境に配慮しているなぁという印象を持ちました。 
お客様第一、水のサステナビリティの追求、利益三分主義に基づく次世

代育成への貢献等が CSRの概要でありますが、具体的な活動の中でそう
いった理念が掛け声だけで終わっていないか、ISO14001 活動の報告に
凄く興味を持ち、お話を聞きましたが、少しカルチャーショックを受けました。
どの組織でも、具体的な改善目標を立てるのですが、到達目標の数値よ
りも数値を到達するための取組み項目の充実がおろそかになるケースが多
い中、サントリーさんは目標値到達に向けての取組み項目が実にきめ細か

く、ほぼ完ぺきな気がしました。施設見学の際もそのことが見事に証明されていました。 
環境宣言の中に「城陽市の環境基本計画」や「城陽環境パートナーシップ会議との協働」という文字を見出せなかっ

たのは、当初から城陽市環境基本条例策定に関わられた企業だけに少し残念な気がしましたが、今後の課題としてサン
トリーさんと当会議が協働出来る場所を模索したいと思います。 

新年明けましておめでとうございます 
 
昨年のフォーラムは「いきものたちとの共生 ～知ろう！身近な環境～」と題して開きました。生物多 

多様性を守る活動は、人が住める環境を保つ活動でもあり、地道に続けなければならないと感じました。 
一方では、「城陽 ecoBOOK」を制作しました。マンガのページは西城陽高校美術部のみなさん 

にご協力いただき、素晴らしい冊子ができました。ありがとうございました。ほかにも、省エネ診断、出 
前講座、自然観察会、エコバスツアー、エコ料理教室、里山づくり、花いっぱい運動、企業訪問などの活動を行いまし
た。少ないメンバーでよくできたものだと感じる一年でした。これも熱心な会員・運営委員のみなさまのお陰であります。 

本年も引き続きご支援をいただきますことをお願いして新年のご挨拶といたします。   会長 大 野 和 宣 
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今年もフォーラムのトップバッターは、アトリエ布日和さんによる着物

リメイクファッションショーでした。ファッションショーは、着古した着物や

兵児帯をリメイクし再利用する環境活動の一環です。まだまだ旬の

活動の証か、観客(特に女性)の視線が熱い！着物のリメイクと同

時に、心身もリメイクされたのではないかと思うほど舞台には生き生き

とした出演者(モデル)の表情が並びました。 

昨年 12 月、フランスで各国が頭を連ね、温暖化対策を論議され

ていましたが、先進国と後進国の利害が対立、これでは効果は期

待できません。 

地道に取組む人を継続的に増やしていくのが、環境活動の大きな

ポイントではないかと考えますが、そのためには、「リメイクファッションシ

ョー」や「エコ料理」など、楽しい顔が並ぶことが必須のような気がして

なりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『第 14回城陽市環境フォーラム』が 11月 21日（土）開催され

ました。今年のテーマは「いきものたちとの共生 ～知ろう！身近な

環境～」です。 

メインである講演会は、《京都のいきものたち》という題目で京都

水族館館長の下村実氏に講演を頂きました。下村氏は大阪・海

遊館の開業時より魚類など生物を中心に担当し、20 年以上勤務

され、その後大阪海遊館の経験を生かし、京都水族館の立ち上げ

に携わり、現在京都水族館の館長でいらっしゃいます。海はもちろん

川にすむ水生生物を展示している京都水族館の開業(2013年３

月 14日)にあたり、苦労話をされました。 

1.展示コンセプト（水の文化）は何か。2.何を伝えたいか。3.何

を感じてほしいか。4.どうやって蒐集（集めて）してくるか→世界か

ら買う・借りる・採ってくるという、いろいろな選択があるそうです。 

例えば、イルカの場合、トレーニングをどこでやるのか、輸送は？⇒

京都水族館では、何回も練習してから運ぶということになりました。 

入口近くに展示している特別天然記念物『オオサンショウウオ』は

鴨川水系で採ってくるが、上流においても２％が在来種で 98％が

交雑種ということです。流域の環境悪化に伴いビニールやブラスチッ

クを食べて死んでしまうそうです。生物多様性を踏まえ、生き物の立

場で考えることも必要だと思いました。※ちなみに水族館の海水はミ

ネラルが 60種類入った 100％人工海水だそうです。 

中国は、食文化としてカメ類はスープで食するそうです。個人的に

城陽の河川で大繁殖している外来種のアカミミガメ（輸入禁止なっ

ている）を中国に輸出したら・・・と思ったりしました。 

フォーラム最後のお楽しみは恒例の大抽選会。 

抽選 BOX に入れられた番号を引かれる度、半券握りしめ、どき

どきわくわくの静けさから歓声とため息に変わること 22回。 

地産地消セット、PS 会議特製菜種油、オオサンショウウオのシャ

ープペン、ぬいぐるみ、ノートと順次商品を手に笑顔で記念写真。 

そしてメインの水族館親子ペアチケットは小学生の手に。会場か

らの大きな拍手で祝っていただき、ご参加の皆さん全員には竹炭が

プレゼントされました。 

わが家の省エネ診断コーナーでは開催予定時間前から関心のある方が多

くお越しになり順番待ちもありました。まず 20 項目の取組み度を慎重にチェッ

クされた後、冬期一ヶ月の光熱費(電気代、ガス代、灯油代、ガソリン代な

ど)をご記入いただいた。パソコン処理で数分後に出力したエコライフ診断をご

説明、質疑応答の後 地球環境と財布にやさしいエコライフをお願いしまし

た。省エネライフへの取組みで特に強調させていただいたのは冬に向けての➀

暖房エアコンと灯油ヒーター、扇風機の組合せの工夫②掃除機の強より中の

使い勝手の良さ③可能な限りの移動手段としての徒歩、自転車、バス・電

車の利用など。お帰りにエコライフの友として城陽 ecoBOOK をお渡ししまし

た。 

一方、古着のハギレを使った「苦猿(苦去る)」のコーナーやリサイクルガラス

のコーナーでも多くの方が足を止められて工作実習を楽しんだり、成果品を購

入されていました。 

■河川レンジャー 

「増え続ける木津川の侵略的外来生物」の展示 ヌートリア・ウシガエル

等、たくさんの外来生物が人為的に侵入し、在来の生物を絶滅に追いやろ

うとしています。中でも、アメリカナマズは生態系の破壊力が強く、1971 年に

輸入されて自然界に広がり、今や全国規模で猛威を振う寸前だとか！ 

■やましろ里山の会 

「木津川の草花達」「木津川ってどんな川？」等々、会員の弛まぬ活動と

記録の賜物が、数冊の本に結晶しています。 

■城陽生きもの調査隊 

こども達と共に、昆虫・バッタ・カエルなど身近な生きものの調査に取り組ん

でいるグループです。野鳥写真にも温かい視線が溢れています。 

■城陽市観光協会 梅の郷青谷づくり 

城陽市に残された豊かな里山；青谷の魅力を知ろう・梅林を守ろうと、

「里山ウォーク」「キノコ観察」「梅林整備・竹炭作り」等に取り組んでいます。 

■プラマークごみ回収 

新しい分別方法に慣れましたか？ プラマークの表示があるのに燃やすゴ

ミ？という点が混乱のもとのようですね。表示があり・かつ汚れていないものだ

けがリサイクルに使えます。具体例を展示して説明されていました。 

■｢城陽 eco BOOK｣ 省エネ漫画 

当会が西城陽高校の美術部員の皆さんと協働して、幅広い世代に理解

されるように工夫を凝らした冊子の配布と、原画の展示がありました。上手い

ですね！分かりやすい漫画と笑えるオチで、省エネは関係ないと思っている人

達にもアピールできますように。 

環境活動の中で「地産地消」の推進もとても大切だと考えています。 

今回のフォーラムでも城陽旬菜市より、地元産の旬の新鮮野菜と寺田芋

を使った芋おこわを、城陽環境パートナーシップ会議からは、お茶の葉っぱを

使った煎茶ケーキと青谷産の梅を使ったクッキーを販売させていただきました。 

 私達の近所には城陽旬菜市のような野菜販売所があり、年中新鮮な野

菜が販売されています。旬のものは栄養価も高く、体にも良い、おまけに環境

にも良いということであれば利用しない手はありません。 

 私達が城陽で育てた菜の花の種を搾油してできた「城陽産菜種油」も販

売しました。最近では「城陽産菜種油」の販売と聞いて訪れる方も増え、現

在、自宅で菜の花を育成し、収獲した菜種を当会議へ寄付していただくとい

う「城陽版菜の花プロジェクト」を試験的に実施しております。ご協力、よろしく

お願いします。  

 

体験コーナー                                           文：奥田委員 

展示(団体の活動紹介)                                   文：上野委員 

販売コーナー                                       文：米田委員 

講演会                                    文：井手委員 

着物リメイクファッションショー                         文：芦原副会長 

抽選会                                   文：中島委員 

後半 30 分のトークショウでは、下村実氏と運営委員の中川宗孝氏が、この度完成した動画 37 種の DVD を

参加者からのリクエストを頂いて動画を見ながら２人で解説していただきました。弱肉強食というか、リアルなオオタカ

が城陽の鳥《白鷺》を食べているシーン、シマヘビがカメの卵を呑みこんでいるシーンなど迫力ある動画は真に迫るも

のがありました。 

 



        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－ 

  
   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 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。 

 

地産地消を学習しながら、地元の食材を 
使ってスイーツを作ります。お気軽にご参
加ください。 
 

■日時：平成 28年 1月 17日(日)  
10:00～13:00 

■場所：南部コミセン  ■講師：中坊 裕子氏 
■参加費：小学生以下 300円 

中学生以上 500円 ※当日徴収 
■対象：市内在住・在学・在勤者 

(小学生以下は保護者同伴) 
■定員：先着 24名 
■内容：調理実習(メニュー「梅大福、スイートポテト」) 
      ※芋ご飯、お吸物を準備いたします。 
■持ち物：エプロン・三角巾・タオル・ふきん・台ふき 
□申込み・問い合せ：只今受付中！事務局に電話で。 

  

城陽市を流れる古川は、冬には多くの野鳥が
観察できるフィールドです。冬の古川を散策しな
がら、絶滅危惧種のチョウゲンボウなど、多様な
城陽の冬鳥を観察にいきませんか？ 

■日時：2 月 11 日（木・祝）9 時集合～12 時解散
〔集合・解散場所〕 北部コミセン前駐車場 

※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） 

■観察場所：古川流域  ■参加費：無料 
■講師：日本鳥学会会員 脇坂英弥氏 
■内容：野鳥観察会、美化活動 
■対象：市内在住、在勤、在学者  
■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）※当日は動きやすい服装で、
防寒対策をしっかりした上でご参加ください。 
□申込み・問合せ：2月 2日(火)～事務局に電話で。 

 
 
発泡プラスチックの生産工場、また環境モデル事業

所でもある「㈱積水化成品天理」へ行きます。 
 発泡スチロールの断熱性、保冷性、緩衝性などの優
れた性質を使った、土木工法やアクアロード、屋上緑化
とはどんなものなのか、リサイクルされた発泡スチロールは
何に変身するのか、学びましょう 
 
■日時：3月 10日（木）集合 13:00 
                  解散 17:00予定 
■集合・解散場所：城陽市役所南側駐車場 
■行先：㈱積水化成品天理 
■参加費：無料 
■対象：市内在住、在勤、在学者  
■持ち物：筆記用具、お茶 
□申込み・問い合せ： 

2月 16日(火)～事務局に電話で。 

 

－冬のエコライフ ひとくちメモ－ 

給湯のエネルギー、テレビ何台分？ 
 

あなたが冬にシャワーを浴びているとき、消費している
エネルギーの大きさは、テレビ何台分でしょう。 
答えはなんと役175台分(※1)!! テレビが175台も

ついていたら「もったいない」と思いますよね。でもお湯は
何気なく使ってしまいます。 
お湯を大切に使うことは、光熱費・水道代の削減とと

もに、省エネ地球温暖化防止にも大きく貢献します。 
※1 試算条件：シャワーの湯量を毎分 10L、15℃の水を 40℃に温め

るとし、テレビの消費電力を 100W とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■住まい低炭素化コンソーシアム・京都発行「ホームセンターで住まい快
適化マニュアル」より抜粋 

こどもエコ料理教室 第 4 回自然観察会 

エコバスツアーの開催


