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建築物、特に健康・快適でエネルギー性能に優れた住宅の有り様を研究し

ている岩前氏から、数々の事例を踏まえ、健康と省エネについてお話いただ

きます。改築、新築を検討の方は必見です！ 

着物リメイクファッションショー 

眠っていた貴重な着物が艶やかな
「洋服」にチェンジ！なるほど～と思う
着物リメイクファッションを紹介 
 活動風景の展示もあります。 

グリーンカーテン 

フォトコンテスト表彰 
みなさんからご応募いただきましたグ
リーンカーテンの写真の中から選ば
れた入賞作品を展示します！ 

住環境を考える展示 
住宅の壁の昔と今 

今時のリフォームは「省エネ」がメイン 
健康を考えるなら住環境を改善しよう 

団体展示 
 

城陽市観光協会(梅の郷青谷づくり) 

木津川管内河川レンジャー 
NPOやましろ里山の会 
城陽生きもの調査隊 
城陽環境パートナーシップ会議 

エコ・ポート長谷山  
リサイクルガラスを使ったクリスマ

スミニツリー、ミニリースにアクリル絵の
具で模様を描きます。世界にひとつし
かないオリジナルツリー、リースを作りま
せんか(数に限りがございます。いずれ
も無料)。工房作品展示や販売もあ
ります。 

NPO やましろ里山の会 
 

松ぼっくりを使ったクリスマスミニツリー
を作りませんか。1 個 100 円でオリ
ジナルツリーができます。 

城陽旬菜市 
地元の旬の野菜・加工品 
美味しいおこわなど販売 

喫 茶    
 

コーヒー(100円) 
お菓子・クッキー(100円) 
わたあめ(50円) 
城陽産菜種油(800円) 

抽選 環境かるたを使った抽選をします。何が当たるかな～ 
 

12時から 
抽選券を配布 

します 

環境を学ぼう！ み て 
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こどもエコ料理教室は「地産地消」を焦点に、こども達に城陽で収穫された旬の野菜や果物の美味しさを知ってもらうこ

と、そして親子で楽しむ料理教室です。 前回までは１月に教室の開催をしていたので、実習メニューも冬野菜がメインとな

っていましたが、今回は夏に収穫する野菜や果物を使った「デザート(おやつ)」を実習メニューとして夏休み中に開催しまし

た。出来上がりをおやつの時間に合わせ、開催時間は１３時からにしました。城陽の特産「イチジク」を使って 3 種類のデザ

ート「ゼリー」「マフィン」「アップルパイ」を作りました。 

参加された子どもたちの中には、イチジクを食べたことはあっても皮をむいたことがない子、イチジクが大好きで積極的に作

る子、食器を洗う専門の子と様々でしたが、出来上がった時にはちょうどおやつタイムとなり、皆でおいしくいただきました。中

には生のイチジクが苦手なお子さんもいましたが、おいしかった、楽しかったと言って帰ってくれました。 

デザートにしても、イチジクはいろいろなバリエーションがあるのですが、家ではなかなか作ることがありません。次回も家庭で

こども達と作れる料理を考え、城陽の旬の野菜・果物の美味しさを知ってもらい「地産地消」の啓発をしていきたいと思ってい

ます。                                                        (文：米田委員) 

 

参加者の皆さん 

ナマズ 

さっそく、川へ コレなーんだ？ 

お父さんと・・・ これでよし！ 熱いから気をつけて・・ 

9 時から今池川流域において参加者 30 名、講師に

野村隆俊氏(環境生物研究会)を迎え自然観察会を

開催しました。7 月の自然観察会はここ数年、この今池

川流域でおこなっています。 

これまでに今池川・古川では 28 種類の魚類の観察記

録があります。 

保健センター駐車場に集合し中川委員より講師等の

紹介があり、駐車場横の今池川上流に向かいました。早

速、中川委員が事前に川に仕掛けた【モンドリ】にスッポ

ン・アカミミガメがかかっていました。【モンドリ】があった付近

から、子供達も元気よく川へと入り生き物の観察をおこな

いました。橋の下流、上流で魚類 12 種類が確認されま

した。 

橋の上流では大きなナマズ 5 匹(54ｃｍ～63.5ｃ

ｍ)も確認することができました。新顔として『グッピー』も

確認され、観察記録は 29 種類となりました。私個人的

には、今池川⇒古川は宇治川水系です。宇治川で観

察されているボラやスズキが確認できないものかと期待し

ましたが、当日は残念ながら確認できませんでした。 

今回観察できた生き物は以下の通りです。 

甲殻類:2 種類、両性類:3 種類、魚類:12 種類、 

貝類:2 種類、昆虫類:1 種類、哺乳類:1 種類 

                      (文:井手委員) 
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 水と地球環境の関わりを展示や体験を通して学び、そして水の大切さを知

り、環境を守るために私達が出来ることを考えるため、22 名が滋賀県立琵琶

湖博物館を見学しました。 

文化パルク城陽を午前 11 時半出発。車中では大野会長挨拶の後、小

林委員から、事前学習として砂漠を歩くラクダのコブの秘密、気温の暑さと発

汗の関係、打ち水による蒸散の効果など 12 問の 3 択クイズが楽しい雰囲気

の中で行われました。１時間程でバスは博物館に到着。早々に館内に入場

し、中川委員と岡井委員から琵琶湖の生態系や外来生物など興味深い説

明の中、城陽市内の生物も例にあげ、湖の生物についての学習をおこないまし

た。 

湖の生物の学習の後に自由学習時間として、参加者は各自Ａ～Ｃ展示

室を巡回しました。参加者は事前に渡された学習シートに出題された問題の

解答をさがすため、各展示室を真剣に巡っていました。C 展示室『湖のいまと

私たち』では中川委員と岡井委員が参加者に同伴し、解説を聞きながらの見

学をおこないました。３時間余りの博物館見学が滞りなく済み博物館前で集

合写真を撮影。帰りの車中では中川委員から見学の補足説明がありました。

その後、学習シートを用いた振り返り学習をおこない、琵琶湖の水の恩恵を受

ける人数、深さによる水温の違い、赤潮の発生原因など5つの問題に対してこ

ども達の手が元気にあがり、熱心な学習の成果もあって回答は全て正解。大

きな拍手もあり車中は明るい雰囲気のまま、文化パルク城陽に帰ってきまし

た。頑張った子どもたちに参加賞を渡し、解散としました。 

次回のこどもエコバスツアーも、皆さんの要望を入れて楽しく学習できるものを

企画します。                           (文：奥田委員) 

 

「最近地球が熱くなってきています。どうしてだろー？ みんなで考えてみよ

う。」と語りかけて始まる環境出前講座が今年も７月３日から８月３日までの

間、城陽市内の 9 つの保育園で開かれました。この出前講座は城陽環境パー

トナーシップ会議（当会議）が数年前から始めたものですが、今では保育園の

夏の恒例行事となっています。参加してくれたのは里の西、久世、清仁、清心、

鴻巣、くぬぎ、青谷、しいの木、今池の各保育園の年長組のみなさんです。今

年の園児の参加総数は 405人にもなりました。 

講座の内容は、環境紙芝居の上演、環境カルタ学習会、ミスト（細霧）

冷房体験の三つで構成されていますが、今年の特徴は、何と言っても「城陽版

環境カルタ」を使っての学習会でしょう。このカルタは、昨年市民のみなさまから

投稿していただいた句をもとに創作されたものです。出前講座は当会議の循

環・地球環境部会の担当で、準備に当たっては部会のメンバーの芦原部会

長、小林副部会長、大野、奥田、一瀬、堤、事務局で学習会がただのカルタ

遊びではなく、環境学習となるにはどうすればよいか、シナリオや絵札の並べ方な

ど何度も議論をしました。 

当日は園内のホールで字札が読み上げられると園児たちが床に並べられた

特製の大判の絵札を競って取り合いました。最近の園児たちの読み書きの能

力は高いようです。絵札を手にして得意げな園児の微笑ましい表情が今も印

象に残っています。城陽版環境カルタを初めて使った今年の出前講座でした

が、メンバー全員が当初の不安を払いのけて予想以上の盛り上がりと手ごたえ

を感じることができました。これからも毎年続けていく必要があると強く感じまし

た。                                (文：大野会長） 

 

 

環境紙芝居の上演 

環境かるたを使った学習会 

ミスト体験 

参加者の皆さん 

展示室での学習 

湖の生き物の学習 



        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。 

家庭で使うてんぷら油

（廃食用油）を回収して、

BDF化することが環境に最も

よいといわれています。今回

は、廃食用油の処理・処分

方法と環境への影響について

右の一覧表にまとめ評価して

みました。一目瞭然でご理解

できると思います。市民の皆

様のさらなる回収へのご協力

をお願いします。 

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、平安リネン工業㈱、㈱平和堂アル・プラザ城陽、㈱ミズホ、

森澤博光                         ※平成 29 年 9 月末現在（五十音順・敬称略) 

 
日本観光ゴルフ株式会社 
城陽カントリー倶楽部 
京都府城陽市寺田奥山 1-46 

 
 

株式会社 平和堂 

アル・プラザ城陽 
只今、ＨＯＰカード新規会員様 

募集中！ 

 

東城陽ゴルフ倶楽部 
 

京都府城陽市寺田奥山 1-48 
0774-52-1161 

「太陽の恵み」学習会 1月 20日(土) 

■日 時：平成 30年 1月 20日(土) 
9時 30分～11時 30分  

■場 所：寺田コミセン会議室  
■内 容：太陽エネルギーについての学習とソーラーパネルを 

使ったおもちゃの工作 
■対 象：市内在住・在学の小学校高学年～中学生 
■人 数：先着 15名 
■参加費：無料 ※工作作品はお持ち帰りいただけます 
■持ち物：水筒、筆記用具 
■申込み：城陽環境パートナーシップ会議事務局 

（環境課）TEL56-4061  
※12月 18日（月）より受付開始    
 

 

自然学習会 11月 25日(土)  雨天決行 

■日 時：11月 25日(土) 9時集合・出発 
17時解散 ※雨天決行 

■集合・解散場所：城陽市役所南玄関前駐車場 
■見学先：湖北野鳥センター 
■内 容：体験型の観察施設での観察を通して自然の

豊かさや素晴らしさを学ぶ 
■定 員：先着 30名   
■対 象：市内在住、在学、在勤の人 

(小学生以下は保護者同伴) 
■参加費：大人(高校生以上)160円、 

小・中学生 80円、幼児無料(当日徴収) 
■講 師：植田 潤（うえだ じゅん)氏 

（湖北野鳥センター研究員） 
■持ち物：お茶・昼食・レジャーシート・筆記用具 
■申込み：城陽環境パートナーシップ会議事務局（環境
課）TEL56-4061※11月 2日(木)より受付開始 
 

■廃食用油は回収してバイオディーゼル燃料（BDF）化が環境によい。 

総合
簡便性 費用 投棄 ごみ 再生 評価

側溝・河川・溝へ直接流す 〇 〇 D

台所の流しから直接または合
成洗剤と混ぜて流す

〇 〇 D

乳化剤で処理して台所の流し
から流す

〇 〇 〇 D

土に撒く 〇 〇 C

土に埋める ● 〇 C

庭先でごみと合わせて燃やす 〇 〇 B

古紙等に浸み込ませ捨てる ● 〇 B

吸収剤で処理して捨てる 〇 〇 〇 B

凝固剤で処理して捨てる 〇 〇 〇 B

回
収

回収に出す ● 〇 最も少ない、推奨する。 A

※参考文献：農林水産省・（財）政策科学研究所資料を基に作成

燃やすと大気汚染や
CO2排出するので、環
境に良くない。

処理方法 家庭内処理

流
す

燃
や
す

埋
め
る

家庭における廃食用油の処理処分と環境への影響

環境への影響等家庭での処理処分

河川の水質汚染影響
大、台所の配管、下水
道を詰まらせる。やって
はならない。

廃食油は土の中では分
解が遅い。雨で流出し
て河川を汚す。


