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■夏を涼しくするグリーンカーテン、準備は今！ 

4月下旬～5月は、お日様の光を遮り、夏のエアコン電気使用量を節約することができる「グリーンカーテン」の準備をす

る時期です。 節電もさることながら、植物を育てる楽しみや、咲いた花の観賞、成った実の収穫、さらにその実を食べるとい

った楽しみもある「グリーンカーテン」をはじめてみませんか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■グリーンカーテンの準備 

❶どんな植物を育てるか決める その植物を種から育てるか、苗か

ら育てるか、撒き時や植え時を確認しよう。 

❷プランターまたは鉢を準備する 育てる植物によりサイズが変わり

ますが、根がしっかりはるため、できるだけ容量が多く土がたくさん入る

ものが良いです。(水はけを良くし、虫が入るのを防ぐ効果のある鉢

底石と呼ばれる小石を底に敷き詰めるといいですよ) 

❸用土・肥料 種から育てる場合は「タネまき用土」を利用するとお

手軽です。苗の場合は赤玉土やピートモス、腐葉土などをバランスよ

く配合すること。初心者や手間をかけたくない場合は、あらかじめ配

合してある市販の野菜用または花用の培養土を使うと便利です。 

❹ネット・支柱 植物のつるをはわせるために使用。「緑のカーテン」

用または園芸用で販売しているネットを自分のほしいサイズや植物に

あわせた網目の大きさ（基本は 10cm 程度）で選びます。風の強

い場所に設置する場合や、植物によっては果実の重量を考えて、強

度をしっかり考慮してください。 

❺その他 ネットを設置したり支柱を固定したりするためのひもや針

金、結束バンド、作業用のスコップ、水やり用のジョウロ、手袋など。 

準備するもの 

■今年度もグリーンカーテンフォトコンテストを開催します！ 

この夏、ご自宅・勤務先(いずれも城陽市内)で栽培されたグリーンカーテンのフォトコン
テストをおこないます！節電対策として、皆さんが育てた自慢の「グリーンカーテン」をぜひご
紹介ください。※応募などの詳細は、5 月より事務局にチラシを設置しますので、そちらを
ご覧ください。 

■ゴーヤ苗の無料配布をします！ 

昨年配布したゴーヤ苗でグリーンカーテンに取組まれた方から種を回収し、その種から育成した苗を
下記のとおり、無料配布します。 

●日時 5月 12日(土) 9時～正午 ※雨天決行(荒天中止) 

●場所 城陽旬菜市 (文化パルク城陽南側) 

●当日、先着 200名の方にお渡しします(1人 2苗)。※苗がなくなり次第終了となります。 

※申込不要・無料 
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年１回開催されている男のエコ料理教室ですが、今回「食のウォームビズ」を

テーマに、寒い冬「体の中からあたためる料理」を紹介しました。 

材料は、体をあたためる食材の代表である、酒粕やショウガです。 

最近は低体温症や生活習慣病の方も増えており、昔のような「旬の野菜を

使った食事」が減ってきているのかもしれません。冬は栄養価のある根菜類もあ

り、カブなどは葉も捨てないで、じゃこと炒めることで栄養価も高くなります。 

料理は苦手だという男性の方が多いと思いますが、本日の参加者の方々

は、自分で作った料理のおいしさと、自分でつくる楽しさも味わっていただいたよう

です。  
酒粕フォンデュ／じゃこ大豆／和風サラダ 

■男のエコ料理教室   1 月 13 日(土)  10 時～13 時 30 分  南部コミセン  文:米田委員 

■第３回自然観察会   2 月 17 日(土)  9 時～11 時  観察場所：古川流域  文:井手委員 

今期３回目の自然観察会、岡井勇樹氏（環境生物研究会）を講師に迎え、参加者(一般参加者 16 名、講師

スタッフ 2名、運営委員５名、事務局 2名)25名で古川流域の「冬の野鳥観察会」をおこないました。 

２月の観察会は、この古川流域でおこないます。すぐ東 200ｍの 24 号線沿いでは、商業や工場の建設ラッシュが始

まりつつあります。 

環境の変化に敏感な野鳥達がどんな影響を受けるのか非常に興味深い観察会の一つでもありますので、今後も同じ

時期、同じ場所での観察会を実施し、記録していきたいと思っています。 

当日は天候が変わり、みぞれ交じりの雨模様の観察会になりました。北部コミセンを出てすぐに植え込みの中でハクセキ

レイとメジロが確認され、すぐ横の嫁付川の中洲周辺では、ダイサギ、コサギ、カルガモ、カワセミ、ツグミ、ムクドリ、タシギが

観察されました。天候が悪く、毎年観察されているオオタカなどの姿は確認できませんでした。 

2016 年、17 年と 34 種類の野鳥が観察されていましたが、悪天候にもかかわらず 31 種類も観察できました。3 年

間を比較するとイワツバメ、ハシビロガモの２種類が新顔として追加されました。それから毎年観察されているカイツブリとカ

シラダカの２種類は確認できませんでした。 

荒洲北橋で参加者全員の集合写真を撮り、帰路は清掃活動（ごみ拾い）をしながら北部コミセンへ帰ってきました。 
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■はじめに  

 近年頻発する異常気象の主因となっている「地球温暖化」の防止対策が急務で

す。この対策にわれわれ大人は当然ですが、次世代を担う「エコサイエンスキッズ」の

育成も大切です。これ等を鑑みて循環部会では「小学生の高学年と中学生」を対

象に、太陽エネルギーを有効に使う、次世代の太陽エネルギーの利用と変換方法を

「座学・実験・学習・ソーラーカーキットの製作」から、地球温暖化を学ぶ「太陽の恵

み学習会」を１月 20日(土)に実施しました。 

■クイズで学ぶ「太陽＆地球温暖化」 

   大野会長の挨拶のあとに、奥田委員からスライドを使い「太陽の大きさや寿命につ

いて」三択クイズで分かりやすく学習しました。他の「環境にやさしい再生可能エネル

ギー」や 50年後の地球温暖化に関連して異常気象等を学習しました。 

■JAXA開発の太陽光複合発電システム 

太陽のエネルギーはどうやって伝播するのか、太陽のエネルギーには光と熱の２つが

あります。現在の太陽光発電は光エネルギーが発電に使われています。一方、熱エ

ネルギーを使うと発電効率が大きくアップすることを右の写真の実験装置(ソーラーツ

インザラス)より、私が説明をしましたが、参加した小学生には難しかったようです。 

■太陽光エネルギーを体感、ミニソーラーカーの製作と走行実験 

 説明画面を参考に、参加者全員が組み立てにチャレンジし完成。太陽光に替わ

るライトを当てると走りだし、完成の喜びに笑顔が咲いていました。 

■次回の開催に向けて 

今回の参加者は、小学生６名で中学生の参加はありませんでした。開催時期や

対象者についての課題と、子どもたちに質疑応答の時間も取れなかったという課題も

残りました。 

次回の開催に向け、これらの経験を活かし、次世代を担う「エコサイエンスキッズ」

の育成をしていきます。 

■太陽の恵み学習会  1月 20日(土)  9時～12時  寺田コミセン          文:小林委員 

■エコバスツアー  3 月 8日(木)  エル・マールまいづる／舞鶴ふるるファーム       文:奥田委員 

 一般から申込みのあった 23 名、スタッフ・事務局６名を含む 29 名が、

早朝 9 時に、京都府舞鶴市にあるエル・マールまいづる及び舞鶴ふるる

ファームに向け、市庁舎を出発しました。出発直後、当会議の大野会長

より「念願の舞鶴縦貫道が開通し、城陽と舞鶴が一本でつながったお蔭で

舞鶴への往復エコバスツアーが可能になり、今回が最初のツアーです…」と

の挨拶がありました。早速、小林運営委員により環境学習を開始。学習

内容は、楽しくわかりやすい三択クイズ形式でおこないました。参加者は城

陽 ecoBOOK に記述されている家庭の省エネ生活に精通されており高い

正解率でした。バスは順調に休憩予定の京丹波ＰＡに着きました。休憩

後バス車中では、これから見学するエル・マールまいづる（関西電力）の

事前学習として「予備知識クイズ」をおこないました。地球温暖化を内容

にした専門知識を必要とする内容でしたが、ヒントとなる説明もあり、ほぼ

満点の正解率でした。 

バスは予定通りエル・マールまいづるに到着、集合写真を撮った後、船

をイメージした関電エネルギー体験館(主に地下展示場)で各自が➀エネ

ルギー利用の変遷②様々な発電技術③私たちのエネルギー・セキュリティ

④環境への挑戦⑤舞鶴発電所について学習しました。 

大丹生コミュニティセンターにて昼食をとり、次の見学予定である、地産

地消の商品を売りにした舞鶴ふるるファームに行きました。帰途のバス中で

は「振り返り学習」を行い、参加者の積極的な挙手回答もあって和やかな

雰囲気の中で市庁舎到着、解散となりました。 

参加者からは「今日は雨にも関わらず良いツアーだった。この様なツアー

であれば次も是非参加したい。次の企画を期待します。」との心強い感想

も頂戴しました。 



        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。 

第 1回自然観察会  5月 13日(日)  富野小学校 9時集合 12時解散  観察場所：木津川河川敷 

家庭でできる夏の省エネに取り組みましょう！ 一人ひとりの省エネが大きな効果につながります 

■内 容：木津川河川敷での野鳥観察会と美化活動 

 ※雨天中止(判断しかねるときは、当日 8時 30分～8時 45分に問合せ) 

■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：無料 

■講 師：岡井勇樹氏（環境生物研究会） 

■持ち物：水筒・タオル・帽子・城陽生きものハンドブック(持っている人) 

 ※当日は動きやすい服装ででご参加ください 

■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 

※5月 2日(水)より受付開始 

 家庭のエネルギー消費量の3割は、

「給湯」です。夏はシャワーの利用が

増える季節。お湯の使い方にも気を

配りましょう。 

ご提案 節水シャワーヘッドを使う 

室内に入ってくる熱

を少なくする工夫、

ポイントは「窓」 

夏になったら温度設

定を変えよう 

意外と大きい「お

湯」を作るときのエ

ネルギー 

夏の冷房時に室内に入ってくる熱

の 7割以上が「窓」からです。 

 熱の対策は、住宅の外側で行う方

が効果的です。 

ご提案 カーテンやブラインド、グリーン

カーテンで日差しをカット 

 機器の温度設定を一年中同じにし

ていませんか？設定変更は一度やる

と継続して省エネ効果が得られます。 

ご提案 便座暖房はオフ、洗浄温水

は低めに設定を変更 

「 コ ア ジ サ シ 」 

(全長 28㎝ 絶滅危惧種) 

特徴：大きさはムクドリぐらい、スマートな体つきで尾や翼が長い。白いツバメのよ

うに見える。背や翼の上面は淡い灰色である。くちばしと足が黄色く、頭の後ろが

黒い。くちばしの先端が黒い。水面上空を飛び回り、水にダイビングして小魚をと

らえる。 

生息場所・環境など：夏鳥で４月下旬ごろに飛来し、広い河原や砂浜で繁殖

する。繁殖地では巣（コロニー）をつくり、外敵の侵入に対して共同で攻撃する

が、カラスや野犬に襲われることがある。繁殖地周辺への人の侵入などの影響に

より、観察される個体数は少ない。城陽市では昔から木津川のカワラバシの愛称

で親しまれ、毎年少数の繁殖が確認されている。また、標識調査によってリターン

と呼ばれる年度を経ての再飛来が確認されている。現在、国際希少鳥類である

と共に、京都府の条例では「希少野生生物」に指定されている。 

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 30 年 3 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 


