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新年あけましておめでとうございます 
 
平成 15 年に発足しました城陽環境パートナーシップ会議は、今年度から始まります第２次

城陽市環境基本計画においても、その果たす役割は変わらないと確信しております。社会の

発展とともに環境問題への関心がますます高まるなか、今後とも市・市民・事業者・市民団

体とのパートナーシップを理念に活動を推進してまいります。 

本年も引き続きみなさまのご支援をお願い申し上げます。        

 

 

 

 

 

 

 

 

講師の西森誉普氏、田中寿樹氏、参加者、スタッフ合計 29 名

で橿原市昆虫館に行きました。小さいお子さんも参加していたので、

事前学習として、バス車中では田中先生による野菜のクイズをおこな

い小さい子ども達にも答えられる楽しいクイズ、例えば①[スイカ]は野

菜？果物？その違いは？ ②大根は[根・茎]のどこを食べているの

か？③サツマイモは[根・茎]のどこを食べているのか？④ジャガイモは

[根・茎]？⑤玉葱は[根・茎・葉]？などです。 

橿原市昆虫館での自然学習会の開催は２回目です。8 年前の

1 回目は８月の夏休み期間中の開催だったので、昆虫館の近くのク

ヌギ林で国蝶のオオムラサキを観察することができました。今回は冬

の開催なので、昆虫館の《見て、聞いて、触って、感じる》ことができ

る、いろいろな展示を主に講師の楽しいお話を聞きながら、学習しま

した。 

標本展示室では、地球上にどうやって昆虫が登場したのか、世界中

の昆虫の不思議な暮らしなどを、標本や写真で紹介していました。 

生態展示室・特別生態展示室では、昆虫が生息している環境や周

辺の自然を再現し、昆虫の生態などを肌で感じ、昆虫と親しみなが

ら観察できるように、子供たちに人気のカブト虫やクワガタ虫の成虫・

幼虫や水中にすむゲンゴロウやタガメなどを、備え付けのカメラで迫力

ある映像で見ることができました。特別生態展示室では、いろんな昆

虫の飼育の様子を見学することができました。最後にお目当ての放

蝶温室では、琉球列島の気候と同じ 25℃前後に温度調節され、

ハイビスカスやトックリヤシモドキなどの亜熱帯・熱帯植物が約100種

類ほど植えてあり、花が咲き乱れる中、オオゴマダラやリュウキュウアサ

ギマダラなど、約 12種類 948頭（2018.11.13現在）が飛び交

っていました。参加者であるひとりの女性は、放蝶温室の蝶に大変好

かれ、頭に蝶が2つ、3つと止まるという、不思議な光景が見られまし

た。聞くところによるとヘアースプレーをかけてきたとのこと。蝶がその匂

いを気に入ったのでしょうか…？！ちなみに蝶が匂いを感じるのは触

覚です。 

講師による楽しいお話と説明もあり、昆虫について楽しく学べた学

習会でした。 

会長 大 野 和 宣 

「昆虫について学ぼう！」 自然学習会を開催   12月 2日(日)          文:井手委員 
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団体展示 

記録的な酷暑にもめげず、意欲的なご応募ありがとうございました。 
最優秀賞の小竹長生さんは、ご夫婦で分担して朝夕水遣りを続けられた由。こ 

の小さなプラントボックスからこんなに豊かなグリーンカーテンが生まれました。 
優秀賞の花村洋子さんは、室内から撮影という発想が楽しい。涼しそうですね。 
環境賞の村上隆夫さんも、丹精込めた爽やかさです。 
小林のり子さんは、キウイのグリーンカーテン。ジャムが楽しみです。小林駿さん  

は、涼しげな内側から。実もたくさん。多田智明さんは、アーチ型の窓と一体化した 
素敵なオブジェになっています。並河勝彦さんも、豊かなグリーンカーテン。 
グリーンカーテンは、葉の蒸散作用によって室温を下げる優れものですが、それ以 

上に、植物を丹精する人のやさしさが道行く人にも伝わって、心を和ませます。心の 
こもった作品達に励まされ、私達もまた元気な苗を作ります。 
 ご応募くださった皆さん・育ててくださった皆さん・種を届けてくださった皆さん、ありがとうございました。    (文:上野委員)                        

 

グリーンカーテンフォトコンテスト表彰 

現在、全国の温室効果ガスの約16％が家庭部門から排出されて
います。地球が非常に広大なもので、温室効果ガスの全容をつかむのは難しいので
すが、事実に基づいたデータを地道に積み上げた結果、ほぼ 100%地球は温暖
化に驀進しているのは間違いないと思われます。そんな中、家庭で省エネに取り組
む機会はたくさんあるにも関わらず、家庭部門での温室効果ガスの排出量は減って
いません。会社と違い、家庭では省エネの仕組みがつくりにくいため、家庭でできる
省エネ活動の情報発信の継続が必要です。となると、私たちの団体活動にかけら
れた期待は大きいものです。 
 今回のフォーラム講演会の講師である、堀奈津子氏は、知名度や気象予報士
という専門性から事実に基づいた啓発を担当してもらうにはピッタリの方でした。 
 堀さんの話は経験からのデータに基づきシミュレーションをした「2100 年の天気予
報」や気候変動をふまえた温暖化の現状、今後の省エネ対策など、我々が日頃
知りたいと考えているポイントに切り口を当てたお話で、今後の啓発活動にとても参
考になりました。 
 特に次の 2 つの点には共感というよりも、気持ちが軽くなるのを覚えたので列記し
ます。 
 ひとつ目は「温暖化に適応する」という考え方です。温室効果ガスの削減に努め
るのは当然ですが、日常使用する製品の品種改良や人間の生き方について「温
暖化に合わすのも仕方ないですね」と言われたこと。 
 ふたつ目は、災害対策についてです。最近は温暖化がもたらす「大雨」「台風」
「熱中症」など、誰が被災してもおかしくない状況が続いています。その対策として
「緊急発動がでるたび、命を守るために逃げてください。命を守るためなら何度空振
りでもいいじゃないですか」と言われたことです。この言葉は今後の座右の銘にしたい
です。                                (文：芦原副会長) 

講 演 会 

 団体活動紹介展示では、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、やましろ里山の会、城陽生きもの

調査隊、アトリエ布日和、エコポート長谷山に出展をいただき、各団体の

日ごろの活動を紹介いただき、環境活動の啓発が実施できました。 

なかでも、エコポート長谷山のリサイクルガラスを使ったミニリースへの絵

付け体験や、やましろ里山の会の松ぼっくりを使ったクリスマスミニツリー作り

は、来場された子どもたちに大人気で、最後まで賑わっていました。 

また、城陽旬菜市には、地産地消の啓発として、地元で採れた野菜や

イチジクジャムなどの加工品、だし巻き卵、芋おこわを販売していただき、 

一部の商品は昼前には売り切れてしまうほど、こちらも大盛況でした。 

昼 12時からの１時間は FM うじによる公開生放送、また城陽市在住

のエコキッズによるヘビやカメなどの生体展示も実施され、会場は多くの来

場者で賑わっていました。参加いただきました団体の皆様、ご出展ありがと

うございました。                       (文：事務局) 

左から、大野会長、環境賞・村上隆夫様 

最優秀賞・小竹長生様、優秀賞・花村洋子様 

講師の堀奈津子氏 

参加団体の 
展示 
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リメイク・ファッションショー 

■自然ごみは減少するが人工ごみは増加 

－便利は一瞬・ごみは無限！－ 

コンビニがどこにでもある便利な時代、コンビニとは日本語で「便利」という

ことです。人間は目先の便利さを追いかけ、便利な自動販売機、軽量なプ

ラスチック容器や機器を創り出し、人工ごみ(プラスチックごみと核によるごみ

や)は増大する一方です。なぜでしょうか？科学の法則によると物を造れば

作るほどごみが必ず増大する。言いかえれば、便利な機器を作るほどごみが

増えて、CO2 増加による大気汚染を招き、とくにプラ類は河川を経て海洋に

溜まり、プラを魚・鳥が食べて深刻な海洋汚染問題を惹起しています。 
 

■マイボトル持参で「ペットボトルごみ」の削減を！ 

残念なことに未だに、ペットボトルのお茶や水が並んだ会議風景がＴＶや

新聞で見うけられます。ここに、海洋プラ環境汚染を防止するため、自治体

や企業等の会議で、ペットボトル飲料の使用を廃止することを提案します。

私事で恐縮ですが、地域の会議や講演会には小型軽量のマイボトルを持

参してプラごみの増大を抑止しています。皆様もご協力をお願いします。 

マイボトルの推進〔その３〕   「ペットボトルゴミを減らそう！」                文：小林  駿 

■ペットボトルごみが海洋環境汚染の元凶だ！  

昨年６月、環境ミニフォーラムで筆者がプラスチックごみの海洋汚染実態

を報告しました。近年日本では缶・ビンに比べて軽量かつ便利なペットボト

ル飲料容器は、年々増加傾向にあります。調査の結果、海底のプラごみの

第１位がペットボトルで、レジ袋より多く深刻な海洋環境汚染を招いていま

す(右図参照)。 海中や海岸では、ペットボトルごみはさらに多いようです。 

2018 年城陽市環境フォーラムのスタートは着物リメイク・ファッションショーから。2014 年から始まり定番になっている皆

様お待ちかねの布日和さんによるファッションショーです。 

今年もステキな力作満載！黒留袖の艶やかなワンピース、パッチワークに活かしたベスト、これが着物地？と思える可

愛いワンピース等々…。 製作者でモデルの皆さんも堂に入ったもので、観客の皆様に手を振りながら自慢の作をアピール

されていました。 タンスに眠るステキな着物を丁寧にリメイクして価値のあるものにして後世に残していく素晴らしい取り組

みです。 関心のある方は是非チャレンジしてみてください！                         (文：中島委員) 

アトリエ「布日和」さんを紹介します！ 
 

●開催日時：週３日(月・水・金) 10時～16時 
●料金：半日 500円 
●材料：小物類はセットにしてあるが、持ち込みも 

出来る。また、作成する物により準備でき 
ないものもあるので要相談。 

●連絡先(代表：細谷氏) 
自宅：0774-88-2486 
携帯：090-1149-6444 布日和さんの活動の様子 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://www.komei.or.jp/clip/photo/0614_uchiwake_.jpg&imgrefurl=https://www.komei.or.jp/clip/p016.html&docid=XfesNyAfwhYSyM&tbnid=CzwhULX4U1vNzM:&vet=10ahUKEwjVzv2c0-_eAhWBE7wKHVoMAEcQMwhGKAkwCQ..i&w=320&h=274&bih=675&biw=1064&q=%E6%B5%B7%E3%81%AE%E3%82%B4%E3%83%9F%E3%81%AE%E9%87%8F%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95&ved=0ahUKEwjVzv2c0-_eAhWBE7wKHVoMAEcQMwhGKAkwCQ&iact=mrc&uact=8


事務局（市役所３Ｆ環境課内）TEL:56-4061／FAX:56-3999      （４）  

エコバスツアー  3月 8日(金)  城陽市役所南玄関前駐車場  10時集合出発  16時 30分解散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 城 陽 ゴ ル フ 倶 楽 部 
〒610-0121 京都府城陽市寺田奥山 1-48 

 TEL：0774-52-1161 

日 本 観 光 ゴルフ株 式 会 社 
城 陽 カ ン ト リ ー 倶 楽 部 
〒610-0121 京都府城陽市寺田奥山 1-46 

星 和 電 機 株式会社 
〒610-0192 京都府城陽市寺田新池 36 
TEL 0774-55-8181  FAX 0774-58-2034 

株式会社 玉 井 開 発 
〒610-0192 京都府宇治市広野町西裏 30番地 1 

TEL 0774-44-3351㈹  FAX 0774-41-7007 

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 12 月末現在（五十音順・敬称略) 

洛タイ新報ホームページにおいて、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」を連載中です。
ぜひご覧ください！ 

地球温暖化が原因の一つであると言われている異常気象による自然災害が多発する中、防災
におけるダムの役割について学習しませんか。 
 
●集合・解散：10時集合・出発 16時 30分解散 
  ※雨天決行    
●見 学 先：スプリングスひよし・日吉ダム(南丹市日吉町) 
●対 象：市内在住・在学・在勤者 
（小学生以下の参加者は保護者同伴でお願いします） 

●募集人数：30名（先着順） 

●集合場所：城陽市役所南玄関前駐車場 
●持 ち 物：筆記用具、水筒  
●参 加 費：無料 
●申 ・ 問：城陽環境パートナーシップ会議へ直接か電話(56-4061) 
※2月 18日(月)より受付開始 

第 4回自然観察会  2月 3日(日)  北部コミセン 9時集合 12時解散  観察場所：古川流域 

男のエコ料理教室参加者募集中！ 恵方巻・豚汁・胡桃ゆべしを作ります。  
●開催日時：1月 19日(土) 10時集合 13時解散 

●開催場所：南部コミセン料理実習室 ●定員：24名(先着順) 

●費 用：1,000円 ●講師：木下穂支子氏 

●持 ち 物：エプロン、三角巾、タオル、布巾  

●申 ・ 問：城陽環境パートナーシップ会議へ直接か電話(56-4061) 

※平成 30年 12月 17日(月)より受付中！ 

 

お気軽にご参加ください！ 

●内 容：古川流域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：脇坂英弥氏・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(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 ・問：城陽環境パートナーシップ会議へ直接か電話(56-4061) 

※1月 16日(水)より受付開始 

(ダム放流) 

※昼食はスプリングひよしにてとります。 
昼食費用は自己負担でお願いします。 


