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協力：大阪市
High Moonさんの漫画（京エコロジーセンターHPより）

ペットボトルのお茶から考える

なにわエコ会議 会長

花嶋 温子

3月4日に環境省と経済産業省の合同審議会に、地球
温暖化対策の計画が諮られ、2050年までに温室効果
ガスの排出を80％削減するというニュースがテレビで
流れました。その会議の机の上にずらりと並んでいた
のはペットボトルのお茶でした。
温室効果ガス80％削減という大きな目標の前では、
ペットボトル入りのお茶を出すかそれともリユースできる
容器のお茶を出すかは大きな問題ではないかもしれ
ません。
しかし、
「安いから便利だから」がペットボトルを選んだ
理由であれば、それは地球温暖化を引き起こしている
化石燃料（石油や石炭など）を選んできた理由と同じ
です。小さなことですが、
ちょっと気になる風景でした。
さて、身近な会議ではどうでしょう。平成26年の11月に、
大阪府内の43の自治体が開催する
「環境」や「ごみ」を
テーマにした会議（外部の人を交えた会議）にどのような
飲みのもが出ているのかをアンケート調査しました。

その結果は、図に示すように「環境」について話し合う
会議で46％、
「廃棄物の減量」について話し合う会議で
50％が一人一人にペットボトル入りの飲料を出していま
した。
飲料を出していない会議も、
「環境」で29％（8自治
体）、
「廃棄物減量」で23％（6自治体）あります。でもその
理由を尋ねてみると、
「以前からの慣例」や「費用がかかる
から」が多く、
「環境への影響を考えてマイボトルを推奨
しているから」を選んだ自治体は、
ごく少数でした。
財政難の折、現状で一番簡単で費用がかからない
のは、ペットボトル飲料を並べることです。でも、ペット
ボトルの普及の影でリユースびん（洗って何回も詰め
直して使うびん）はどんどん減っています。ペットボトル
のリサイクル経路のうち一番お金のかかる収集費用は
税金でまかなわれています。
ちょっと立ち止まって、お茶をどうしたらいいか一緒
に考えてみませんか。High Moonさんの漫画にあるよう
に、
どうも私達は急ぎすぎていませんか。
最後に大阪には「茶々」
というリユースびん入りの
お茶を作っている環境活動
グループがあることを紹介
しておきます。
（http://chacha-osaka.com）

リユースびんを使った「茶々」
大阪びんリユース推進協議会

イベントレポート

環境ふれあいひろば in 港

なにわエコ会議は毎年、
「環境ふれあいひろば」
を各区で開催しています。
今年は12月26日
（土）に大阪市立港区民センター
で開催し、実施する港区役所様にも協力していただき
ました。

なにわエコ会議ブース
エコすごろく・風力発電模型展示

なにわエコ会議
取組紹介パネル展示

ステージ・イベントとして
「省エネ・節電コンペ表彰
式」、
「なにわエコ会議 活動紹介」、
「大阪ガス（なにわ
エコパートナー）活動紹介」、
「省エネ・節電コンペ事例
発表」
として、節電大賞を受賞された特定医療法人
ダイワ会大和中央病院様と、省エネユニーク賞を受賞
された上島珈琲貿易株式会社UEBO店様に、事例紹介
をしていただきました。

会場内には「ためそう・つくろう・みよう・きこう」を
テーマとした11の体験ブースを設け、スタンプラリー
で楽しく学びながらブースを回っていただきました。
パネル展示コーナーでは、なにわエコ会議の取組
紹介、関係団体の紹介、省エネ・節電コンペ参加企業
の取組紹介などを展示しました。
最後のおたのしみ「環境クイズ」で、環境保全の重要
性について再認識していただき、景品として冷蔵庫
センサーを配布しました。

大阪市路上喫煙防止キャラクター
「アカンずきん」
（左）
と
港区キャラクター「みなりん」
（右）
も
駆けつけてくれました

参加者の声

省エネ・節電コンペ
表彰式

大阪ガス 宮里潤様による
活動紹介

☆いろいろ体験できおもしろかった。
☆手回し発電気でプラレールを走らせて、
しんど
かったけど楽しかった。
☆エコドライブシュミレータに挑戦して大変やった。
☆顕微鏡で見たコケやシダがとてもきれいやった。
☆地元（港区）関係者の協力が得られて良かった。
（スタッフ）
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Leading Eco Lifeつるみ「エコのつどい」

2月20日(土)、鶴見区民センターにて、環境シンポ
ジウム「Leading Eco Lifeつるみ『エコのつどい』」が
行われました。

参加者450人以上、大盛況となったシンポジウム
では、地球環境に関する講演、地元中学校吹奏楽部
によるミニコンサート、遊びながら学べるエコ体験
コーナーなど、楽しいプログラムがたくさん。
なにわエコ会議も出展し、人気の「エコすごろく」
などで楽しんでいただきました。
大阪市鶴見区を対象に実施した区民参加型省エネ
事業「Leading Eco Life つるみ」の成果報告・表彰式
では、なにわエコ会議の花嶋会長がエコライフを推進
された表彰世帯に賞品を授与しました。

イベントレポート

楽しく学ぼう！エコセミナー 第1回

なにわエコ会議の新しい試みとして、日頃はイベントや
セミナーでプログラムを提供される側のエコパートナー
さんに、たっぷり楽しく学んでいただき、一般の方にも
なにわエコ会議に関心を持っていただこうと、3月1日
（水）、大阪ガス ハグミュージアムにて
「楽しく学ぼう！
エコセミナー」を開催しました。
琵琶湖環境科学センター長
内藤正明先生によるご講演
「COP21-コップの中の嵐で終わる？-」
地球温暖化と私たちの生活について
最新情報を教わりました。

ハグミュージアム ガイドツアー
エネルギーギャラリー、住まい
と暮らしの体験フロア、屋上
農園などを見学しました。

ー 環境教育・啓発部会
参加者の声

シェフジャパン代表
古庄浩氏の
エコクッキング教室
「おいしくエコしよう」
冷蔵庫の余りものを使ったサラダとオムライスを紹介。
希望者はシェフの手ほどきで、オムライスのクッキング
体験ができました。
ふわとろオムライスと美味しいサラダの試食に大満足！

「いつもは捨ててしまう野菜の葉っぱや冷蔵庫
に眠る余りもの。工夫次第で、大変身させること
ができます。」
というエコクッキングの体験に
心惹かれて参加しました。
内藤先生のお話は、地球温暖化に関する
ディープな内容にも関わらず、
ダジャレをふん
だんに盛り込んでくださり、
「クスッ」
と笑いが
生じる場面が何度もありました。
理想の家庭環境が見られたハグミュージアム
ガイドツアーでは、インカムを個々に使わせて
いただいて、
アテンダントの説明が雑音に消さ
れることなく、
より集中して聞くことができました。
そして、最後のエコクッキング。私も大概な
エコクッキング従事者だと自負しているところ
がありましたが、きれいに、おいしく見せる工夫
が足りませんでした。
しっかり実習させていた
だき、子供たちに即、実践。いつものグリーン
サラダと違う
「色とりどりのサラダ＋ターメリック
ソース」
「ふわふわオムレツ＋デミグラソース」
の組み合わせに「おかあさん、おいしいわ」
と
驚きの様子。古庄シェフありがとうございました。
久しぶりに充実した昼下がりを過ごしました。
水藻英子 −

☆地球規模の話から身近な話、そして予約が必要
なガイドツアーに行けるなど盛りだくさんで
よかったです。
☆野菜をおしゃれに飾り切りしながらおいしく無駄
なく食品をつかえて、女子力があがりました。

●2015年度の活動
4月 26日 大阪市こどもカーニバル2015
6月 10日 エコアクション21スクール 第1スクール 第1回
6月 11日 企画委員会
6月 13日 大阪南港フェスティバル
6月 30日 理事会、委員総会
7月 8日 エコアクション21スクール 第1スクール 第2回
7月 26日 なんばエコプロジェクト2015
8月 1・2日 「おおさか環境科」出前講座
8月 5日 エコアクション21スクール 第1スクール 第3回
8月 8日 夏休み宿題応援『ペットボトル工作』
8月 14日 すみよしエコフェスタ
9月 9日 エコアクション21スクール 第1スクール 第4回
9月 13日 鶴見区民まつり
9月 22日 ECO縁日
9月 23日 おもしろ！？実験大集合
10月 6日 エコアクション21 10周年記念大会 in Osaka
10月 7日 エコアクション21スクール 第2スクール 第1回
10月 11日 港区民まつり

10月 15日
10月 27日
11月 11日
11月 11日
11月 14日
11月 30日
6月〜11月
11月
12月 9日
12月 15日
12月 26日
1月 13日
1月 13日
1月 23日
1月 24日
2月 20日
3月 1日

鶴見区食生活フェスタ
第1回 ゴミ減量市民リーダー養成連続セミナー
第2回 ゴミ減量市民リーダー養成連続セミナー
エコアクション21スクール 第2スクール 第2回
エシカルカレッジ IN メルカートピッコロ
第3回 ゴミ減量市民リーダー養成連続セミナー
省エネ・節電コンペ
レジ袋削減啓発活動
エコアクション21スクール 第2スクール 第3回
第4回 ゴミ減量市民リーダー養成連続セミナー
環境ふれあいひろば in 港
第5回 ゴミ減量市民リーダー養成連続セミナー
エコアクション21スクール 第2スクール 第4回
大阪市環境表彰受賞
エシカルカレッジ特別セミナー
Leading Eco Lifeつるみ「エコのつどい」
楽しく学ぼう！エコセミナー 第1回

平成27年度大阪市環境表彰受賞

環境経営推進協議会の事務局担当、
「なにわエコ会議」主催のエコ
アクション21スクールやCO2削減コンペへの協力など行政寄りの

大阪市では、環境保全に関し顕著な功績のあった個人、団体

仕事に従事しているのが現在。私よりももっと活動されている仲間

及び事業者を対象に環境表彰を実施しています。

が多い中で、大阪市民税を払っている市民が周りに見当たらない

この度、環境に配慮した企業部会で活躍中の塚本勝氏が、

ので、私に白羽の矢が当たったのが今回の結論。
「いい年寄りがいつ

平成27年度大阪市環境表彰を受賞されました。

まで仕事をしているの」
と周りの声も聞こえますが、キーをたたく指

塚本勝氏からのコメント
栄えある大阪市環境表彰を受賞しましたが、果たして私でよかった

が震えるまでは続けようと思っております。
『まだだ、もっとやらんかい！そんなことで満足しててどないすん
ねん！』
（稲盛和夫氏）
・・・もうちょっと、がんばります！

か、権威ある表彰を汚してないだろうかとの不安の中、吉村市長名
の表彰状を眺めて「まあいいか」
と厚かましくもこの原稿に筆を進めて
おります。
環境の仕事を始めたのが15年ほど前。勤務先にISO14001を進言
したのがそもそもの始まり。定年を過ぎて環境資格をめざし、環境省
の環境カウンセラー資格を手にNPO法人大阪環境カウンセラー協会
に入ったのが第2段階。大阪市環境調査隊、なにわエコ会議と大阪市

イ ベ ント 情 報
大阪市こどもカーニバル2016
＊こどもたちが家族や友だちと楽しく遊び、
こども
同士の交流を深めるためのイベントです。
＊人形劇、
クラフト工作、ゲームなど、
こどもたちが
楽しんで参加できる催しがたくさん！
こどもたち
＊こどもによる開会宣言や式典演奏など、
が主役となって活躍します。
＊4/24（日） 10:30〜15:00
＊大阪城公園 太陽の広場、大阪城野球場にて

知ろう！学ぼう！大阪南港エコフェスタ2016
＊環境活動を体験し、家庭で取り組むきっかけを
見つけていただくイベントです。
＊エコに関するクイズ、廃材を使った工作、ステージ
イベントなど、子どもから大人まで楽しく環境に
ついて学べます。
＊6/4（土） 11:00〜16:00（予定）
＊ATC ITM棟アトリウム、おおさか南港ATCグリーン
エコプラザにて

●なにわエコ会議のシンボルマーク
皆さんはご存知でしょうか？
たこ焼きを地球儀にみたて、そこに
大阪城、通天閣、海遊館を配置する
ことによって大阪らしさを強調し、
パートナーシップの力と大阪人の
創意工夫で地球温暖化にストップ
をかけようという願いを込められた
ものです。

表彰式の様子（1月23日 阿倍野区民センター）

事務局からのお知らせ
なにわエコパートナーを募集しています
＊「なにわエコ会議」に参加して、家庭・職場等における
省エネ運動や出前講座などの環境教育・学習の
支援、環境マネジメントシステムの普及など地球
温暖化防止等の取り組みを、一緒に勉強し、実践
しませんか。
＊詳細は、なにわエコ会議ホームページをご覧くだ
さい。
（http://www.naniwaekokaigi.org）

皆様の力を
なにわエコ会議活動で発揮しませんか
＊なにわエコ会議では、
「エコライフ部会」、
「環境
教育・啓発部会」、
「環境に配慮した企業部会」が
中心となり、様々なイベントに取り組んでいます。
具体的な活動を企画・運営する部会員を募集して
います。
＊参加希望者は、事務局まで連絡をお願いします。
なにわエコウェーブ
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