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協力：大阪市

天神祭ごみゼロ大作戦2017に参加しました
なにわエコ会議 会長

花嶋 温子

7月24日、25日に行われた天神祭で、
ごみの分別や
リユース食器の使用でごみを減らそうという
「天神祭
ごみゼロ大作戦2017」が行われました。大阪市、露店
商の組合、地元商店街、廃棄物処理業の組合、ボラン
ティアセンター、環境団体など多くの方々が関わる実
行委員会に、なにわエコ会議も参加しました。
まずは、写真をご覧ください。

去年の天神祭の後

今年の天神祭の後

平成29年度 地域環境保全功労者表彰 受賞
なにわエコ会議 理事の小原純子氏が、
「平成29年度
地域環境保全功労者表彰」を受賞されました。
地域環境保全功労者表彰は、地域環境保全の推進
のため、多年にわたり顕著な功績のあった人や団体
を、環境大臣が表彰するものです。
小原氏は、なにわエコ会議副会長、NPO法人大阪府
民環境会議理事長等を歴任し、市民、NGO/NPO、行政
等と一体となって温暖化防止をは
じめ様々な環境保全・環境創造活
動に取り組んだことが評価されま
した。
6月14日
（水）、
グランドアーク半
蔵門にて環境大臣より表彰されま
した。

左の写真が昨年の天神祭の終わったあと、右が今年
の天神祭の終わったあとです。
散らかったごみを片付けたのではありません。
お祭りの来場者の皆さんに「ごみを分けて捨ててく
ださい」
と呼びかけたところ、ポイ捨てをする人がほと
んど居なかったのです。
写 真 のようなエコ
ステーションに出され
たごみのうち64％は
資 源 化 などにより焼
却せずにすみました。
のべ800人を超える
ボランティアの皆さん
の呼びかけと、それに応えて分別してくださった来場
者の皆さんの力です。
今年は広い天神祭の会場のうち南天満公園だけで
の活動でしたが、来年以降もこの活動が発展的に続く
ことを期待しています。

このたびは、
「環境大臣賞（地域環境保全功労者表
彰）」
という栄えある賞をいただき、大変光栄に存じま
す。
私は長年、なにわエコ会議やNPO法人大阪府民環
境会議、
（公社）
アジア協会アジア友の会をはじめ、さ
まざまな団体で運営の中心を担ってきました。
国内外における植樹や環境保全活動、さまざまな
環境学習講座や大学等での講義を通じた啓発、
より
よい 社 会 の 実 現 に 向 け た 政 策 提 言 など、市 民 、
NGO/NPO、地域、行政、学校、国際機関等と連携して
数々の活動を行い、平成19年には大阪市環境表彰も
いただきました。
また、環境のみならず、男女共同参画社会の実現
に向けても尽力してまいりました。
これらの活動を評価いただけたことを大変嬉しく
思いますし、今後もみなさまと共に、持続可能な社会
の実現に向けてますます精力的に活動していきたい
と思います。
小原 純子

【環境教育・啓発部会】

夏休みの自由研究 おおさか環境科

大阪市の副読本「おおさか環境科」を活用した出
前講座「夏休みの自由研究 おおさか環境科」を、大
学で環境保全活動に取り組んでいるサークルとの
連携で実施しました。
8月11日 ①木の声を聞こう
②川の中の生き物
8月12日 ①地球温暖化とわたしたちのくらし
②へらそうごみ
場所：おおさかATCグリーンエコプラザ

【エコライフ部会】

楽しくかしこくエコライフ セミナー

6月7日
（水）、おおさかATCグリーンエコプラザに
て行われた大阪府立大学 地域保健学域 総合リハ
ビリテーション学類 神谷重樹教授の学外セミナー
にて、
「楽しくかしこくエコライフセミナー」を行いま
した。
受講生の大学生に対して、地球温暖化の現状や
エコライフの取組みを具体的に紹介しました。
初めて聴く内容が多いようでしたが、身近な取り
組みでエネルギーコスト
削 減 などのメリットと共
に、環境貢献もできること
に つ い て 学 生 の み なら
ず、引率の先生方が深くう
なずいておられました。

ひとこま90分、前半はパワーポイントなどを利用
した勉強です。後半は勉強した内容に関連した実
物観察やスケッチ、エコクラフト体験、そしてこれら
の内容を用意されたファイルにまとめると
「夏休み
の宿題」ができあがるという講座です。親子協力で
すすめる学習と作業もとり入れています。
8月12日の講座では、
ボランティアの大学生が
講師となり、環境教育・
啓発部会のメンバーは
アシスタントとして参加
しました。
参加者 延べ約58人（保護者を含む）、大学生も小
さな子ども達と楽しく講座を実施でき
「良い体験に
なった」
「良い勉強になった、
よかった」
と大好評で
した。
夏休みに広島から親戚の家にやってきた子ども
さんも、親戚の家族といっしょに参加され、
「とても
たのしかった」
と大喜びでした。

楽しくかしこくエコライフ ＆
少しの食と健康コメントセミナー
9月25日
（月）、大阪区民カレッジ 城東校にて、
「楽
しくかしこくエコライフ ＆ 少しの食と健康コメント
セミナー」を行いました。
地球温暖化の現状や、私たちの生活が地球の生
態学的な限界をオーバーシュートしている現状、エ
コライフのコツ、地球も人も健康になれる食のあり
方などについて紹介しました。
環境問題について何となく知っていたけれど、具
体的なデータを知ってより実感でき、エコライフを実
践する意欲が高まった、今まで取り組んできたことが
エコライフだと分かって良かったと、好評でした。

【環境に配慮した企業部会】

エコアクション21スクール 開催
平成29年度のエコアクション21スクール（EA21）
は第1期として6月から9月までの4回開催し、新規に
EA21に取り組まれる事業者5社とレベルアップのた
めに参加した事業者3社、合わせて8社が参加され
ました。
また、第2期は新規で9社、
レベルアップで1社、合
わせて10社となり、ほぼ前年並みの参加者となって
います。

参加事業者には、それぞれにエコパートナーで
ある講師がついて、書類の作り方や省エネなどの環
境負荷低減策について丁寧にアドバイスしました。

■ なにわエコ会議賞 設立
地球温暖化防止活動をはじめ、
さまざまな環境問題
に対応する実践行動に積極的に取り組んでいる人や、
なにわエコ会議の活動に積極的に参画している人を
表彰することにより、環境保全活動の活性化を図るこ
とを目的として、
「なにわエコ会議賞」を設立しました。
こんな活動を表彰します！
●

環境啓発イベント等の企画・運営に参画、
またはスタッフと
して積極的に従事した人

●

構成団体主催イベントで３R啓発やごみの分別、食べきり

参加事業者の内、4社が環境省の「エコアクション
21CO2削減プログラム」に参加され、エコパート
ナーが支援相談人となって個別訪問による省エネ
に取り組まれました。

ＣＯ2削減コンペ 参加募集中
平成29年度「CO2削減コンペ」が現在応募を受け
付け中です。
昨年の32社を上回る参加に向けて呼びかけを
行っています。奮って参加をお待ちしています。
案内と応募用紙はなにわエコ会議のホームペー
ジに掲載しています。
※応募締め切りを11/15に延長しました
▲ ご案内
http://www.naniwaekokaigi.org
/pdf/17CO2compe.pdf
▲ 応募用紙
http://www.naniwaekokaigi.org
/oﬃce/17CO2compe.xls

■ なにわエコ会議 LINEスタンプ
なにわエコ会議のLINEスタンプ「それってエコやん
【大阪弁、関西弁】
」ができました！
「ほれきた！」
「まかせとき！」
「どーもおおきに」…まい
にちつかえる大阪弁、関西弁のスタンプです。
大阪府立咲洲高等学校３年生の生徒さんが、キャラ
クターやメッセージの原案を作成してくれました。
11/23（木・祝）
「環境ふれあいひろばin東住吉区」に
てお披露目します。
※スタンプは審査中のため、
まだ販売されていません

運動など環境にかかわる活動を積極的に実践した人
●

子どもたちへの環境学習・啓発活動に参加するなど、環境
保全活動に積極的に取り組んでいる人

●

緑のカーテン・カーペットを作り、ホームページやSNS（ツ
イッター等）
で発信されている人

●

自然環境の観察活動や保全活動に複数回続けて参加し、運
営に貢献している人

…など

エコパートナー、構成団体、部会長、事務局長からの
推薦を受け、会長が承認します。
11/23（木・祝）
「環境ふれあいひろばin東住吉区」に
※今年度の受付は終了しました
て、表彰式を行います。

スタンプは全部で24種類
お楽しみに！
！

環境出前講座メニューが新しくなりました！
環境教育・啓発部会では、要請に応じて環境NPO
や企業から講師を派遣する、環境出前講座を行っ
ています。
環境出前講座メニュー（例）
●

地球温暖化実験教室（大阪環境カウンセラー協会）

●

自然工作教室（シニア自然大学）

●

くらし見直し隊（大阪ガス）

●

電気エネルギーと環境問題（関西電力）

●

廃油からせっけんづくり
（ごみゼロネット大阪）

●

地球の健康、人の健康、食の健康（イー・ビーイング）

メニューにないオリジナル講座についても、お気
軽にご相談ください！
出前講座メニュー・申込書は、ホームページからダ
ウンロードできます。
▲ http://www.naniwaekokaigi.org
/contents/demaekouza.html

●なにわエコ会議のシンボルマーク
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。

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。
一緒に活動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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