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あけましておめでとうございます！ 

今年も素晴らしい一年になりますように！ 

 

２０１３年が始まりました！また新たな気持ちで今年もがんばりましょう！ 

私たち良永ゼミ３回生がエコプレスを担当させていただくのは今月号で最後となりました。 

このエコプレスの編集を通して様々な所へ見学に行き、たくさんの方のお話を伺いました。様々

な場所で様々な人が環境問題に取り組んでおられる姿をみて、改めて今私たちがすべきことは何

なのかを考えるきっかけとなりました。 

私たちの不器用な記事でも最後まで読んでくださった皆さん、そしてこのような機会を与えてく

ださった方々、本当にありがとうございました！ 

 
 



 

先日私たちは、積極的な環境保全活動が行われている万博記念公園を訪れました。 

公園内では、森林の再生、太陽光発電、堆肥化など様々な活動が行われていますが 

今回私たちは国内初の取り組みである「スターリングエンジン」に注目してみました。 

 

スターリングエンジンとは？ 

万博公園内では、年間約１００トン以上の 間

伐材や剪定枝などの木質バイオマスが発生してい

ます。これらを利用してエネルギーを有効利用し

ようと取り入れられているのがスターリングエン

ジンです。木を燃やすことで気体を熱し、膨張す

る力を動力に変えるエンジンです。 

 

木質バイオマス有効活用システム 

このスターリングエンジンを使い、発電し

た電気は公園内の照明などに使われ、燃やし

たときに発生する熱を利用して湯を沸かして

います。湯は、この機械のすぐ隣で「足湯」

として利用されており、市民の憩いの場とな

っています。木は光合成によって空気中に酸

素を放出することから、木を燃やすことによ

って発生する二酸化炭素も問題ありません。 

 

 

今後の展望・・ 

実は、今回見学させていただいて初めて「スターリングエンジン」の存在を知りまし

た。日本の目指す「循環型社会構築」に向けて、この万博記念公園での取り組みが是非

全国にも広まってほしいと思いました。元々人類は木を燃やしてその熱を利用していた

ことからも、スターリングエンジンは人類の原点に返ったクリーンな方法だと思います。

また、万博記念公園では自然体験のように地域の人々と交流しながら環境保全に取り組

むなど、公園が主体となって市民の環境意識の改革に取り組んでおられます。 

私たちはそれに受け身になるのではなく、今度は積極的に環境保全に 

向けて出来ることに取り組んでいく必要があると感じました。 



 

 

 

11月1日～4日まで関西大学統一学園祭が行われま

した！今年は後半の 2 日間、模擬店で【エコトレイ

食器】を導入し、ゴミ削減を目指しました！実際に体

験された方もいるのではないでしょうか？ 

たくさんの人の協力の結果・・・ 

エコトレイを導入しなかった前半 

2 日間に比べゴミは約半分に！また、

毎年あふれかえっていたごみ捨て場

が約３分の 2に激減しました！ 

 ○●当日の様子●○ 

 

 

上のフィルムは燃えるごみ箱へ！ 

トレイはボランティアメンバーによって回収！ 

模擬店で購入 

 

リサイクル業者へ発送！ 

点検 

えっ！ すごい！ 面白い！ 

環境にいいことしている気がする！  

回 収 率 は 約

75 ％でした！

多くの来場者の方から驚きや感動の言葉をいただき好評でした！ 

最近では、各地のお祭りやイベントなどでもエコトレイが使われるようになってきています！ 

みなさんも・・・ 

 



出所：平成 24 年 10 月 5 日＜日本経済新聞＞ 

～輸入に依存しすぎている ！！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、日本の食料輸入率は約 60％で、食糧輸入量の半分以上が穀物で占められてい

ます。この背景としては、現在、私達の食の中心となっているパンやお肉などの欧米化

が原因であると考えられます。具体的には牛や豚を育てるためにトウモロコシやコウリ

ャンといった飼料穀物が必要になっています。 

 

～輸入に依存し過ぎるとどのようなことが起こるのか？～ 

穀物を輸入する際には、年間約 1690 万トンもの大量の

CO₂が排出されており、干ばつ、北極の氷の減少、生態系

の破壊、海面上昇といった様々な面で環境に負荷を与えて

います 

さらに、右の記事のように、穀物価格は中国の穀物需要

拡大やバイオエタノールの利用の増加、干ばつなどが原因

で年々上昇しており、畜産農家などに被害がでています。 

 

～今後どうするべきか？～ 

食料は経済、環境の基盤となるものなので、これ以上輸

入に頼ってしまうと日本は崩れていくかもしれません。 

輸入に頼るようになった、根本の原因は食の欧米化にあり

ます。なので、消費者一人ひとりがもっと「食」について

考え、少しでも、従来の日本食を食べるよう心懸ければ輸

入量も軽減できるのではないかと思います。 

   

６０％ 



冬の節電 
 

 

 

 

 

みなさんは、家庭で冬にどれくらいの電気を使っているのかご存知でしょうか？ 

 

経済産業省によると、エアコンが 30％、照明が 13％を占めているそうです！ 

さらに、夕方は全体から見ても電力使用量が多く、エアコンなどに加え、 

ご飯の準備等により、使用量の増加が激しくなっていることがわかります！ 

 

どうやったら節電できるのでしょうか 

  

 

 

 

 

 

 

 

特に夕方以降は、 

家庭のご協力が不可欠！ 

 

①重ね着などをして、室温 20℃を心がける 

②不要な照明をできるだけ消す 

③テレビの画面の輝度を下げる 

④冷蔵庫の設定を「弱」に変える・食品を詰め込まない 

⑤炊飯器の保温機能は利用せず、冷ましてから冷蔵庫に保存する 

節電効果 

7％ 

4％ 

2％ 

1％ 

1％ 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

節電メニュー 

できたら 

Check!! 

？ 

節電って面倒・・そう思っていたあなた！！ 

節電って意外と簡単でしょ？ 

無理のない範囲で、家庭でも節電に協力しましょう！ 

そうすることで、冬場の電気料金の節約にもつながりますよ！ 

出所：経済産業省 HP 



 

ECO Cooking 

 

★エコ POINT★ 

①普通は捨ててしまうはずの、 

飲んだ後の葉を使うので 

美味しくエコ♪ 

②牛乳パックを型代わりに 

使うので、洗い物も少なく 

楽ちんエコ♪ 

材料（牛乳パック１本分） 

紅茶の葉(アールグレイ)…４ｇ 

薄力粉………１６０ｇ 

マーガリン…１２０ｇ 

砂糖…………１２０ｇ 

ベーキングパウダー…３ｇ 

玉子……………………２個 

クランベリー…………３５ｇ 

バナナ…………………１本 

① 下準備として、小麦粉と

ベーキングパウダーはふ

るいにかけ、型に紙を引

いておく。マーガリンと

卵は室温に戻し、オーブ

ンは180度で余熱する。 

② 紅茶の葉は、一度紅茶を

飲んだあとのものでいい

ので、大さじ１ほどのお

湯に浸しておく。 

③ ボールにマーガリンを

入れて、そこに砂糖を

２～３回に分けて入

れ、白っぽくなるまで

混ぜる。つぶしたバナ

ナを最後に入れる。 

④ ふるっておいた小麦粉

とベーキングパウダー

を３～４回に分けて③

のボールに入れてさっ

くりと粉っぽさがなく

なるまで混ぜ合わせる。 

⑤ ②の、紅茶の葉を浸して

おいたお湯も一緒に④

のボールに入れて、さっ

と混ぜる。クランベリー

も入れる。 

⑥ ⑤を型に流し込んで余

熱しておいたオーブン

で 45 分から 50 分程

度焼くと完成♪ 

ふんわり紅茶の香りが美味しい 

バレンタインにも、いかがですか？ 

簡単パウンドケーキです♪ 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
16 年経ってもなお、未だに続いている放射能の影響力・・・免疫システムや遺伝子などを傷つけられ、

心臓異常や甲状腺がんを患った子供たちの映像は、目を背けたくなるものでした。原発は現代に生きる

人たちのためだけに稼働され、将来生まれてくる原発の恩恵を受けることのできない子どもたちにこの

ような生きるための弊害を残していきます。また、原発は安全面の問題だけでなく、研究費や維持費な

どの多額なコストがかかり、決して安価な発電ではな

いことが浮き彫りになってきました。原生人類が誕生

して 20 万年。放射性廃棄物が無害になるまで 100

万年。果たして原発を今後再稼働・新規建設すること

は問題解決に繋がるのでしょうか。この映画が伝える

ことは日本に生きる私たちにとって他人事ではないの

です。少し重たい内容ですが、3.11 を経験した日本

人として、一度は見るべき映画ではないでしょうか。 

1986 年 4 月 26 日、旧ソビエト連邦（現ウクライナ）のチェルノブイリ原子力発電所 4 号炉

が爆発事故を起こし、放射性降下物はウクライナ、ベラルーシ、ロシアを汚染した。2002 年、

事故から 16 年後のベラルーシ共和国。原発から半径 30 キロ以内の居住は禁止されている。さ

らに北東 350 キロ以内に、局所的な高濃度汚染地域“ホット・ゾーン”が約 100 ヶ所も点在

している。ホット・ゾーンでの農業や畜産業は、全面的に禁止されている。そんななか、ホット・

ゾーンの村に住み続ける住民、放射線治療の現場、小児病棟、乳児院の実態に迫る。 

あらすじ 

“穴のあいた心臓 ” 

放射能の影響で生まれつき心臓に重度の障害をもった子供たち 

近くて遠い国ロシア。そこで起こった原発事故を忘れていませんか？ 2011 年 3 月

11 日に日本でも福島第一原発事故が起こりました。私たち良永ゼミでも事故から現

在に至るまで原発問題に取り組んでおり、この問題は風化させてはいけないものと考

え、改めて今回の記事に取り組みました。 

この映画を見て・・・ 

http://pic.prepics-cdn.com/hello1219/18417452.jpeg


 

 

 

 

 

 太陽光発電についての学習会 

  太陽光発電についての学習会をおこないます。皆様、お誘いあわせのうえ是非ご参加ください。 

   

日時：平成25年（2013年）３月１６日（土）午後２時～午後４時 

場所：千里ニュータウンプラザ ８階 多目的ルーム 

テーマ：地球温暖化は地域から！ 太陽光発電システムを学ぶ 

定員： 先着５０名 

費用 ：無料 
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関西電力株式会社北摂営業所 大阪トヨペット株式会社吹田店 リコージャパン株式会社関西営業本部 
 

アジェンダ２１すいた会員募集 
 

アジェンダ２１すいたは、持続可能な社会を目指す市民、事

業者、行政のパートナーシップ組織です。 
暮らしのCO2ダイエットをはじめ、様々な取組みを実践し

ています。 
あなたも一緒に活動しませんか。 
 
 
 

 
 
 

入会希望の方は、アジェンダ２１すいた事務局まで 
【アジェンダ２１すいた事務局】 

〒564‐8550  
吹田市泉町１－３－４０ 
吹田市役所環境政策室内 
TEL 06-6384-1782  
FAX 06-6368-9900 

・個人会員：１,０００円／年 
・団体会員：５,０００円／年 
・賛助会員：１口１,０００円／年 
・準会員：無料 
 

編集後記 
◇ 今回の記事を作成するにあたって、改めて節電の大切さを実感しました。節電は節約にもなり、ちょっとした配

慮で出来るので、多くの人に行ってほしいと感じました。（森） 

☆今も尚続いている放射線の影響力。３．１１が起きた日本も他人事とは言えず、将来に不安を感じました。（鈴木） 

○エコトレイのスタッフをしていたのですが、来場者が興味を持って取り組んでくれたり、感動してくれたのが嬉し

かったです！来年の学祭でもご協力お願いします♪（片岡） 

♭今回はバレンタインも近いということで、プレゼントにも喜ばれるお菓子を選びました！簡単なので良かったら作

ってみてください★（梶） 

▼万博公園は、環境保全活動が行われていることもあり、緑が多くて空気も新鮮です！梅田のような都会から３０分

程のところにこんな自然があるとは！私たちは自然の恵みに感謝し、それを守っていかなければいけないなと改め

て感じました！（森本） 
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