アジェンダ２１すいた 第41号
ニュースレター
平成２９年１月２５日発行

「アジェンダ21」とは「21世紀への課題」という意味です。
「アジェンダ21すいた」は、市民・事業者・行政が力を合わ
せて、持続可能な社会の実現を目指すパートナーシップ組織
です。
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アジェンダ２１すいた代表 新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。
「アジェンダ21すいた」では、各部会の活動も活発に進むなか、新しいプロジェクト
として、地球温暖化防止のために「１万人のエコ宣言活動」をスタートさせました。市民
の皆さま一人ひとりが自ら自己宣言文を紙に書き、それを写真に記録していこうとするも
のです。なお、この活動にはリコージャパン株式会社の寄付金（Free・Will）を頂きまし
た。２月１８日には、市内大学の多くの学生さんの協力を得て、エキスポシティで行うイ
ベントでその成果を公表します。また、食品ロスを減らすため、宴会での食べ残しを減ら
す「３０・１０運動」もスタートさせます。
いずれの取り組みも、「市民の皆さま一人ひとり、企業の皆さま一社一社が環境に優し
い活動を取り組んで下さる」そのような輪を広げ、全国で一番、環境実践行動に取り組む
街となっていく、そのお手伝いができればとの願いからスタートしております。様々な環
境問題がありますが、解決の根本は一人ひとりの「ライフスタイルを変えていくこと」に
あると考えます。一人でも多くの方が楽しく参加できる仕組みを作って参ります。
本年も、どうぞよろしくお願い致します。
（代表 三輪 信哉）

「地球温暖化防止実践キャンペーン」 in 市立吹田サッカースタジアム
地球温暖化防止キャンペーンの一環として、10月29日（土）に市立吹田サッカースタ
ジアムにて開催されたJリーグのガンバ大阪対アルビレックス新潟戦のハーフタイムに、
グラウンド上で啓発パフォーマンスを行いました。大阪大学や大阪学院大学の学生と環境
部の職員、そして「アジェンダ２１すいた」の会員によるパフォーマンスで、一人ひとり
がプラカードを持ってバックスタンド側のサイド
ラインからホームスタンド側のエンドラインに
沿って行進しました。
まずは「豊かな地球を未来に残そう」のメッ
セージ。更新の途中には、合図とともにプラカー
ドを反転させ「STOP! 地球温暖化」を訴えま
した。
当日の入場者は2万6千人。観客とグラウンド
上との距離が近いと評判のスタジアムで、大勢の
方々の視線を感じ、いささか興奮状態に。大観衆
に対し大きくPRするとともに、また行進の模様
パフォーマンスの様子
が当日のNHK総合での試合中継に偶然にも放映され、
広くアピールすることができました。 （エネルギー部会 馬場 慶次郎）
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「わたしのエコ宣言」撮影会

ｉｎ吹田母子会まつり

冬の寒さも少し緩んだ、良いお天気の土曜日、メイシアターとメイシアター前のいずみの
広場で「吹田母子会まつり」が開催されました。
たくさんの方が来られるとお聞きしていましたので、吹田母子会さんにご協力いただき、
会場の片隅をお借りして、「わたしのエコ宣言」撮影会をすることにしました。
事前にどの場所がいいかなぁ、と考えていたのですが、図らずもメイシアター正面玄関に
続く階段横にセッティングすることになりました。「母子会まつり」に来られた方も、帰ら
れる方も必ず通りますし、また、ベンチに座って休憩されている方もいらっしゃるので、撮
影会に最適な場所でした。
手作りの品や吹田野菜の直売、バザーにす
いとん、舞台発表、お目当てのものを求め
て、ひっきりなしに会場に訪れる方々に「エ
コ宣言しませんか～」と声をかけていきまし
た。ガンバ大阪の選手たちが勢ぞろいした
「STOP！地球温暖化」のパネルが目を引き
効果的だったのか、はたまた声かけがよかっ
たのか、極めつけは、ガンバ大阪の選手たち
の写真が入った「Wリボンプロジェクトｉｎ
すいた2016」と「ＳＴＯＰ！温暖化。」の
コラボクリアファイルを限定プレゼントしま
「エコ宣言」を撮影しました
す、がよかったのでしょうか、たくさんの方が快く写真撮影に応
じてくださいました。
ご自身が約束できることを、「エコ宣言」パネルの中から選んでいただき、胸の前に掲げ
てもらって写真撮影しました。親子、カップル、グループ、もちろん一人でもＯＫです。ご
協力いただきました、みなさん、ありがとうございました。
写真は、来年2月18日（土)にエキスポシティで開催する「地球温暖化防止実践デー」の
会場でスライド上映させていただきます。どうぞ、お楽しみにしていてください。そして、
もちろん、手に持ったパネルの「エコ宣言」はしっかり実践してください。
（池渕 佐知子）
＊「わたしのエコ宣言」写真を募集しています。詳細はP８をご覧ください。
「地球温暖化防止実践デー」について
＜日時＞
2017/2/18（土）10時30分～16時
＜場所＞
エキスポシティ１階 光の広場
＜概要＞
・みんなのエコ宣言ムービー上映
・大阪学院大学チアリーディング登場
・世界の音楽・地球の音楽
・手作りおもちゃ等のリサイクル体験
教室
・エコサイエンスショー
ほか
「エコ宣言」募集中の様子
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主催
公益財団法人 千里リサイクルプラザ
共催
吹田市環境政策室、アジェンダ２１すいた

「アジェンダ２１すいた」会員も、「30・10運動」に初挑戦！（エネルギー部会）
「30・10運動」とは、宴会時の食べ残しを減らすためのキャンペーンで、
①「乾杯後30分間は席を立たずに料理を楽しみましょう」
②「お開き10分前になったら、自分の席に戻って、再度料理を楽しみましょう」
と呼びかけて、食品ロスを削減するもので、長野県松本市で発祥したと言われますが、い
まや、全国の自治体へと運動が拡大しており、環境省や消費者庁でも推奨されています。
「アジェンダ21すいた」としても、啓発運動に取り組み始めたため、実際にエネルギー
部会の忘年会の場で実践してみました。
宴会開始時に本日は「30・10運動」に取り組むことを
①

食べ始めスタート！！

宣言すると、自分の割り当て分は残さず食べようと、一人
ひとりの意識が高まります。お任せコースも最後になると
食べきれない人も出てくるので、そのときは余裕のある人
におすそ分けすることで、余すことなく食べ尽すことがで
きました。皆様も身近なところから、「もったいない」を
心がけて実践してみてください。
（エネルギー部会

②

楽しく、歓談中！

馬場

慶次郎）

食
ゼべ
ロ残
～し
！

④

宴会終了！きれいに食べきりました！！

国の進める食品ロス削減には、「30・
10運動」以外にもフードバンク活動など
様々な取り組みがありますが、廃棄物減量
の効果だけでなく、食を通じて多くの命に
③

お開き１０分前！！残りのお料理を食べます！

対する感謝を深める大事な取り組みと言え
るでしょう。
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（代表

三輪

信哉）

「木の実と鳥の観察会」～自然観察会2017～

（自然部会）

暖かく晴れた12月18日（日）、万博自然文化園で自然観察会を開催し、市民や部員13人
が参加しました。この観察会は、部会のテーマ「生物多様性」について考えるもので、今回
は「植物と鳥との関わり」についてでした。講師として、NPO法人「すいた市民環境会議理
事」の平軍二さんにお越しいただきました。
木の実には、「液果」（色のついた木の実）と
「乾果」（液果以外の木の実）があり、「液果」
は、種子分散のために色とりどりに熟した実を
食べてほしいと鳥を待っているそうです。園内
には、赤色や黄色、黒色などの木の実がそこか
しこにあり、特に、赤色の「ガマズミ」や「ク
ロガネモチ」、「タチバナモドキ」は目立ちます。

お天気に恵まれました

「ムラサキシキブ」の小さな実も、ありました。このような小さな実は、スズメやジョウ
ビタキ、メジロなどの小型の鳥が食べるそうです。
「センダン」の実の大きさは1㎝以上もありますが、楕円形なので鳥が飲み込みやすいの
だとか。「シャリンバイ」の実も1㎝ですが球形です。球形とし
ては、鳥が食べる限界の大きさで「ヒヨドリ」や「ツグミ」、
「ムクドリ」などのやや大きい鳥が食べるそうです。なかには、
「シャリンバイ」という大きな種もありましたが、大きいこと
にも理由があります。種が消化されてしまっては、種子分散の
目的が果たせないので、果肉の量と種子の大きさは鳥と植物の
せめぎ合いの結果だそうです。「シャリンバイ」の勝ちかな？
乾果の「アメリカフウ」の枝に鳥の「アトリ」が来ていま
す。実を拾って振ってみると、2㎜ほどの粒が出てきました。

アメリカフウの実を食べるアトリ

「アトリ」は実にぶら下がって中の種を食べるのです。乾果は、風で飛んだり落ちたりして
種を分散し、鳥に期待していないのであまり派手な色はしていません。でも鳥はその栄養に
目をつけて食べにくるのです。万博記念公園の施設「ソ
ラード」（森の空中観察路）をたどり展望台に上ると、万
博の森が眼下に。今見てきた植物や鳥はこの森に守られて
いるのだなと実感できます。展望台には「高階杞一（たか
しなきいち）の詩」が掲げられています。その一節に、
「鳥も木も昆虫もみんなひとつにつながっている。この大
クロガネモチの赤い実
苦いので最後まで残っているとか

きな緑の中で、人間も、みんなといっしょにつながってい
る。」とありました。生物多様性の尊さを言い表しているのだと思い

ました。暖かな日差しのもと、枯葉を踏みながらゆったりと歩き、たくさんの木の実や鳥に
出会えた楽しい観察会でした。
（自然部会
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喜田久美子）

平成28年度 すいたまちなか水族館・生物多様性 学習講座

（吹田市・滋賀県共催）

「びわこ×さかな×すいた」～琵琶湖博物館がやってくる！～
2016年12月4日（日）、千里市民センターで「水辺の環境保全と生物多様性」につい
て学ぶ講座と展示が開催されました。
琵琶湖と吹田のつながりを実感する催しで、滋賀県立琵琶湖博物館の金尾滋史主任学
芸員による学習講座や同館の「移動博物館」が展示されました。多くの家族連れで賑わ
い、子どもたちは楽しそうに水辺の生き物と触れ合っていました。
参加者は、ふなずしの試食
会で、滋賀県独自の食文化
を体験。琵琶湖・淀川水系
の豊かな生態系サービスを
享受していることを実感し
ていただけたのではないで
しょうか。

「ふなずし」試食

「ふなずし」とは、ニゴロブナを発酵させたもの。
湖国滋賀を代表する味覚で、昔から滋養強壮やお腹の
薬代わりに食べられてきたそうです。
金尾滋史氏による学習講座 （滋賀県公式ＨＰより）

吹田市役所の水槽で飼っている魚の特徴
や飼い方を、本市まちなか水族館のボラン
ティアスタッフが来場者に説明。9月26日
（月）に大阪府水生生物センターで実施さ
れたボランティア学習会の成果を発揮して
いました。また、大阪大学環境サークルＧ
ＥＣＳの学生も、お手伝いにきてくれまし
た。さらに、シガメ・クサガメも登場！！
来場された方々は、床をお散歩するカメた
ちを興味深く眺めておられました。
「移動博物館」の展示

「まちなか水族館」水槽展示

「すいたまちなか水族館」
市民・企業ボランティア募集中！
吹田市役所本庁舎・水道部庁舎・市民
病院に設置している大型水槽のお世話を
していただける市民・企業ボランティア
を募集しています。
水槽の清掃や水換え、学習講座等の催
しものにご協力いただきます。
■参加申込み・問合わせ先
吹田市役所

環境政策室

〒564-8550
大型航空マップ「空から見た琵琶湖」にてギャラリートーク
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吹田市泉町1-3-40

06-6384-1782

あなたがみつけるエコなお店inすいた

～町の修理屋さん「洋服編」～（資源部会）
町の修理屋さんシリーズ。今回は“洋服の修理屋さん（リフォームの店）
”のご紹介です。このごろ、町で
「洋服のリフォーム」という看板をよく見かけるように思います。タウンページにより、市内に１３店舗あり
ましたが、そのうち閉店2店舗、都合で掲載できない店が３店舗あり、7店舗の紹介をします。使い捨ての
ファストファッションが増えていますが、質の良いお気に入りの洋服は捨てがたいもの。和服の修理（リ
フォームも含む）や「かけつぎ」ができるお店もあり、洋服を取り巻く状況にも『もったいない』精神を持つ
職人さんが健在です。皆さんも、「こんなものは修理できるかな？」と思われた時は、お近くの“洋服の修理
屋さん”でご相談ください。
（資源部会

水川

晶子）

スピード・イン

寸法直し職人
千里山

寸法直し職人
朝日町

フォルムアイ
ららぽーと
EXPOCITY店

洋服の病院

マジックミシン
ガーデンモール
南千里

フォルムアイ
リフォームブティック
取扱い品目

店名

エリア

住所

電話番号

す
そ
上
げ

着
丈
つ
め

袖
丈
つ
め

身
幅
つ
め

ウ
ほ
つ 傷 ェ
れ 直 ス
ト
直 し 出
し
し

フ
ァ
ス
ナ
ー
取
替

フ和
ォ服
ーの
ムリ

修理システム

備考

スピード・イン 南吹田 広芝町8-20

6385-1828 ● ● ● ● ● ● ● ●

2.3日預かる

全体のサイズ直しか
らデザイン変更など
の要望にも対応

寸法直し
職人・楓
朝日町本店

JR
以南

朝日町27-20

6382-5664 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3日くらい預かる

かけつぎ

寸法直し
職人・楓
千里山店

千里山

千里山東2-27
6339-6706 ● ● ● ● ● ● ●
-15

1日以上預かる
ボタン付けは
その場で

千里山駅周辺の開発
により増えた

その場で修理

バッグの修理

フォルムアイ
千里万 千里万博公園
ららぽーと
4864-2264 ● ● ● ● ● ● ●
博公園 2-1
EXPOCITY店
フォルムアイ
リフォーム
山田
ブティック

山田南1-1

洋服の病院
千里店

山田南1-21-3
6875-5757 ● ● ● ● ● ● ● ●
-101

・ネーム刺繍
1日～7日預かる ・高校体育祭の衣裳
制作

マジックミシン
ガーデンモー 南千里 津雲台1-1-30 6873-2832 ● ● ● ● ● ● ● ●
ル南千里店

・ネーム刺繍
・学校体育祭
・文化祭の衣裳制作
・かけつぎ

山田

6388-1225 ● ● ● ● ● ● ●
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●

1日以上預かる
バッグの修理と和服のリ
その場でできるもの
フォームは本社扱い
もある

● 1週間預かる

「すいた環境教育フェスタ」2017を開催します！
（エネルギー部会、資源部会）
マイボトル・マイカップで

ごみが減らせる！！（詳細Ｐ8）

２月に開かれる「すいた環境教育フェスタ」で、「アジェン
ダ21すいた」資源部会は、昨年に引き続き、「給茶コーナー」
を開きます。マイボトルやマイカップを持参すると、お茶の
サービスが受けられます。抽選でマイボトルやお茶の葉などが
当たる特典もありますので、ぜひ、皆さん、マイボトルやマイ
カップを持ってお越しください。
循環型社会の形成には、私たち一人ひとりの心がけが大事
で、リサイクル（再生利用）よりもリデュース（ごみを減ら
す）、リユース（繰り返し使う）を優先して取り組むことが求

マイボトル・マイカップ

められています。マイボトルに飲み物を入れて外出すると、いつでも水分補給ができ、飲み
物を買う必要がないので、紙コップやペットボトルのごみが減らせ、お金の節約にもなりま
す。マイボトルやマイカップ持参で値引きしてくれるカフェも増えています。
あなたも、おでかけの時はお気に入りのマイボトルやマイカップを持って行きましょう。
２月４日、「アジェンダ21すいた」のブースでお待ちしています。
（資源部会

水川

晶子）

エコすごろくで学ぼう！！
昨年に続き、今年も、「アジェンダ２１すいた」エネルギー部会の担当ブースでは、「エ
コすごろく」を出展します。このすごろくは、神戸の「CO2減（シーオツゲン）の会」（代
表

雜賀梨恵さん）が８年前から実施している環境啓発の遊びで、小学校4年生くらいから

大人まで楽しく環境について学ぶことができます。
大きなパネルに３択のクイズ問題（全部で20問）と「１つもどる」「2つすすむ」等を書
いた各シートがぶら下げられており、サイコロを振って回答していきます。そして、ゴー
ルまで到達すると、採点してもらい、満点賞または参加賞がもらえる仕組みです。
実際に挑戦してみると、各問題には、「う～ん」と考えさせる問題が結構ありますが、か
わいいサイコロを振りながら、すご
ろくも楽しめる遊びです。
ぜひ、「すいた環境教育フェスタ
2017」にお越しいただいた方は、
ブースに立ち寄って、楽しんでいっ
てください。お待ちしています。
（エネルギー部会
エコすごろくで遊ぶ子どもたち
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政男）

各種募集・イベント案内
すいた環境教育フェスタ2017を開催します！
クイズラリー、パネル展示、幼稚園作品展示など、楽しみながら環境問題について学んでみませ
んか。「アジェンダ２１すいた」のブースでは、
「給茶コーナー」と「エコすごろく」等を行いま
す。食品廃棄物をなくすために、持ち寄った食品を寄付する「フードドライブ」も実施します。
◆日時／2017年2月4日（土）午前10時30分から午後3時30分
◆主催／吹田市
◆会場／メイシアター（吹田市文化会館）
◆その他／入場無料、小ホールで公益財団法人千里リサイクルプラザ主催「環境学習
発表会」を同時開催（午後0時30分から午後3時30分）
◆問合せ／吹田市環境部環境政策室（ＴＥＬ：06-6384-1782）へ。

すいた、１万人の「わたしのエコ宣言」 写真募集中！
「アジェンダ21すいた」は2017年2月18日（土）にエキスポシティで行われる「地球温
暖化防止実践デー」に向け、
「エコ宣言」をしていただいた写真を集めています。
「電気はこまめに消す」といった宣言文を用紙等に記し、横長でご撮影ください（例を参
照）。ご賛同いただける方は、
「エコ宣言」を行っている写真を撮影
していただき、事務局までお寄せください。皆様のご協力をお願い （例）
いたします！
◆問い合わせ・写真データの送付先◆
「アジェンダ21すいた」事務局（吹田市環境部環境政策室内）
〒564-8550 吹田市泉町１-３-４０
ＴＥＬ：06-6384-1782
Ｅ-mail：env-seisaku@city.suita.osaka.jp

毎日の
買い物は
自転車で

くるくるフォーラム2016を開催します！
地域における豊かな生活環境形成に向け、行政・企業・市民が、それぞれの取組みへの理解と
課題解決に向けての方法を探ります。テーマは、
「食品ロス」です。企業や市民の取り組みやパ
ネルディスカッションを行います。皆様のご参加をお待ちしています。
◆日時／2017年3月11日（土）午後2時から午後4時
◆会場／千里市民センター大ホール（千里ニュータウンプラザ内）
◆申込み・問合せ／公益財団法人 千里リサイクルプラザ（ＴＥＬ：06-6877-5300）へ。

ホームページで、イベント情報や活動スケジュールなどをお知らせしています。
イベント情報や活動スケジュールなどの情報を掲載していますので、ぜひ、ご覧ください。
ホームページ http://www.ag21suita.org/

アジェンダ２１すいたニュースレター

アジェンダ２１すいた入会のご案内

第４１号（平成２９年１月２５日発行）
持続可能な社会をめざして、一緒に活動しましょう！
【会費】
◆正会員
個人1,000円／年
発行：アジェンダ２１すいた 事務局
団体5,000円／年
〒564-8550 吹田市泉町1－3－40
◆賛助会員 1 口1,000円／年
吹田市環境部環境政策室内
◆準会員
無料
TEL：06-6384-1782 FAX：06-6368-9900
【会員特典】
Ｅ‐mail：env-keikaku@city.suita.osaka.jp
ニュースレター・各種案内資料の送付
部会活動への参加、主催行事への参加など
企画・編集：アジェンダ２１すいた 『エコセン』
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