
アジェンダ２１すいた           ニュースレター 平成２９年7月２５日発行 第43号 
「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。            

Page 1 昨年度は、「地球温暖化防止実践デー」をフラッグ

プロジェクトとして開催。市立吹田サッカースタジア

ムでのPR活動や各種イベントにおいて「すいた、わ

たしのエコ宣言」への参加を呼びかけ、400名を超え

る市民に取り組んでいただきました。 
今年度はそれを昇華させ「地球温暖化防止プロジェ

クト」として、市民や事業者にエコ宣言への参加を呼

びかける「すいたクールアース大作戦（案）」に取り

組みます。食品ロス削減に関する活動も始めることが

決まりました。 

総会後には、世界的な食料廃棄の実態をテーマにし

たドキュメンタリー映画「もったいない！」（バレン

ティントゥルン監督、2011）を鑑賞、問題意識を共

有しました。  （エネルギー部会 馬場 慶次郎） 

アジェンダ２１すいた定時総会を開催！ ●アジェンダ２１すいた定時総会・・・・・・・・１ 
●みどりのカーテン講座 ・・・・・・・・・・・2,3 
●あなたが見つけるエコなお店・・・・・・・・・４ 
●イオンギフトカード贈呈式・・・・・・・・・・５ ●アジェンダ２１すいた団体会員の活動紹介・・６ 

●市民ふれあい事業 in スタジアム（環境クイズ）  すいた環境学生ネットワーク・・・・・・・・７ 
●各種募集・イベント案内・・・・・・・・・・８  ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

ご出席くださった皆さまの集合写真 
議案の審議 2017年7月17日（月・海の日）、千里山コミュニティーセンターにおいて平成29年度

の定時総会を行いました。正会員65名のうち、書面投票、委任状を含め47名の出席のも

と、活発な質疑応答を経て、すべての議案が原案通り可決されました。 

    第1号議案  平成28年度事業活動報告承認の件   第2号議案 平成28年度収支決算書承認の件   第3号議案 平成29年度事業活動計画承認の件   第4号議案 平成29年度収支予算書承認の件   第５号議案 役員選任の件   

懇親会 乾杯の挨拶 
NEWS！！ 国土交通大臣表彰を受けました！  NPO法人すいた環境学習協会（団体会員）が、平成１７

年から始めた「千里第二緑地」の整備保全事業が評価さ

れ、第28回全国「みどりの愛護」のつどい（金沢市）で表

彰されました。おめでとうございます！ 
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5月27日（土）、千里ニュータウンプラザにて「みどりのカーテン講座」を開催しまし

た。今回の講座でも様々な質問やご意見が飛び交い、みどりのカーテンの関心の高さを改め

て実感しました。  
【実演を交えた講座】 
ゴーヤなどつる性の植物を窓辺で育て、直射日光の遮断と植物の蒸散作用により夏の暑さ

を和らげようとする「みどりのカーテン」。その醍醐味はなんといっても、植物を育てる楽

しみ、そして、美味しくいただく喜びにあるのではないでしょうか。 
講座では、そのあたりをなるべくわかりやすく説明しました。また、初心者でも簡単に

チャレンジできるように、ゴーヤの育てた方のポイント、水やりや土・肥料の事など写真を

用いて紹介しました。また苗の植付け、ネットの設置の実演をしました。 
講座の後、いろいろな質問が飛び交いました。「昨年ゴーヤでみどりのカーテンを育てま

したが花があまり咲きませんでした。なぜでしょう？」「今年みどりのカーテンに挑戦しよ

うと思うのですが、どのようにネットを設置すればよいでしょうか？」等々。前向きな質問

やご意見が多かったです。ゴーヤを育てる環境によって生育具合や設置方法が異なるので、

そのあたりをお聞きし、精一杯お答えしました。  
【家庭菜園について】 
みどりのカーテンでゴーヤなど植物を育てる楽しさを

知ったなら、家庭菜園にも楽しみを広げてみませんか？ 
そんな思いから、家庭菜園の魅力や楽しみ方につい

て、写真や体験談を交え紹介をしました。 みどりのカーテン講座（自然部会、エネルギー部会） 

実演指導 ヒートアイランドとみどりのカーテンについて説明 
配布した苗 
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●みどりのカーテンの育て方 ～ゴーヤ～ 
 

1．準備物 
★プランター: 長方形。20リットル以上のもの。根が張るのでなるべく深いもの。 
★ネット :ゴーヤの場合、         あみ目の大きさ1 0cm程度のもの。 
★支柱、つっぱり棒等 
★ビニタイ、結束バンド等 
★苗(種) 
★★培養土 : 市販培養土が便利(野菜の上など)               良い土で育てましょう。        (排水性よ<、水もち肥料もちが良い土) 
★肥料 : 発酵鶏糞、化成肥料など           （力ニガラ肥料、有機焼成灰等) 
★鉢底土 
★害虫対策資材、活力剤等 
2．植える 
★4月から5月下旬  ★30cm程離して植える。 
3．育てる 
3-1＜枝の誘引＞     ■ネットにビニタイ等で止めて誘引する。 
3-2 ＜水やり＞    ■ 上の表面が白く乾くまで待って、      鉢底から流れ出すほどタップリやる。     ■夏の間は暑い日中を避け、朝夕に。 
3-3 ＜追肥＞     ■植物は種まき・発芽・苗植えの直後はあまり養分を必要としない。     最初の実がついた頃から必要になる。    ■株元から離れたところに。株元近くだと強すぎて苗が弱る。 
3-4＜病害虫＞     ■病気 同じウリ科のキュウリと同様、      夏の乾燥期にはうどんこ病に注意が必要です。    ■害虫 アブラムシ、ハダニのほか、      ウリ類の葉を食害するウリノメイガの幼虫にも注意。 
3-5 ＜受粉＞     ■ゴーヤの花には「雄花」と「雌花」がある。      小さな虫が受粉の手伝いをしてくれる。昆虫が少ない所では人工受粉する。 
4．収穫 
★黄色くなると栄養価が半減するので緑のうちに収穫する。 
5．秋になると終わりです 
★ 秋になるとゴーヤは枯れるので、みどりのカーテンは終わり。 
★プランターやネットなどはそのまま使えるが、培養土は1年たつとその機能が低下す    る。新たな培養土の入替えがお勧め。           

（自然部会 寺西 信昭） 

家庭菜園に必要なもの 
ゴーヤの花 
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 ４１号では洋服の修理（リフォーム）のお店を紹介しましたが、クリーニング店でも「お直し」と

か「リフォーム」の表示をみかけることが多くなり調べてみました。タウンページで確認した市内の

お店に聞き取りし、クリーニング店15社から回答を得ました（複数回答）。リフォームを取り扱って

いないお店や、残念ながら協力いただけないお店もありました。 
■取扱い品目 
■利用者の多い修理内容 
■修理完了までの期間              ■利用者数増えたか     取扱い品目は、大型のお店でできるものが、「寸法直し」「すそ上げ」「ファスナー交換」

「ボタン付け」の4品目。「破れ直し」は13社で、「ほつれ直し」も5社でできます。「ボタ

ン付け」はサービスでやってくれるお店もあります。男性もののズボンに多いのが股の部分

のスレですが、これは「ミシンたたき（4社）」で目立たなくできます。かけつぎは高価です

が、ニットのかけつぎ（かけはぎ）と合わせて6社でできます。 
利用者の多い修理内容は、「すそ上げ」が一番多く、「寸法直し」「破れ直し」と続きます。

かけつぎ（かけはぎ）については1社が利用者の多い内容と回答しています。 
リフォームではありませんが、クリーニング店で特徴的なものがしみ抜きです。14社でで

きるという回答がありました。これにより衣類をよみがえらせ再び着ることができます。  修理完了までの期間は、簡単なもので3～4日、あるいは4～5日。1週間～10日が一般的

なお店の修理期間です。お店の中には、ジャケットの全体リフォームなど本格的なリフォー

ムも取り扱っているお店もあり、その場合は見積りや採寸が必要とのことで、2週間～3週

間というお店もありました。気になるのは利用者の増減ですが、「増加」と「同じ」がいず

れも約３１％、「減少」が１２％「わからない」或いは「無回答」が２５％という結果で

「増加」と「同じ」の二つを合わせると約６２％になり、リフォームの利用は結構あるとい

う事がわかりました。いつものなじみのあるクリーニング店であれば、修理も頼み易いも

の。料金は、お店に行けば料金表のあるお店が多く、大がかりなものは見積りが必要とのこ

とです。あなたの大切な洋服を捨てる前に「クリーニング店で修理して着る」選択肢もある

ことを覚えておいてほしいと思います。           （資源部会 水川 晶子）  
■ご協力いただいたクリーニング店 
エコークリーニング、清和クリーニング、ホームドライ、ホワイトランドリー、ニューホープオーミヤ、ＩＳ

ＥＹＡクリーニング、カーニバルクリーニング、クリーニングルビー、ホウコククリーナー、クリーニングス

テップ、ノムラクリーニング、白洋舎、ホワイト急便、ライフクリーナー、ハートアンドソウル 
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Ⅱ クリーニング店」（資源部会） 
寸法直し すそ上げ ﾌｧｽﾅｰ交換 ﾎﾞﾀﾝ付け 破れ直し ほつれ直し ﾐｼﾝたたき かけつぎ しみ抜き 
15 16 15 16 13 5 3 4 15 

寸法直し すそ上げ ﾌｧｽﾅｰ交換 破れ直し ほつれ直し ﾐｼﾝたたき かけつぎ 
5 8 1 3 2 3 1 

3～4

日 4～5

日 1週間 
～10日 12日 2週間 2～3 

週間 
2 1 11 1 1 1 

増加 同じ 減少 わからない 
或いは無回答 計 

5 5 2 4 16 
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 4月23日１１時、「イオン幸せのイエローキャンペーン」贈呈式に出席しました。 
みなさんご存知でしょうか？ 毎月11日のイオン・デーにイオンで買い物をすると黄色いレ

シートが渡されます。この黄色いレシートを、店内にある地域のボランティア団体などの名

前の入った投函BOXに入れていただくと、そのレシートの購入金額合計の１％が、BOXの

団体などに希望する品物で寄贈されます。  2001年度に始まったとき全国で約2,700だった

登録団体は、2015年度には24,000を越え、贈呈

相当額も当初約1,800万円が約２７億8,421万円に

なったと、HPにおいて公表されています。  アジェンダ２１すいたもイオン北千里店の黄色い

レシートキャンペーンに当初から参加させていただ

いており、今年も相当する額（1,800円）の商品券

をいただくことができました。１％ですので、１８

万円分のレシートを入れていただいたことになりま

す。ご協力いただきました皆様ありがとうございました。  今回は、イオン北千里店５階の特設会場で１１団体に対して贈呈式が行われ、団体から出

席している人が、活動報告やご挨拶をし、最後に店長さんのお話をお聴きし、全員で記念撮

影をしました。キャンペーン担当者のお話では、半年間でイオン北千里店の１１団体のボッ

クスに入れていただいた黄色レシートの売上総額は、イオン北千里店の総売り上げの１７％

に当たるそうです。ぜひ、11日お買い物をされるときにはアジェンダ２１すいたのBOXに

黄色いレシートを投函していただきますようお願いします。   （幹事 池渕 佐知子）              
登録団体の活動内容 

イオン北千里店の会場 
イオン黄色いレシートキャンペーン投函状況 

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン 贈呈式  
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 当協会では、小中高校生に対する環境学習支援や成人向けに生涯学習支援など数々の講

座を開催しています。直近では、企業が取り組むエコを

考えた新製品開発の状況を「市民環境講座」で紹介しま

した。また、「夏休み子ども自然とエコの探検隊“環境博

士になろう”」と称し、吹田市自然体験交流センターで子

どもを対象とした体験型学習支援を大々的に展開してい

ます。  ここでは吹田市からの委託事業「夏休み子ども体験学

習講座」についてご紹介させていただきます。  これは、吹田市内在住の小学５年生を対象にした講座で、平成２９年度は、８月１０日

（木）１０：００～１７：００（予定）オリエンタル酵母工業株式会社大阪工場で実施さ

れます。講師には、元大阪大学大学院准教授で現在愛媛大学大学院理工学研究科教授の松

村暢彦先生、オリエンタル酵母工業(株)の皆様をお迎えしております。  松村先生の講義では、４班に分かれて～吹田のものづくりからまちの仕組みを考える～

というテーマで「地元企業の製品にまつわる３択クイズ」と都市計画図を使って「工場の

場所探し」の参加型の楽しい授業が展開されます。体験講座では、イースト菌の製造工程

の見学の後、パン作り体験と「食」に関する３択クイズに挑戦していただきます。  この体験講座を通じてまちづくりの仕組みを知るとともに他の学校の新しい友達がで

き、夏休みの思い出の１ページを飾る出来事になるものと思います。 （幹事 安本 修）             
 夏休み子ども体験学習 （NPO法人 すいた環境学習協会、略称：SELF） 

パン作り体験  吹田の大木調査 PartⅢ （NPO法人 すいた市民環境会議）  市内全域が市街化区域に指定されている吹田は、年々田

畑や空き地が少なくなり、身近な自然を感じにくい状況で

す。すいた市民環境会議の設立当初、自然環境の指標にも

なり、人の目につきやすい大木に、身の回りの自然の代表

として目を向けてもらえたらいいな、と始まったのが「吹

田の大木調査」です。大きな木の幹回りと樹高を測り、幹

回り200cm以上の木を登録します。今年は樹木の位置を

確かなものにしようと、GPSを使って緯度経度も記録し

ています。吹田市内の大木の数は最初の1997年は420

本、2007年は928本、3回目の今年は1500本を越すだろうと思われます。調査は予定

された日に都合のつく人が参加し、自分にできる作業をします。記録係、計測係(幹回り・

樹高・GPS)、写真係など、人の通るところでは交通係まで、みなさんにこにこ楽しみなが

ら、参加されています。ご一緒に調査に参加しませんか？     （幹事 小田信子） クスノキ・関西大学構内（2017/6/11） 
アジェンダ２１すいた団体会員の活動紹介 
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「すいた環境学生ネットワーク」メンバー募集中！！  吹田市内の環境パートナーシップを一層推進するために、吹田市環境政策室が市内大学生

に呼びかけて連携・協働・交流のためのネットワークを設立しました。  2017年6月14日（水）に本ネットワークの設立総会が開催され、「アジェンダ２１すい

た」の三輪代表が設立を祝う挨拶をしてきました。  吹田市長後藤圭二氏からは環境活動について講演があり、学生に向けて「ライフスタイル

のファッションリーダー」になってほしいというメッセージを発信しておられました。講演

後、市長と学生が間近で環境活動の進め方について意見を交わし合い、これからの取り組み

がより楽しみになる機会となりました。   本ネットワークに、少しでもご興味のある方は、下記までぜひお問合せください！ 
【現在のメンバー】  大阪大学環境サークルGECS、関西大学経済学部良永ゼ

ミ、個人会員6名 
【お問合せ・お申し込み先】  吹田市 環境部 環境政策室  電話：06-6384-1782   メール：env-seisaku@city.suita.osaka.jp  お申込みは、電話かメールで  ①氏名 ②ふりがな ③大学（院）名 ④連絡先  （電話番号、メールアドレス）を環境政策室まで。 
平成２９年 市民ふれあい事業 

『夢と希望を広げる出会い～未来への備え～ in スタジアム』  平成２９年６月１日（木）、吹田市は市立吹田サッカースタジアムで、市立小学校の4年生

と一緒に環境クイズをしてきました。  子どもたちに、このまま地球温暖化が進むと、地球規模

や私たちの身の回りで起こることはなにか学んでもらえる

ように工夫。会場となったスタジアムは、ナイターの照明

に「LEDライト」が採用されていることや、屋上には

「太陽光パネル」が設置されており環境に配慮した施設で

あることも紹介し、日本一のエコスタジアムなこともア

ピールできました。 
主催：吹田市、吹田市教育委員会  
協力：株式会社ガンバ大阪、セッツカートン株式会社 
アジェンダ２１すいた代表 三輪信哉氏 ネットワーク代表 清水那弥氏 懇親会にて自己紹介 吹田市長 後藤圭二氏 

スタンドで環境クイズに挑戦する子どもたち 吹田市環境政策室の事業紹介 
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企画・編集：アジェンダ２１すいた 『エコセン』     
各種募集・イベント案内 

アジェンダ２１すいた入会のご案内 
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  
                    団体5,000円／年  ◆賛助会員  1 口1,000円／年  ◆準会員   無料 
【会員特典】 
   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 第４３号（平成２９年７月２５日発行） アジェンダ２１すいたニュースレター 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/ 

Page ８ 
「みどりのカーテン」写真コンクール作品募集！  
「まちなか水族館」の市民ボランティア募集！ 

自然観察会（大木調査） 参加者募集！ 

吹田市に残された自然である大木をテーマに自然観察会を実施します。大木の測定を行うこと

で、都市における樹木の恩恵を感じ、身近な樹木の保全に関心を持ってもらう活動です。ご興味の

ある方は、気軽にお問合せください！ 

◆とき／9月10日（日）、9月24日（日）午前9時半～11時半 
◆ところ／千里南公園 
◆定員／各先着20名 
◆申込み／各日、8月7日（月）～8月31日（木） 
◆費用／無料 
◆申し込み及び問い合せ／電話かFAXでアジェンダ２１すいた事務局（環境政策

室）へ。  市役所本庁舎、水道部、市民病院に日本の淡水魚を展示している大型水槽「まちなか

水族館」の管理・運営するボランティアを募集しています。水槽の水替えとガラス拭き

や魚の学習講座などの企画を行います。生物多様性に触れることのできる身近な入口と

して市民にひろく啓発しますので、ぜひご協力ください。 
◆とき／毎週月曜日の午前中（清掃） ◆問い合わせ／電話かファックスで環境政策室

（ＴＥＬ6384・1782 ＦＡＸ6368・9900）へ。  今年の夏に、家庭や事業所などで育てたみどりのカーテンの写真を募集します。優秀者に

は図書カードを贈呈します。 
◆サイズ／２Lサイズのカラー写真1枚 
◆提出締切／９月２９日（金）必着 
◆提出方法／郵送かメールで、アジェンダ２１すいた事務局（環境政策室）へ。 
◆その他／選ばれた作品は、アジェンダ２１すいた公式HPやニュースレターにて掲載予定。 
◆申し込み及び問い合せ／電話かFAXでアジェンダ２１すいた事務局（環境政策室）へ。 
※応募作品は、本コンクールの広報活動として、市報、ホームページなどで使用することが

あります。 


