アジェンダ２１すいた 第４８号
ニュースレター
平成３０年１０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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十五夜ムーンライトコンサート（フラッグシッププロジェクト）
「STOP！地球温暖化」をテーマに、「すいたクールアース大作戦」のメインイベントとして、
9月24日（月・休）夜6時半から9時まで、南千里駅前公共広場で
「十五夜ムーンライトコンサート」を開催しました。
当初は昨年と同じ千里南公園の野外ステージを予定していました
が、台風21号による千里南公園内の倒木等の影響により、場所を
南千里駅前公共広場に急遽変更しての開催となりました。天気予報
とにらめっこで心配していましたが、なんとか雨も上がり無事開

ご来場いただいた観客の皆さま

催できました。
まず、市長挨拶に続き「すいたクールアース大作戦」の素敵なロゴ
作成者の眞野 明伽莉さん（大阪アニメーションカレッジ専門学校）
の表彰を行いました。「地球温暖化→氷山の氷が解けていく→ペンギ
ンが先陣を切って旗を振ってがんばっている」とのイメージから生ま
後藤圭二市長のご挨拶

れたロゴだそうです。ご本人も「ごみの分別やムダのない生活を心が
けるようになった。」とおっしゃっていました。
コンサートは、コーラスやアカペラのグループに５組出演していた
だき、熱気あふれる歌声に、時折雲の切れ間からお月さまもチラッと
顔を出す場面もありました。会場広場から、駅のペデストリアンデッ

ロゴ最優秀賞

表彰式

キから、周辺マンションの上階からとたくさんのみなさんが参加して

くださいました。ステージの音響・照明は、キャットミュージックカレッジ専門学校のご協力で学
生さんが担当してくださいました。このイベントは、（株）大久のご協力のもと太陽光パネルで発
電し電気自動車に充電した電力を使用した地球温暖化の原因となる「ＣＯ2排出量ほぼゼロ」と
なっています。皆様にも喜んで頂き、「STOP！地球温暖化」のアピールもできましたので、今後
より良い企画にしていきたいと思います。

吹田市音楽連盟の合唱

マイニーモードのアカペラ
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（自然部会 馬場多佳子）

展示ブース

電気自動車

すいたクールアースウィーク （フラッグシッププロジェクト）
「アジェンダ２１すいた」のフラッグシッププロジェクトの一つ「すいたクールアース大作戦」
は、平成３０年9月22日（土）～9月30日（日）に「すいたクールアースウィーク」を実施しまし
た。
市内公共施設、企業、各種団体の皆様に、「地球温暖化防止に向けた取組の全市的な促進」を目的
に、節電等の省エネ活動、地球温暖化に関する啓発運動、展示、伝統行事を通じた暮らしの振り返
り、ポスター・チラシの配架などをお願いし、快くご協力をいただきました。実施いただきました
内容からピックアップしてご紹介いたします。（地球温暖化防止プロジェクト

＜取組１＞

池渕佐知子）

ディライト イン ザ ナイト（スターバックス）

日時：9月22日（土）～9月30日（日）19：00～20：00
場所：阪急南千里店 他北摂地域 全１８店舗
電気を消していつもと違うひとときを。スターバックスさまのこの取組みは、コミュニティや環境
について考えるきっかけとして、店内の照明を部分的に消灯（de-light）し、いつもと違うディライ
ト（delight、楽しい）な空間でゆったりとした時間を過ごしていただくというプログラムです。十
五夜ムーンライトコンサート当日も、会場の南千里駅前公共広場の前に位置する阪急南千里店で、
ライトダウンの営業をしていただいていました。コンサートを観に来てくれたお客様は、スター
バックスさまでテイスティング用に配られたコーヒーを片手に自然の明かりと音楽を楽しんでおら
れる様子でした。

＜取組２＞月の観察会（吹田市自然体験交流センター）
日時：９月２４日（月・休）１８：００～２０：００
場所：わくわくの郷・吹田市自然体験交流センター
この日は、「中秋の名月」です。満月の一日前にはなりますが、天
体望遠鏡を使ってほぼまんんまるのお月様を観察する観察会が開催さ
れました。また、お月見の行事について学ぶ時間もあり、自然に感謝
する気持ちを大切な人と共有したいと感じました。ただ、観察会で
は、残念ながら夜空に雲が多かったのですが、ちょっとだけ月が顔を

お月見の行事について学ぶ様子

見せてくれました。

＜取組３＞講座「月のパワー、暦のリズム」（吹田市立博物館）
日時：9月24日（月・休）10：30～12：00
場所：千里市民センター 多目的ルーム（２）
月には癒しのパワーを信じる人々がいます。吹田市立博物館の中牧館長が月と暦、両者の相関関係
について興味深いお話をしてくださいました。
お話によると、月の満ち欠けと私たちの生活には密接な関係がある
ようです。例えば、脱毛やシミ取りなどのお肌のお手入れをするの
は、月が欠けていく時が良いそうです。一方で、お肌に何か吸収させ
たければ月が満ちていく時が良いそうですよ。興味深い内容で、ぜひ
トライしてみたいですね。中牧館長、ありがとうございました！
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中牧館長のお話

すいたクールアースウィーク （フラッグシッププロジェクト）
＜取組４＞モチモチ白玉団子をつくろう（青少年活動サポートプラザ）
日時：９月２４日（月・休）１４：３０～１６：３０
場所：子育て青少年拠点夢つながり未来館 調理室
小学生から２９歳までを対象に、中秋の名月にちなみ、みなさんの手で白玉団子をつくり、交流を
深めるイベントが開催されました。自然に美しさに想いを馳せながら、会話も弾み、自分たちで作っ
たお団子はとびきり美味しかったようです。

白玉団子のできあがり

団子の生地をこねる若者たち

白玉団子のレシピ

＜取組５＞「月」をテーマにした絵本の読み聞かせ
・関連図書のコーナーの設置（吹田市内の各図書館）
開催日：９月２２日（日）～9月30日（日）
市内の各市立図書館でも、
「月」をテーマにした絵本の読み聞かせや関連図書コーナーを設置して
くれました。また、吹田市立山田駅前図書館では、9月27日（木）夢つながり未来館の1階フロア
で、リサイクル本とリサイクルおもちゃコーナーを催していただきました。

関連図書のコーナー

＜取組６＞図書館

リサイクルおもちゃのコーナー

リサイクル本のコーナー

協賛ミニ展示
（関西大学

千里山キャンパス

総合図書館）

開催日：９月の1か月間
地球や環境問題について書かれた著書がずらりと並びました。貸出し
もされており、学生の若い世代に読んでもらえる機会となりました。

＜取組７＞キャンドルライトによる営業
（スパゲッテリア

マッキー

環境関連の特設コーナー

di HAYASHIDA）

マッキ―では夕刻から毎日、キャンドルの明かりでお食事がで
きる粋な計らいがあります。この日もカップルが仲睦まじく食事
を楽しんでおられました。
ライトダウンした店内の様子
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すいたクールアースウィーク （フラッグシッププロジェクト）
＜取組8＞ノルディックウォーキングで帰ろう
「すいたクールアースウィーク」期間中に、後藤市長にも環境に優しい行動を実践していただきたい
と事前に要望していたところ、市役所での勤務後、自宅まで徒歩で帰ると宣言していただきました。普
段は公用車での移動となりますので、CO2排出削減につながります。
９月２５日（火）がその実行日となり、三輪代表をはじめと
する「アジェンダ２１すいた」の会員、
「すいた環境学生ネッ
トワーク」のメンバー、そして市役所職員の有志が同行するこ
とになりました。そして、ただ歩くのではなく、後藤市長の肝
いりで吹田市でも普及を図っているノルディックウォーキング
を体験することになりました。
北欧フィンランド発祥のノルディックウォーキングは、ポー
ルを後ろに突いて腕をダイナミックに振って歩くのが特徴で、
スタート地点（吹田市役所）

日頃の運動不足や肩こり解消などに効果的で、健康増進に役立

つとされています。
市役所を出発し、片山公園、大和大学を通過、後藤市長が幼少期を過ごした原町を抜け、吉志部神社
前を通り、山田下交差点まで、約６kmを１時間３０分かけて歩きました。
少し肌寒い気候でしたが、目的地に着いたときは少し汗ばむ程度で、とてもいい運動になり、また、
道すがら、後藤市長の思い出話、お気に
入りの店舗の紹介など、会話もはずみ楽
しい時間となりました。皆様も、少し長
い距離の移動の際は、ノルディック
ウォークに挑戦されてはいかがでしょう
か。（エネルギー部会 馬場慶次郎）
市長自らポールの使い方をレクチャー

＜取組9＞ガンバ大阪の選手もエコ宣言！

ゴール地点で記念写真

遠藤選手、倉田選手、東口選手、三浦選手

大阪大学と「Inforestすいた」の協力を得て、大阪大学工学部食堂・大阪大学歯学部附属病院・らら
ぽーとエキスポシティ1階・吹田市役所正面玄関の４か所でパネル展示を行いました。
これらの展示に向けて、（株）ガンバ大阪には4名の選手に撮影協力をしていただき、遠藤保仁（え
んどう やすひと）選手には「不要な照明スイッチオフ」、倉田秋（くらた しゅう）選手には「近く
は歩いておでかけ」、東口順昭（ひがしぐち まさあき）選手には「残さず食べてごちそうさま」、三
浦弦太（みうら げんた）選手には「お買いものはマイバッグ」と、カメラの前でそれぞれのポージン

グをしていただきました。憧れのＪリーガーを筆頭に、省エネに配慮したライフスタイルが吹
田市内にも広まっていくことを願っています。
（５ページに続く。）

工学部食堂（吹田キャンパス）

歯学部附属病院玄関（吹田キャンパス）
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ららぽーとエキスポシティ

市役所正面玄関

（４ページの続き）
「すいたクールアースウィーク」の取組みへは、ニュースレターの１ページから４ページに掲載されて
いる活動のほかにも、以下の通り、吹田市内の企業・大学・団体・公共施設が参加しました。
（株）アサヒビール吹田工場、大阪アニメーションカレッジ専門学校、大阪学院大学・大阪学院大学短
期学部、（株）ガンバ大阪、（株）大久、
（公財）吹田市文化振興事業財団（メイシアター）
、大阪ガス
（株）
、国立大学法人大阪大学、関西大学、ＮＰＯ法人ここ、吹田商工会議所、
（株）ダスキン、
（株）
ヒロコーヒー、リコージャパン（株）
、
（公財）千里リサイクルプラザ（くるくるプラザ）
、吹田市立男
女共同参画センター、
（株）日比谷アメニス（花と緑の情報センター）
、ＮＰＯ法人吹田歴史文化まちづ
くり協会（浜屋敷）

以上
みなさま、ご協力ありがとうございました！

第7回水道フェア「すいすいくん祭り」に参加して（ＮＰＯ法人 すいた環境学習協会）
７月２２日(日)に吹田市水道部で行われた「すいすいくん祭り」で、
「竹の水鉄砲作り」のブース出展をいたしました。これは、打ち水の
効果をねらってヒートアイランド対策やまつりに参加している子ども
たちの熱中症対策を行ったものです。
私たちすいた環境学習協会のスタッフは、かち割り氷・冷たいお茶
等、また出展場所である自転車置場の屋根に覆いをかけるためのブ
ルーシートを持ち参加しました。
「水鉄砲」を幼児用に完成したもの３
竹の水鉄砲を作る様子

０組、児童用に、素材から作れるよう７０組＋α（３５個分）の素材
を準備しました。
この日は、案じていた通り猛暑で、開催時刻前には大勢の子たちが額
に汗を流して並び始めたので、紙コップにかち割り氷を入れて配布しま
した。暑い日の「水鉄砲」は人気抜群で、各々が自分の気に入った竹を
選び「水鉄砲」を作っていきました。
最初は、おとなしく私たちと一緒に作業をしていったのですが、完成
に近づき、最後の水が出る穴をあけ、試しの空気鉄砲を体に当てると、

水鉄砲で遊ぶ子どもたち

子どもの嬉しい笑顔が出てきます。

大きなバケツに水を一杯入れ、完成した水鉄砲でスプラッシュテスト遊びで子どもたちはずぶぬれに
なり歓声をあげますと、こちらも楽しくなってきます。今年も夏休みの大きな思い出になれば良いと
思っています。
最終的に、１３４個の「水鉄砲」を提供させていただきました。完了時刻は１１時３０分頃でした。
午後は夏休みの自由宿題用の「バンブーアート」を３３個提供しました。
みなさんご来場、ありがとうございました。
（NPO法人すいた環境学習協会 すいたエコクラフトクラブ 小川昇正）
ひと涼みアワード2018

イベント部門「優良賞」受賞

おめでとうございます！

熱中症予防声かけプロジェクト実行委員会が実施している「ひと涼みアワード2018」で、本取組み
が「すいすいくん祭り 竹の水鉄砲エコクラフト教室と水遊び」のタイトルで、
「優良賞」を受賞しま
した。この取組みにご尽力いただきました、ＮＰＯ法人すいた環境学習協会の皆さま、大変お疲れ様で
ございました。
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エコキャンドルワークショップ in ＡＢＣハウジング千里住宅公園
（資源部会、エネルギー部会）
１０月１３日（土）
、秋晴れの中、
“廃油から作るエコキャンドル”ワークショップを開催しまし
た。使用済み天ぷら油に凝固剤を入れ、クレヨンで赤・黄・オレンジのいずれかの色付けをし、芯
を付けて固めてキャンドルを作ります。
１１時～１５時の間に１００人募集したところ、大変盛況でオープン前か
ら希望者が多く、予約を受け付ける形となりました。キャンドルが固まるま
で３０分くらいかかるので、前回は口頭で、３０分経ったら取りに来てくだ
さいとお願いしていましたが、終了の時間になっても取りに来ない人がいた
ため、今回は「引換券」を渡して、３０分後に取りに来てもらうシステムに
色鮮やかなキャンドル

したところ効果は絶大で、全員が時間内に受け取りに来てくれました。来場

者は家族連れが多かったものの、男性一人や女性の二人連れなど、大人の方の参加もあり、コップ
の絵付け、凝固剤入りの廃油を混ぜる作業など、楽しんでおられました。
皆さんに、「アジェンダ２１すいたのニュースレター」と「吹田市内の廃油回収場所と食品ロスを
防ぐための情報ちらし」をお渡しし、私たちの活動のＰＲも大いにできました。モノをむだにする
と、ごみが増え、地球が汚れ、いずれは私たちに返ってきます。資源の大切さをわかっていただけ
（資源部会 孫田ケイ子）

れば嬉しいです。

食品ロス削減の啓発キャンペーン（フラッグシッププロジェクト）
食品ロス削減プロジェクトでは、年末の宴会シーズンに先がけて、飲食店や居酒屋向け
の「食品ロス削減啓発グッズ」を配るための事前調査を行っているところです。以前にＪ
Ｒ吹田駅周辺まちづくり協議会の協力を得て、食品ロスに関する事前調査を実施したから
ご縁から、今回も協議会に協力をお願いすることになりました。２人１組、４チームに分
かれてお店訪問開始です。概ねどのお店も「食品ロス削減」に理解があり、協力的で「す
いた食べ切り運動協力店」に名を連ねて良いと快諾を得ることができました。
用意した啓発グッズは「おいしく全部ペロリンコ」を合言葉に図に示したように4種類用意
しました。
食品ロスを削減するためには、お店だけの努力では不十分で、利用客の協力があって成
り立つものです。私たちの心がけ次第で食品ロスを減らすことができます。今後は江坂駅
周辺にもエリア拡大して行く予定です。これから宴会シーズンを迎えますが、お店でこの
ようなグッズを見かけたら、ぜひ手に取ってよく読んで、実行してくださいね。
（食品ロス削減プロジェクト

水川晶子）

啓発グッズのご紹介

ステッカー

ポスター

幹事用マニュアル（外側）
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幹事用マニュアル（内側）

吹田市立博物館

平成30年度夏季体験講座（エネルギー部会）

◆（第5回）廃油を使ったエコキャンドル作り
平成２６年（２０１４年）から始まった、吹田市立博物館の小学生を対象とした体験講座「廃油を
使ったエコキャンドル作り」を、今年も８月５日（日）に（第５回として）開催致しました。
当日は、小学生２５名と（４年生以下は保護者同伴の為）保護者２０名の方々の参加をいただきま
した。
「アジェンダ21すいた」会員の奥田倫子さんに講師を務めていただき、キャンドル作りの手順
の説明を受け、参加者は真剣な表情でキャンドル作りを進めました。
キャンドルが固まる迄の時間を利用して、
「広げよう！STOP温暖化」～
未来の私たちのために～を日常生活の一場面として漫画化した資料で、体験
講座に参加した６年生二人に声の出演の協力を得て一緒に学びました。
又、火力発電実験装置を展示し、蒸気で電気を発電する実験も行い、
参加者全員が興味を持って熱心に見入っていました。最後に、参加者の感想

キャンドルの芯をつくる

を聞きましたが、
「楽しかった」との声が多かった。又、
「大変楽しく勉強に
なった」と積極的にマイクを握っての発表もありました。
今年は、次週１２日（日）にも同様の体験講座が開催されます。今回と同
様に、多くの小学生が集ってくれることを願っております。
◆（第6回）廃油を使ったエコキャンドル作り

温暖化の勉強会もあります

先週（８月５日）に引き続き、吹田市立博物館の小学生を対象とした体験講座「廃油を使ったエコ
キャンドル作り」が、８月１２日（日）に（第６回として）開催されました。
当日は、小学生18名と（4年生以下は保護者同伴の為）保護者16名の方々の参加をいただきまし
た。「アジェンダ21すいた」エネルギー部会馬場リーダーの挨拶及び「エコとは」の話の後、エネル
ギー部会福井さんの講師でキャンドル作りがスタートしました。
今回は、参加者が比較的低学年で人数が少なかった為、保護者も子供と一緒にキャンドル作りに参
加していただきました。油が固まるまでの時間を利用して、
「省エネから始めよう！持続可能な社会
に向けて」と題したエネルギーを大切にすることを学び、又、前回同様に展示した「火力発電実験装
置」を使って蒸気で発電しLED照明を点灯、参加者全員が興味を持って熱心に見入っていました。
キャンドルが完成し、参加者の感想を前回同様聞かせていただきましたが、
「楽しかった」との声
が多く有り、又、
「勉強になった」との発言もありました。
又、講座終了後に、今回の受講申し込み者一人が保護者と共に会場に来られましたが、油も処分し終
わっており、受講できずに帰っていただきました。残念でした。
尚、今回は低学年の参加が多かったせいかもしれませんが、油が固まる迄の時間（通常10～15
分）を利用しての学習時間が長く感じられ、又、内容が難し過ぎたとの意見もあり、今後検討が必要
と反省させられました。

準備に励む部会メンバー

（エネルギー部会 笹倉俊

オリジナルの絵柄

火力発電の仕組み

Page 7

感想をインタビュー

各種募集・イベント案内
すいた環境教育フェスタ2019 開催します！
エコクラフト教室やパネル展示等、楽しみながら地球の環境について考えてみません
か？また、クイズラリーでスタンプを集めたら景品がもらえます！文庫本や雑誌のリ
ユース図書（無料配布）、お子さま向けのリユース服（無料配布）もあります。あなたの
お気に入りをぜひ見つけてみては？（内容は変更になる可能性があります。）
◆とき／平成３１年２月２日（土）午前１０時３０分から午後３時３０分
◆ところ／吹田市文化会館（メイシアター）
◆主催／吹田市
◆問合せ／吹田市環境部環境政策室（ＴＥＬ：06-6384-1782）へ。

エコサポすいた公開講座

～平成３０年度 すいた環境サポーター養成講座から～

（第1回）
「小さな微生物に学ぶ地球環境問題へのアプローチ」
現在の河川環境の保全は化石燃料を大量に使った廃水浄化システムに頼っています。海
や川を汚したくない想いを、温室効果ガスをなるべく排出しないで実現させようとする試
みについて考えます。
◆とき／平成30年11月18日（日）午後２時３０分から午後３時３０分
◆ところ／千里山コミュニティセンター ◆講師／大阪大学教授 中西周次氏
◆定員／100名（先着順） ◆申込み／不要 ◆参加費／無料 ◆主催／吹田市
◆問合せ／吹田市環境部環境政策室（TEL:06-6384-1782）へ。
（第2回）
「たこやきから考える生物多様性 ～生物多様性 その恵みを考えよう～」
大阪といえばたこ焼き、その身近な食べ物から、身の回りの自然や生物多様性について
考えてみます。
◆とき／平成31年1月14日（月・祝）午後２時３０分から午後３時３０分
◆ところ／千里山コミュニティセンター ◆講師／大阪府立大学副学長 石井実氏
◆定員100名（先着順） ◆申込み／不要 ◆参加費／無料 ◆主催／吹田市
◆問合せ／吹田市環境部環境政策室（TEL: 06-6３８４-１７８２ ）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４８号（平成３０年１０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】
発行：アジェンダ２１すいた 事務局
◆正会員
個人1,000円／年
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-seisaku@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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