ぜひ一度事務局へ足を運んでください！
ひらかた環境ネットワーク会議の事務局
は廃校になった小学校の一室を使わせてい
ただいています。周りは田んぼに囲まれ、四
季が感じられるとても環境の良いところに
あります。このような場所に事務局を構えて
いると、「これ以上、地球に負担をかけては
いけない、出来る限りこのままの地球を残さ
なければ･･･」という想いを掻き立てられま
す。現在、この事務局を拠点に、多くの会員
の方々があらゆる分野で環境保全活動に取
り組んでいます。ぜひ一度、お気軽に事務局
まで足を運んでみてください！そして、一緒
に第一歩を踏み出してみませんか。
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熱心に講義に耳を傾ける
受講生

つつ、受講生の温暖化問題に対する真剣さ、受
講にあたっての熱心さがうかがわれ、これから
一緒に学びあえることを嬉しく思いました。

ご協賛いただいた企業・団体
この講座の趣旨にご理解とご賛同をいただ
き、ご協力・ご支援をいただいた企業・団体の
皆様に心より感謝申し上げます。

北大阪商工会議所

自然エネルギーの重要性を考える

枚方ライオンズクラブ

今年で 3 年目となる「ひらかた自然エネルギ
ー学校」が、9 月 8 日、メセナひらかた会館で

国際ソロプチミスト枚方−中央

開講しました。近年、誰もが気候異変を感じ始

㈱エイチ・アイ・エス 枚方営業所
医療法人 井上産婦人科

め、地球温暖化問題への関心が高まりつつある
中、今年は市内外から受講生が集まりました。
第 1 回講座のテーマは「自然エネルギーと

公開講座を聴講した方々も受講に意欲

は」
。立命館大学 和田武教授から、地球温暖化

第 3 期は、より多くの方に受講のきっかけを

防止と自然エネルギーの必要性、自然エネルギ

掴んでもらおうと、第 1 回講座を公開講座にし

ー資源量、世界と日本の自然エネルギー動向・

ました。聴講された方の多くは、この講座に大

政策など、“温暖化の現状と今後の予測を踏ま

変関心をもってくださり、これから半年間、一

えた、温暖化防止の方策としての自然エネルギ

緒に勉強する仲間となりました。

立命館大学 和田教授

ー利用の重要性”につい

今後の開講スケジュール

て講義を受けました。ま

第 2 回：2007 年 10 月 13 日（土）13:30〜16:30

た、枚方市環境保全部園

「太陽光発電」

田スタッフマネージャー

第 3 回：2007 年 10 月 27 日（土）10:00〜16:30

から枚方市の新エネルギ

「市内自然エネルギー探索」

ービジョンについて説明

第 4 回：2007 年 11 月 10 日（土）13:30〜16:30

していただきました。

「風力発電・小水力発電」

質疑応答では活発な意見交換

第 5 回：2007 年 12 月 08 日（土）13:30〜16:30

受講生からは、講座の拠点となる枚方市での

「雨水利用」

自然エネルギー利用と普及について、初回から

第 6 回：2008 年 01 月 19 日（土）13:30〜16:30

活発な質疑や意見交換が行われました。和田教
講生、スタッフ一同、
今後前向きに自然エネ
ルギーの普及としくみ
づくりに取り組んでい

「バイオマス利用」

環境保全部 園田ス
タッフマネージャー

授のご指導のもと、受

第 7 回：2008 年 02 月 16 日（土）13:30〜16:30
「自然エネルギー普及への取り組み」
※途中からの受講も歓迎します。単講座の受講
も可能ですので、一度、お気軽に受講してみて
ください。

こうと決意を新たにし
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公共交通部会では、交通すごろくを
つかって、公共交通の大切さや便利さ
をうったえています。
みなさん！一度遊んでみて下さいね！
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あなたは、
さぁ〜どっち??

自然環境部会
★地球温暖化と田んぼ：田んぼが果たす役割

は大きいって皆さんご存知ですか？直接的

には、地表温度の上昇を防ぐという役割は勿論あります。また水田はダムの役割も担ってい
ます。ですが何より、
「そこで食べ物が生産され、そこで消費されている」ことが、いま大き
な問題になっている「ストップ・ザ・温暖化」に大きな役割を果たしていることもご存知で
しょうか？つまり、フードマイレージが少なくて済むのです。
★フードマイレージ：耳慣れない言葉ですが、食料が消費者の元に届くのにかかる輸送距離の
ことです。輸送に伴って二酸化炭素の排出も行なわれるわけで、フードマイレージの大きい
ものを消費するということは、二酸化炭素をそれだけたくさん排出することになるのです。
私たちは、そんな観点からも地産地消に取り組んでいます。
暑い夏！活動をお休みしていました。気候がよくなる秋に向け、そろそろ活動再開です。み
なさんもご一緒にいかがですか？

ごみ・エネルギー部会
★ひらかた自然エネルギー学校（RESH2007）：北大阪商工会議所、枚方ライオンズ
クラブ、国際ソロプチミスト枚方-中央、㈱エイチ・アイ・エス枚方営業所、医療法人井上産
婦人科から協賛を得て、市内外から受講生を迎えての第 3 期 RESH2007 連続講座がスタートし
ました。9 月 8 日の第 1 回講座「自然エネルギーとは」では、立命館大学和田教授、枚方市
環境保全部園田スタッフマネージャーから講義を受け（詳細 2P）、スタッフ一同、今後半年
間、同じ思いで学びの時間を共有できる喜びを新たにしました。
★生ごみ資源化：地産地消プロジェクトの中で「生ごみの堆肥化」を担当し、自然農法に供す
る堆肥の一つとして、焼却ごみの減量化にもつながる学校給食残菜の堆肥化を蹉跎西小学校
の協力を得て実証しています。また枚方セラピー牧場の馬糞堆肥化にも協力しています。
★雨水モニター：雨水利用の市内での啓蒙・普及活動をしています。雨水タンクの設置や雨水
利用についてのお問合せは事務局へお寄せ下さい。

公共交通部会
★レンタサイクル：昨年 11 月から始めた牧野駅におけるレンタサイクル試行は、利用者も順調
に増え、本格実施に向けて試行の延長を検討しています。課題はトラブル発生時の危機管理
体制です。
★市政 60 周年記念事業「枚方バースデー」：①公共交通活性化マップを作成するための「枚方
バースデーワークショップ」を 7 月 21 日に開催しました。②公共交通活性化マップ(市全域
版すごろくバスタウンマップ)を 10 月に作成・配布予定。③11 月 11 日、
「バス！のってスタ
ンプラリー 公共交通で巡る枚方八景」を開催します。④11 月 1〜30 日、枚方バースデーキ
ャンペーン「公共交通でめぐる枚方八景スタンプラリー」を実施します。
★交通環境教育：年度後半に、
「交通すごろく」を通じた交通環境教育を、校区コミュニティな
どで実施します。
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まちづくり部会
★きらりひらかた市民会議：
“自然環境・まちづくりグループ”として参加を申し込み、提案書
を検討してきました。8 月 10 日の第 2 回会議に向けて、7 月 31 日にこの提案書を市企画財政
部に提出しましたが、第 2 回会議は延期となり、当面開催の見込みが立たないようです。
★新たなテーマで活動再開：まちづくり部会としては、これまでの部会活動を踏まえて、提案
書の第 2 項目「地域の自然・歴史的文化的遺産の保全と活用」の内容に沿った活動を開始し
たいと考えています。部会員の皆さんがお住まいの小学校区のまちを色々な角度から分析し
て、特徴や誇るべき点を理解・把握し、それらを生かし発展させるにはどうすればよいかな
どを議論していきたいと思います。
次回の部会開催は、10 月中旬を予定しています。新しいテーマで活動再開！新しいメンバー
も大歓迎です。

環境教育サポート部会
★文科省研究指定校の支援：平成 18 年度から平野小、招提中と協働で取り組んでいる文部科学
省の「総合的な学習の時間における NPO 等の外部人材の活用推進事業−環境教育−」も、こ
の秋に発表会を迎えます。当部会は昨年より、環境出前授業や講習会等で協力してきました。
招提中の先生方に、夏季講習の一環として環境について講義
をさせていただきました。先生方からは活発な質問もあり、
教育現場での環境への関心の高さがうかがえました。
★ひらかた環境くらわんか塾：9 月 29 日からいよいよ「第 3 期
ひらかた環境くらわんか塾」講座が全 8 回の予定で開講され
ます。単講座の受講でも結構です。皆さん、どんどんご参加下さいね。

招提中で講義をする
部会員の西村庄司さん

7、8 月は学校が夏休みという事もあり、出前実験授業はほとんどありませんでしたが、8 月、

運営委員会
★「地球交響曲第六番」
：7 月 4 日に「地球

交響曲（ガイアシンフォニー）第六番」を

上映しました。当日は、たくさんの来場者で会場はほぼ満員となり、無事に終えることが出
来ました。手伝っていただいた会員、スタッフの方々に感謝いたします。
★「不都合な真実」：8 月 22 日、枚方市民会館で、デイビス・グッゲンハイム監督、アル・ゴ
ア元米副大統領出演の「不都合な真実」を上映しました。ひらかた環境ネットワーク会議も
パ ネル 展 示で ＮＷ
会議の活動を紹介

実行委員会のメンバーとして参加し、当日はパネル展示等で市民共同発電所プロジェクトや
当団体の取り組みを紹介しました。4 回上映で、来場者一人ひとり
が地球温暖化について考え、「私も何かしなければ」そう思わずに
はいられない時を共有できたと思います。
今後もいろいろな媒体を使って、ひらかた環境ネットワーク
会議の活動を広めていきたいと思います。
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「地球交響曲第六番」大盛況！

ｇｂ

ライトダウン川柳 優秀作品

7 月 4 日（水）、メセナひらかた会館多目的ホー
ルで、龍村仁監督の「地球交響曲第六番」自主上

優秀賞 ﹁明かり消し 田舎の話 子に聞かせ﹂
南船橋在住 篠原 昌之さん

佳 作 ﹁消してみて はじめて気づいた 月明かり﹂
香里ヶ丘在住 出射 元気くん

佳 作 ﹁伝わるね 消したら見える ものがある﹂
中宮北町在住 村田 眞由美さん

佳 作 ﹁不自由も なんのこれしき 孫のため﹂
山之上北町在住 松田 叔子さん

映会を開催しました。前売券はほぼ完売、当日は
あいにくのお天気と、午後 6 時 30 分からの上映
にもかかわらず、枚方市内外から 250 人を超える
方々が鑑賞にきてくださり大盛況に終えること
ができました。アンケートでは、「第七番が公開
されたらぜひ上映してほしい」「第一番から第五
番までも上映してほしい」という
ご意見が多く寄せられました。

「天の川七夕フェスタ 2007」に参加しました。
7 月 28 日（土）に開催された「天の川七夕フェ
スタ 2007」
。ひらかた環境ネットワーク会議は、岡
東中央公園で“環境輪なげ”や“たこ焼き”等の店
を出しました。
小さなお子さんにも楽しん
でもらえる手づくりの輪なげ
は大変好評でした。この「環境
輪なげ」、今後どんどん進化さ
せていきたいと思っています。

ライトダウンキャンペーン 2007 参加協力団体
6 月に実施したライトダウンキャンペーンで、6 月 24 日（日）の一斉消灯（ブラックイル
ミネーション）を呼びかけた際、参加・協力を表明してくださった事業者および施設です。
ご協力ありがとうございました！

★三洋電機株式会社

★ひらかたパーク
★一級建築士事務所

研究開発本部 枚方

★全労災大阪府本部共済ショップ枚方

作人

★ＮＴＴ西日本

枚方営業所

★ダスキン天の川支店

★大阪工業大学

枚方キャンパス

★三菱ウェルファーマ株式会社

★株式会社クボタ

★枚方市水道局

枚方製造所

★株式会社京阪流通システムズ くずはモール ★穂谷川清掃工場
★ラポールひらかた

★株式会社ビオルネ
★京セラミタ株式会社
★近畿労働金庫

★メセナひらかた

枚方工場

枚方支店
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大阪研究所

こ のコ ー ナ ーの情報 に 関 する 申し
込み︑お問い合わせは︑ひらかた環
境ネットワーク会議事務局までご
連絡ください︒
☎０７２・８４７・２２８６

「環境のへぇ〜」

Vol.13

『 年賀状はカーボンオフセットで 』
カーボンオフセットは、発生する CO2（カーボ
ン）を、CO2 を吸収する植林、クリーンエネルギ
ー事業の支援などによって、打ち消す（オフセ
ット）ものです。
そして、日本郵政公社が温暖化防止に貢献す

「ひらかたＮＰＯフェスタ 2007」

るための寄附金付の年賀葉書「カーボンオフセ
ット年賀」の発行を決定しています。価格は 55

ＮＰＯ・行政・企業・地域等、様々な団体と市

円。このうち 5 円が寄付金となります。

民との交流の場となっている、「ひらかたＮＰＯ
フェスタ」に今年も参加します。ひらかた環境ネ

寄附金は、温暖化防止プロジェクトの支援に

ットワーク会議の出店は、手づくりの「環境輪な

使用され、排出権取引を通じて「マイナス 6％」

げ」
（素敵な景品あり）
。あなたもエコ博士を目指

への貢献を目指しています。

して、ぜひ一度挑戦してみてください！！

2007 年用の発行枚数は、37.9 億枚。1 億枚の

＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

日

時：10 月 21 日（日）午前 10 時〜午後 4 時

場

所：サプリ村野（旧村野小学校）

販売によって、約 15 万 6000 トンの排出権購入
につながります。
年賀状の製作・配達によって、CO2 が排出され

ネットワーク会議の会員を募集しています

ることを考えると、電子メールへの移行が理想

「ひらかた環境ネットワーク会議」に参加し、
活動を支える会員を、市民（個人、団体、サーク
ル、ＮＰＯ）
、事業者から広く募集しています。
入会を希望される方は、電話・ＦＡＸ、Ｅメー
ルで、事務局までお申込みください。

なのかもしれませんが、それでは味気ないな〜
という方は、
「カーボンオフセット年賀」という
選択肢もありそうです。
＜３０秒で読む環境情報！＞

枚方市制 60 周年事業

参加方法は、「枚方八景スタンプシート」を

応募者の中から抽選で 30 名様にバスカード等、素敵

手に、公共交通を使ってポイントを回り、スタ

な景品が当たります！！

ンプシートを完成させるだけです。スタンプシ

枚方バースデーイベント

ートが完成したら、①シート裏面のアンケート

バス！の ってスタ ンプラリ ー♪

特別開催

に答える②住所・氏名を記入する③使用済みバ

11 月 11 日（日）〜公共交通でめぐる枚方八景〜

ス乗車券（京阪バス 1day チケット･バスカー

午前 10 時 枚方市役所横 岡東中央公園集合

ド･K カード等）を添付する④市役所やバス案
内所、駅などにある応募箱に入れる。

お申込は 10 月 10 日受付開始 ひらかた環境ネット
ワーク会議まで
定員 200 名 参加費無料

会員数 208 名：正会員 175 名（個人 146、非営利団体 18、営利団体 11）
賛助会員 33 名（個人 033、非営利団体 00、営利団体 00） ※平成 19 年 9 月 30 日現在
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（全国労働者共済生活協同組合連合会）
全 労 災 設 立
：1957 年 9 月 29 日
共済ショップ枚方設立：2006 年 4 月 01 日

組合員数：1390 万人
代表者 ：黒松 嗣佳

TEL：072-804-5550 / FAX：072-804-5551

http://www.zenrosai.coop/

店長

ひらかた発！みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり
を中心に地域に根ざした取り組みを実施しています。全労済として今年
50 周年を迎え、
“たすけあい、未来へつなぐ NEXT50”と題して、次の
50 年を支える子どもたちがより暮らしやすい、そんな環境実現のために
一歩ずつ活動する笑顔で明るい元気な共済ショップです。

はじめよう 一人でも ひとつでも…

交通安全診断車
〝あんぜんくん〟

昨年 4 月、枚方にオープンしてから、共済の利用促進と地域貢献事業

★夏のエコスタイル運動の取り組み
毎年 6／1〜9／30、ショップ内の冷房を 28℃に設定。

＜代表者のコメント＞
非営利の共済生協として身近に出来
ることから、私たち全労済の職員がまず
一つずつ環境を意識した活動を展開し

環境負荷の軽減に努め、執務中や外出時には上着を着用せ
ず、ノーネクタイでの活動を実施
★紙コップのリサイクル活動の取り組み

ていくことで、地域とつながり、人とつ

紙コップは、利用後 50 個でトイレットペーパー1 個にリサ

ながり、子どもたちが明るく元気で健や

イクルされる取り組みを実施

店長の黒松さん

かに暮らせる“まち”
の実現に向かって、
一歩ずつ歩んでいき

★天の川大清掃の取り組み
年 1 回開催される天の川大清掃に積極的に参加協力
★地域貢献助成事業の取り組み
地域で環境保全活動等を実施している団体への助成事業実施

ます。
共済ｼｮｯﾌﾟ枚方店長
黒松

嗣佳

★“ライトダウンキャンペーン 2007”への参加
CO2 削減の第一歩として、
“ライトダウンキャンペーン”
に参加協力

編集後記

ひらかた環境ネットワーク会議会報「環境ひらかた」第 15 号

8 月、元米国副大統領ゴア氏による「不都合な
真実」という地球温暖化問題に関する映画がひら

平成 19 年 10 月 1 日発行（年 4 回発行）

かた市民会館で上映されました。又、今年は多く

発行：（特活）ひらかた環境ネットワーク会議

の場所で観測史上最高という暑さが記録され、生

〒573-0042 大阪府枚方市村野西町 5 番 1 号
サプリ村野内（旧村野小学校）

態系の変化の報道もよく耳にします。温暖化の影
響が急速に現れているように感じます。温暖化の

電

話

072-847-2286

原因は我々人間にあるということは、現在では否

ＦＡＸ

072-847-2286

定する人はいないでしょう。政府等行政・各企業

Ｅメール jimukyoku@hirakata-kankyou.net

の努力も欠かせないことですが、我々一人ひとり

ホームページ http://www.hirakata-kankyou.net

の問題意識と解決への努力を抜きにしては、将来

発行責任者：谷﨑 利男

のそれこそ美しい日本・地球を保つことは出来な

編集責任者：廣田 武司

いと思います。
（廣田 記）

この会報誌は古紙再生紙・ソイインクを使用しています。
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