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協力：大阪市

なにわエコ会議副会長就任ご挨拶

なにわエコ会議 副会長

高井 茂

この度、再び「なにわエコ会議」の副会長を仰せつ
かりました高井です。
どうぞ宜しくお願いいたします。

【平成28年度 地域環境保全功労者表彰受賞】
高井 茂氏は、平成28年度 地域環境保全功労者
表彰を受賞されました。
大阪環境カウンセラー協会を創設し、理事長とし
て、
自治体や他団体との協働により環境保全活動等
を推進したほか、一般企業や市民への普及啓発な
どを指導し、大阪地域の環境保全活動等の推進に
寄与したことが評価されました。
6月8日
（水）、
グランドアーク半蔵門にて環境大臣
より表彰されました。

思い返しますと、以前は大阪市の「環境調査隊」の事
業がありました。
これは、大阪市が策定した環境保全計画の実施状況
を市民の目で調査し見直しを行い、意見を纏めて大阪
市にご提出して、来年度の環境保全活動に反映してい
ただいていました。
この事業が数年間続きましたが、その後市民ととも
に大阪市の環境保全を実施していくことを根底にした
「なにわエコ会議」が出来ました。
したがって、
この会は、大阪市の環境保全対策を市
民の意見を入れつつ実施しています。
まさに、あまりほ
かの自治体には見られない組織で、私はこの事業に参
加することに誇りを感じています。
さて、昨年の12月の第21回気候変動枠組条約締約
国会議で「パリ協定」が採択されました。今まで不参加
の米国や主要途上国が参加して国ごとのCO 2削減量
を約束した、画期的な取り決めです。
これにより、
ますます自治体はじめ、いろいろな主体
が削減目標を決めて結果を出すことが求められます。
ますます「なにわエコ会議」
も重要性が増してまいり
ます。大阪市のCO2削減の魁となって、実のある活動を
行いましょう。
会員各位の理性的で情熱ある環境保全活動をお願
いいたします。

84歳にして初めての受賞の栄に浴し、一瞬
の戸惑いと、其の後の恥ずかしさと嬉しさの
混ざり合った感情を覚えました。
環境カウンセラー仲間３人で初めてのワ
ンワールドフェスティバルに参加し、初めてお
こずかいを頂いたことを思い出しています。
皆さんとともに喜びを分かち合いたいと思
います。
私に続く人が多くおられることに心強く感
じています。
高井 茂

【環境教育・啓発部会】出前講座レポート

夏休み宿題応援「おおさか環境科」開催
8月10日
（水）
と11日
（木）の2日間、大阪南港ATCグリーンエコプラザ
11階にて
「おおさか環境科」の出張授業を行いました。

このイベントは環境教育の観点から、小学生たちが抱える夏休みの
自由研究を手助けするという目的のイベントであり、大阪環境カウンセ
ラー協会の連携のもと、2日間開催したものです。
今年は「木の声を聞こう」、
「川の中の生き物」、
「3Rについて」、
「地球温暖化の最新情報」
の4つの授業を開講し、計25人の子どもたちに受講していただきました。
昨年と同様「来年もぜひ開催してほしい」
と、子どもたちだけでなく保護者の皆様にも
好評のイベントとなりました。
今年は、大阪市立大学のボランティアサークル「CHOVORA!!」から7人の学生のみな
さんがボランティアでお手伝いしてくださいました。子どもたちと一緒に講義を聞いた
り、工作の手伝いをしたり、木の観察や生き物の観察をするときには、子どもたちに声
掛けをしたりと、積極的にイベントを盛り上げていただきました。
また、
この取り組みを始めて５年目にして、初めて、ケーブルテレビ“ベイコム”の取材が入りました。講師も
スタッフも最初は緊張しましたが、
うまく撮っていただいて、オンエアーを確認した後、安堵しました。放映され
た地域が限定されたのが残念でした。
文責：環境教育・啓発部会 三田圭子（大阪環境カウンセラー協会）
１：木の声を聞こう

8月10日 10:00〜12:00

身近にある自然である木の観察を行いました。
講師である樹木医の方と一緒に外へ出て、サクラ・ケヤキ・ワ
シントニアパーム・マテバシイの4本の木を観察し、聴診器で

２：川の中の生き物

8月10日 13:30〜15:30

水質によって生息する生き物が異なることを川の中の生き
物の標本を見ながら、学びました。
講義の後、ルーペを使って標本を見ながら、スケッチをして

「木から聞こえる音を聞く」だけでなく、樹木に入った横ひびと

水質別にファイルに整理してもらいました。参加した子どもた

縦ひびの違いを聞いたり、せみの抜け殻やコケの生え方を通し

ちは、それぞれ自分の好きな生き物を選んで、熱心にスケッチ

て生物多様性についても学びました。

していました。

実物に触れることを大切にした講義でした。

３：3Rについて

8月11日 10:00〜12:00

3R、
「ごみって何？」
ということで、不用品を作ってしまうから、
ごみになるので、
「無駄な買い物はしない」
ということに加えて、
特にリサイクルにスポットを当てた授業を展開しました。

ファイルをきちんと整理したら、宿題の完成です。

４：地球温暖化の最新情報

8月12日 10:00〜12:00

早急にに解決すべき課題のひとつである地球温暖化に重点
を置いた講義でした。
まず、地球温暖化の最新情報を地球温暖化防止コミュニケ

夏休みの宿題提出は、ペットボトルでプルバックカーを作り

ーターの方に伺いました。増加する二酸化炭素により地球が覆

ました。工作ではタイヤの調整が難しく、なかなか走りませんで

われてしまう様子を、ピンポン玉を二酸化炭素に、ビーチボー

した。その分、工夫をこらして走らせることができたときは拍手

ルを地球に見立てたシミュレーションを子ども達が学生ととも

が起こりました。

に行いました。その後宿題提出用のイライラ棒を作りました。

【エコライフ部会】イベントレポート

大阪市エコボランティア研修
市民環境大学

マイバッグ
キャンペーン

10月10日（月・祝）大阪市エコボランティア研修、
10月22日（土）市民環境大学にて、エコライフ部会
長 井上健雄による講演「えこライフを考える」
と、な
にわエコライフ
（環境家計簿）の実践を行いました。

なにわエコ会議は、大阪市・事業者・市民団体と
協働してレジ袋削減に取り組む「大阪市におけるレ
ジ袋削減に関する協定」を締結しています。
レジ袋削減に向けた啓発活動として、大阪市内の
スーパーにてマイバッグの配布を行っています。
10/21 イオンモール鶴見緑地（食育キャンペーン）
11/ 7 ライフ天下茶屋店
11/ 9 イズミヤ淡路店
11/10 イトーヨーカ堂あべの店

環境家計簿の
つけ方を実践 ▲

▲ エコライフ部会長
井上健雄

【環境に配慮した企業部会】イベントレポート

11/18

おおさかパルコープ粉浜店

11/22 グルメシティ神崎川店
11/22

阪急オアシス神崎川店

エコアクション21スクール

エコアクション21 CO2削減プログラム

エコアクション21認証取得を目指す事業者向け集
合研修（エコアクション21関係企業グリーン化プログ
ラム）
として、６月スタートの第１スクールが終了し、
現在、10月スタートの第２スクールが進行中です。
第１スクール 6/8、7/6、8/3、9/7（7社）
第２スクール 10/5、11/2、12/7、1/11（9社）
１社に１名以上のエコパートナーである講師が
ついて、丁寧に書類の作り方のみならず、省エネな
どの環境負荷低減策についてアドバイスします。

環境省が実施している中小企業の二酸化炭素削
減を支援する事業に、エコアクション21スクール参
加者の２社が取り組まれています。
この２社に当スクールの講師が支援を行ってい
ます。実際に現場を見て、その事業者に見合った省
エネ対策をアドバイスします。

この事業は平成29年度も実施される見込みです
ので、二酸化炭素削減に取り組まれている方、エコ
アクション21認証取得を目指す方はぜひ検討して
ほしいと思います。

二酸化炭素削減コンペ
平成20年に第1回「二酸化炭素削減コンペ」を実
施して以来、時々の社会のニーズに合わせ、
「節電
コンペ」、
「節電・省エネコンペ」
とタイトルを変えて
実施してきました。
今年度は、5月に「地球温暖化対策計画」が閣議
決定されたこともあり、基本に戻って「二酸化炭素
削減コンペ」を実施しました。応募対象期間が終了
し、現在、集約中です。

表彰式・事例発表会
平成29年2月8日
14:00〜16:30
大阪市中央公会堂
大会議室（地下1階）
役に立つ「（改訂版）省エネ事例集」配布予定
応募されなかった方もぜひご参加ください！

なにわエコ会議 構成団体

大阪市食生活改善推進員協議会
大阪市食生活改善推進員協議会は、大阪市が各区
で開催する「健康講座保健栄養コース」の修了者で構
成し、地域で食生活を中心とした健康づくり活動を実
践しているボランティア団体です。
主な活動は、各区での食育講座（調理実習）の開催、
健康展・食育展での普及啓発活動、食育の日の街頭PR
イベント、大阪市食育推進キャンペーン（大学・スー
パーマーケット等で開催）などです。
昭和52年に大阪市保健栄養学級修了者連絡協議会
（市内15区 会員数828名）
として設立し、現在「大阪市
食生活改善推進員協議会」
（市内24区 会員数4,025
人（平成28年4月））
として、食育推進活動を展開してい
ます。

イ ベ ント 情 報
環境ふれあいひろば in 西区
＊遊んで学べる、楽しいブースが大集合！
★ 葉っぱや木の実を使って工作しよう
★ 手回し発電機でプラレールを走らせよう
★ 環境クイズに挑戦しよう
★ 実験しよう！マイナス196℃にチャレンジ
★ バーチャルスーパーでエコなお買い物体験
★ エコバッグにお絵かきしよう
★ 箱の中の野菜をさわってあてよう
…ほかにもいろいろあるよ！
＊ 平成28年12月17日
（土）11:00〜15:00
大阪市西区民ホール（西区北堀江4-2-7）
地下鉄鶴見緑地線・千日前線「西長堀駅」下車すぐ
＊ 参加無料・申込不要
＊【同時開催】OECA 地球環境問題対策セミナー
講師：環境省近畿地方環境事務所、気象庁大阪管区気象台、
大阪市立大学ボランティアサークルCHOVORA!!、

◆大阪市食育推進キャンペーンでの活動の様子

事務局からのお知らせ
なにわエコパートナーを募集しています
＊「なにわエコ会議」に参加して、家庭・職場等における
省エネ運動や出前講座などの環境教育・学習の
支援、環境マネジメントシステムの普及など地球
温暖化防止等の取り組みを、一緒に勉強し、実践
しませんか。
＊詳細は、なにわエコ会議ホームページをご覧くだ
さい。
（http://www.naniwaekokaigi.org）

皆様の力を
なにわエコ会議活動で発揮しませんか
＊なにわエコ会議では、
「エコライフ部会」、
「環境
教育・啓発部会」、
「環境に配慮した企業部会」が
中心となり、様々なイベントに取り組んでいます。
具体的な活動を企画・運営する部会員を募集して
います。
＊参加希望者は、事務局まで連絡をお願いします。

大阪産業大学、大阪環境カウンセラー協会

●なにわエコ会議のシンボルマーク
皆さんはご存知でしょうか？
たこ焼きを地球儀にみたて、そこに
大阪城、通天閣、海遊館を配置する
ことによって大阪らしさを強調し、
パートナーシップの力と大阪人の
創意工夫で地球温暖化にストップ
をかけようという願いを込められた
ものです。

なにわエコウェーブ
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