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2018 年度 企業への支援活動

活動紹介
（自然環境部会・みどりの探索ウォーク グループ
定期的に、定めた地域の植物を探索して、緑マップを
作成します。）

※今年度で活動を休止します。

・今年度の活動／植物ネームプレートをふれあいセン
ター ( 以下、” ふれセン”

と省略）周囲の樹木に取り付けました。

2018 年度の企業への支援活動として、積水化学工
業株式会社と富士ゼロックス株式会社の 2 社から支
援活動の依頼がありました。
< 積水化学工業株式会社 >

8 月 7 日に積水化学工業株式会社開発研究所において開催され
た「自然塾」の支援を実施しました。

・活動経緯／（井上、大西、水嶋、吉村、松田）

○5/25 ふれセン周り植栽調査―――植栽図オリジ
ナルの確認（整合性）、植栽 Map 作成
○7/20 ふれセン植栽調査
○10/19 ふれセン植栽調査
ふれセン西側、南側植栽確認、新規建築物の敷
地確認（桜の木はほぼサトザクラで園芸品種の
総称であるので、個々のネームプレートは標準で
はない。新規では費用も日程もかかるので現状の
ままとする。現状、以前からのプレートは存在。
シダレザクラとソメイヨシノは標準プレートをオ
ーダーする。
○11/16 ふれセン植栽調査
○12/21 ふれセン植栽調査
ふれセン周り植栽ラベル（ネームプレート）設置
全２７か所のうち１６か所設置
○H31/1/18 ふれセン植栽調査
ふれセン周り植栽ラベル（ネームプレート）設置
全２７か所設置済（完了）
プレート設置樹種
「アガパンサス、アラカシ、イロハモミジ、カツラ、
キンモクセイ、コナラ、サルスベリ、サンシュユ、
マユミ、クスノキ、クロガネモチ、ケヤキ、シイノキ、
シダレザクラ、シラカシ、ソメイヨシノ、ドウダンツ
ツジ、ハナミズキ、フヨウ、モクレン、ヤブツバキ、
ヤマボウシ、ヤマモモ」

当日は、竹に親しむイベントで、
竹の種類・生態の講義、そうめん
流し、竹トンボ・水鉄砲・竹灯籠

竹のお話

作りを実施しました。

竹の工作

そうめん流し

< 富士ゼロックス株式会社 >
8 月から 1 月まで、島本町委託、

富士ゼロックスが行う Cool Choice
の支援活動を実施しました。

Cool Choice とは、地球温暖化対

策に資するあらゆる「賢い選択」を
促す国民運動です。省エネ、低炭

成人祭で署名集め

素型の製品・サ - ビス・行動を行 います。支援活動

は、7 回のセミナー、町内の 4 か所の小学校での 環

境教育、3 回の環境教育啓発イベントを行いました。
これらの活動の結果、600 人強の方々から Cool Choice
に賛同するという署名をいただきました。

宣言の木
・５週目、ネットにツル誘引、ぐんぐん伸びる

プレートの QR コードを読み込むと、
アボック社の 「花名鑑」 からより
詳しい解説が得られます。
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環境講座
・ゴーヤ 花と実

竹林を元気に、門松講座

活動紹介
（自然環境部会・川美化グループ／定期的に、不法投 （自然環境部会・生き物観察グループ／定期的に
棄ゴミの回収や支障木・竹・草の整備活動をしています。） 開催するグループミーティングで、観察のテーマを
決定して活動しています。）

「緑豊かな山河、とりわけ水無瀬川の清らかな水の流れ

は、人々の心に安らぎを与えいつまでも眺めていたい

2018 年度は、カブトムシビオトープ作り、巣箱

しかし現実は、両岸は実生樹木の成長や竹林の拡大

次のようなイベントも実施しました。

作り、しまもとの自然観察などを行いました。

気持ちにさせてくれます。

1. ワクワク！しまもと環境学校（2018.7.21）

に加え、ツル類に覆われた川は近寄りがたい状態がい

「ちりめんモンスターをさがせ！」

たるところに見られるようになり、更に不法投棄が増
加して折角の［里山風景］を台無しにしています。

こうした状態を改善したいと現在活動を展開しています。
その紹介をさせていただき、多くの皆さまの参加を
お願いします。」

１、活動日：毎月第一日曜日９：２０〜午前中
２、活勣地／水無瀬川（尺代、二中前、他）
※お問い合わせ：090

7108

5042 （松田）

2. 第二幼稚園若山神社遠足協力（2018.11.6）

◇主な活動内容
１、収集ゴミ

「生き物ビンゴなど」

マイクロプラスティック
候補ゴミ

3. 出張講座

第三小学校 5 年生

(2018.11.19）

「ちりめんモンスターを探せ！」

不法投棄は犯罪です。
（5 年以下の懲役 /1 千万円以下の罰金）

２、回収作業と分別

島本の自然に興味の
ある方のご参加をお
待ちしています！
３、美しさを取り戻した景観

↑野鳥観察
カブトムシトラップ
→
P２

活動紹介
（自然環境部会・里山発見！グループ／不定期的に、
[ 今年度発足でまだルーチン活動がありません ] 活動しています。
）

（エコ生活部会・エコを考えた料理教室などを
しています。）

・大阪環状自然歩道の大沢集落からポンポン山ルートを
、「里山」を探して探索しました。
集落を出た所では結界の印（正月の御頭渡し神事でたばる御幣）を
見つけました。大杉付近では、製氷池跡の田んぼがあり、
九輪草が咲いていました。釈迦岳山頂では、昆虫採集の親子に
本格的捕虫網をもったメンバーが購入先をたずねられた。
次回は水無瀬渓谷からギロバチ峠、その次は太閤道、十
方山ハイキング道を予定していましたが酷暑と秋の２１
号台風被害で、ハイキング道探索は行いませんでした。

地元でとれた季節の
食材を上手に使う

↑「しまもとの郷土かるた」
に登場する。
歴史資料館で購入できます。

・高槻市の風倒被害地域では、激甚災害指定がでた２１号台 活動内容
風被害ですが、島本町山間部でも多くの風倒木が未処理で 地元でとれた大根を使って地産地消でフードマイ
す。 12 月の「里山発見！」グループは、これら風倒木の レージを下げる視点からのエコクッキングを実施
「有用利用を考える」、というミーティングを行いました。 山内先生に講師を依頼して大根料理にチャレンジ
メンバーから、滋賀県で間伐材の買い取り活動を行ってい する。大根１本を料理に合わせて使い切る、また
皮まで使い切る事を学ぶ。
る「一般社団法人 KIKITO」が紹介されました。
買い取った間伐材は、製紙・木工品などに加工されて流通 ・9 時〜山内先生と打ち合わせ、準備材料を班ごとに用
意、１テーブル 7 人 ×４テーブル食器準備
しています。 KIKITO ブランドは、「滋賀県の森を元気に」
というキャッチコピーで ( コピー用紙）Amazon でも購入でき ・9 時 45 分〜受付と集金
・10 時〜開会
ます。
（司会進行矢田部、j:com の取材､写真撮影について説明
○間伐材買い取り（不定期）会場見学
日野町綿向生産森 ・10 時 15 分〜スタート料理の仕方の説明を聞く
林組合の土場には
・10 時 45 分〜各班で料理開始 野菜の切り方など細かい
次々と針葉樹を積
ことは先生がテーブルを回って伝える
んだ軽トラがやっ
・12 時〜 試食
て来ていました。
・12 時 30 分〜参加者に、J:com がインタピュー
簡易の計量器で計
って、荷下ろし後 ・13 時 15 分〜片付けの終わったところから修了
山内先生に ,J:com がインタビュー
2 月 3 日 空で再び計量しま
す。 近在の方が ・13 時 30 分〜事務所連絡点検･チェツク
数往復して搬入し ・13 時 40 分 鍵返却
ています。 針葉 ※前日に岩井家の大根を届けてもらい、あとの食材はす
べてコープ島本で購入
樹はおもに製紙用
※90 歳の方が杖を突いてきてくださった。また男性が
チップに、広葉樹
４人参加された。
はマキになるそう
※食材の配り方を間違えてしまい参加者の方を悩ませて
です。 木工品は
しまった。
厳選した用材を使
※スタッフ３人という少ない中やりきった。４テープル
3 月 10 日
うそうです。
○3 月 10 日の買い取り日に、風倒木を軽トラに積んで
行きました。310Kg=¥1,640. でした。なにかになる
と言うことはよいことです。

は、動きやすくちょうど良い。

◎来年度、ふれセン調理室が使えないもようです。
なにかよい方法を見つけたいものです。
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活動紹介

コラム

﹁淀川の治水について﹂

﹁クモと生き物の話﹂

（環境学習部会／かしこくなろうプロジェクト／公開講座の開催）

エコ・アートでチョッとよこみち（エコロジーカル・アート）

「われら自転車家族」山本哲三 X３
（投棄自転車を再生）

「宇野のチヌ」淀川テクニック・デュオ
（投棄ゴミを収集再生）

「Inorganic Landscape」田上桂（造花の庭）

作品名・作者名

「瓶に入った花粉」ヴォルフガング・ライプ
（花粉を集めて展示）

不明 （空き缶でアート）

しまもと環境・未来ネットでは、新会員を募集しています。
P4

