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市民の発信で持続可能な社会をつくる

特集：農家、自治体、NPOがすすめる
農的暮らし
¥200
収益の一部は環境市民の活動資金として
使わせていただきます。なお、会員には
毎月無料配布しています。
このニュースレターはボランティアの
手で折られ発送しています。

21世紀 地球を、地域を、生活を、持続可能な豊かさに

http://www.kankyoshimin.org/

日野町熊野地区棚田ボランティアに
よる田植え作業

編集員が行く！
編集部のアンテナにかかった選りすぐりの
エコ情報を伝えます！
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ご みになります。 当たり前 のよう
に繰り返されていますが、これで
は環 境 への負担は計り知れません。 そんな中、 京 都
市 役 所 内に 「エコ・コンビニ

みやこスタイル」 がオー

みやこスタイルは、環 境 NPO によって組織された京

「住まいから地球温暖化を考える〈 人と地球に
やさしい家 〉体験会」を終えて
エコ地蔵盆で地域や環境について考えよう

都２R システムプロジェクトが京 都 市 へ 提案し、 環 境に
配 慮したコンビニのビジネスモデルを模 索しようと、 今
年 6 月から 11 月末まで社 会 実 験 店 舗として共 同で運
営しています。 現 在 は 市 役 所 の 開 庁日に 8 時 15 分
〜 13 時まで営 業しています。 一 見 普 通の売 店のよう

環境市民会員の皆さん寄付のお願い 11
12

なこのお店、 飲 み 物 の 販 売 方 法 が 少し変わっていま
す。 ペットボトルや 缶などに入った飲 料は一 切 取り扱
わず、「中身だけ」 販 売しているのです。 お気に入り
の水 筒やタンブラーを持って行けば、 店 員さんが飲み

❷ふすまの補修と張り替え

物を注いでくれます。 お茶やジュースなど６種 類 が す

りじこらむ no.8

13

市民一人ひとりの自覚と意思が不可欠
植田 和弘
読者交流コーナー

りの 早 い 食 料 品 は、 毎日大 量に

た。

10-11

自分でできる和室のエコリフォーム

明るく、 豊 富な商 品。 入 れ 替わ

プン。 一 体どんなコンビニなのか、 実 際に行ってきまし

第 2 回 野菜 前編
～豊かな食卓は旬野菜・有機野菜から！～

とれたて！ 環境市民

昼 夜を問わず 人々が 活 動 する
るコンビニエンスストア。 深 夜でも

特集：農家、自治体、NPO がすすめる
農的暮らし
03-07

グリーンコンシューマーになろう

マイボトルを持って、
コンビニに行こう！

現 代 社 会で、 多くの人 が 利 用 す

マイボトルを持って、コンビニに行こう！

行事案内

No.4

べて 250ml で 70 円。 店 内には、タンブラーやマグカッ
プも多 数 揃っており、マイボトルを持っていない人はそ
の場で購 入することができます。
さて、こうすることで、ごみが減るだけでなく、 飲 料

みどりのかわらばん

14

用冷 蔵 庫を設 置 せ ずに済み、 大 幅な省エネにもなりま
す。また、レジ袋や割り箸は配 布 せ ず、LED 照 明の

1/ 環境市民

15

ゆっくりとした時間の中で生きる／伊藤 省二さん

使 用、 天 然ガスによる配 送を徹 底 するなど、さまざま
な点 で 環 境に配 慮しています。この 取り組 みは 予 想
以 上に好 評で、 実 施したアンケートでもさらなる展 開を
希 望する声が多いといいます。

次号 みどりの
予告 ニュースレター
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2009年11月号

現在
編集中！

特集：企業選びの基準に CSR を！（仮）

就職活動が本格化する冬。業績、福利厚生、社員の雰
囲気……。企業を選ぶ視点はたくさんあります。そして
CSR も持続可能な社会を考えるとき、重要な視点の一つ
となります。来月号は、今、改めて企業が CSR をどの
ように市民に発信しているのか、についてお伝えします。

2

みどりのニュースレター No.197

2009 年 10 月号

今 や、日本のコンビニは４万 店 舗を超えており、 環
境を護るには、コンビニのエコロジー化は不 可 欠です。
エコ、かつ、コンビニエントなお店 へ。この取り組みは、
コンビニにとってその 実 現に向けた第 一 歩と言えるで
しょう。
（ 文 / ニュースレター編 集 部 森山 明 香）
取 材 協力：京 都 2R システムプロジェクト
事 務局長 太田 航平さん

自給率の低下、農業従事者の高齢化、食の偽装問

NPO、教育機関など数多

題……。多くの課題が語られてきた農の現場に、新

くのセクターによって大

たな声が聞こえるようになってきました。

きく育ちつつあります。

ＮＰＯがすすめる農的暮らし
自治体、
特集：農家、

特集：農家、自治体、NPO がすすめる
農的暮らし
「ベランダでプチトマトを育てているんです」

農は生活の源であり、市

「直販所で買った野菜がとても新鮮で美味しくっ

民一人ひとりが「農的く

て」「この前、農業体験で子どもと一緒にたまねぎ

らし」をライフスタイルに取り入れることで、持続

を植えてきたんですよ」

可能で豊かな生活を見つめ直すことができるのでは

このように、近年、ライフスタイルに「農的くら

ないでしょうか。今月号は、今後の成長も楽しみな

し」を取り入れる人々が増えてきました。農的くら

各セクターの動きとパートナーシップによる取り組

しへの芽生えは、農業従事者だけでなく、行政、

みについてお伝えします。

都市農業がつくりだす 新しい農
大都市、東京で「農」に取り組む地域、練馬区。練馬大根で知られる練馬区は、23区の中で一番、東京
都全体でも4番目に農地が多い。宅地化の波に押されながらも、市街化区域で営まれる「都市農業」とい
う特徴を活かし、生産だけではなく、環境保全や教育機能、地域活性化、防災といった新たな農の魅力づ
くりを行っている。練馬区で都市農業に取り組む、農家、行政、NPOに話をきいた。

農 家 加藤 義松さん

農業体験農園を考案。練馬区で農業を営む。

●農家が自ら農業理解者を増やす

●行政との連携 新しいアイデアの具現化の力に

Q. 練馬区では加藤さんをはじめ、農家の方が農業体験

Q. 練馬区は、農業体験農園制度を支援するなど、行政

農園を企画実現されたり、学校に対して農を教育素材

との連携もされていますが、今後、行政とどういった

として提案されたりと活発に活動されていますが、何

連携をお考えですか。

か背景があるのでしょうか。
A. 練馬区では区長が先頭に立って、農業を残してい
※1

A. 昭和43年に新都市計画法 が制定され、市街地の

こうとしています。農業がなければ練馬区の魅力もな

農地は10年以内に立ち除かなくていけなくなりまし

くなってしまいます。都市農業を活性化させていくに

た。私が就農した時期は、マスコミでは「都市農業不

は、新しいアイデアを生み出す発想力が必要ですが、

※2

要論」が叫ばれ、宅地並み課税 反対運動がまっさか

行政には難しいことです。若い農家には発想力があり

りの時期でもありました。そこで、農業理解者を農家

ますが、新しいことをはじめるには大変な努力がいり

自身がつくっていかなくてはいけない、という考えが

ます。そこで、行政と連携できれば農家にとって力に

生まれたのです。

なります。地方行政によっては、農家の新しい発想を

もう一つは、都市農業が「農のコマーシャル」的な

単なる経営努力としかみないところもありますが、こ

機能を果たせるのではないか、という視点です。現

れを社会的な仕組みにしていかなければ、一農家だけ

在、国民の約7割は都市部に住んでいます。農から遠

では新しい経営方法を継続発展していくことはできま

くなってしまう人たちに対して、都市農業が農への理

せん。

解を広げるような役割を果たせるのではないか、とい
う気づきから農家が自主的に動きはじめました。
※ 1「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内
に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」（新都市計画
法第7条第2項）として市街地の農地は農地以外の利用への転
用を求められた。
※ 2 宅地並み課税は都市計画法による市街化区域に位置する
農地に対し、宅地に対する税金（固定資産税、都市計画税）
と同じ課税を行い、均衡をはかる土地税制の一つ。

●多面的な機能を具現化
Q. 今後、どのように都市農業を展開していきたいとお
考えですか。
A. 農業体験農園は、まちづくりの核としての機能も
持ちはじめています。農園の利用者がPTAや消防団な
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ど地域の役員になったり、お互いに声かけをしてまち

基準をもうけ、弱い部分を補っていく、といった展開

づくりのために何かをやろう、と動きだしたりしてい

が練馬区全体で取り組んでいければと思います。

ＮＰＯがすすめる農的暮らし
自治体、
特集：農家、

ます。人と人との接点が少なくなった現代において、

農業のあり方は様変わりしました。農家が野菜をつ

野菜づくりという共通の趣味を持つことで接点が生ま

くって自分でレストランを開き、お客さんに食べさせ

れ、農園がまちの核になりつつあるのです。

たり、家々で持っていた栽培技術をオープンにしたり

今後はこうした「多面的な機能」を一つひとつ明確

と農業の新しい売り方が出てきています。こうしたア

に洗い出し、具現化していくことが大事だと思ってい

イデアは若くないと出てきません。若い人の発想をい

ます。環境保全や教育効果、生産機能などそれぞれに

かせる仕組みも大事だと思います。

農業体験農園って何？
農業に対する理解を深めてもらえるような農業をしたい——と加藤さんが
発案。農家が経営者として開設し、利用者に対して指導や体験機会の提供を
する仕組み。土地を貸し出すだけの農園と違い、利用者が農業について知識
を得ることができるため失敗が少ない。
利用者は入園料を支払うため、農家にとっても市場価格に左右されない安
定収入につながる。行政にとっても、利用者の対応を農家がしてくれるため
自治体主催の農園よりも負担が少ない。練馬区では、農家（園主）に対し、

練馬大根を抜く

施設整備費などの助成と農園利用者の募集サポートを行っている。1996年に
スタートし、現在14園。毎年1園ずつ増えている。最近では、農への関心の
高まりから若い世代の参加者も多く、都市住民と農家の交流の場としての機
能が高まっている。園主が集まって情報交流を行っている「東京都農業体験
農園園主会」では全国にむけた普及も行っている。

行 政 中嶋 敏博さん

講習会の様子

東京都練馬区区民生活事業本部産業地域振興部都市農業 課長

●農地を残す

A. 今回は「多面的機能」のイメージを共有した段階な

Q. 農業体験農園など、農家と連携した取り組みをすす

か、が課題です。都市部における農業は、日本の農業

めていますが、そのきっかけを教えてください。

のショウウィンドウになるのではないかと思っていま

ので、今後、これをいかにまちづくりに活かしていく

す。都市住民が農を知る機会、場としての役割を果た
A. 都市部の住宅不足から、国の政策で市街地の農地を

していければと思います。

宅地化していく政策がとられました。大都市の農地は

※※1 練馬区のウェブサイト＞各課・事業のページ＞産業・地域
振興、消費生活・区民運動＞産業のひろば＞練馬区都市農地
協議会

放っておくとなくなってしまう、という状況になりまし
た。都市における農地は、農産物の供給だけではなく、
防災、ヒートアイランド現象の緩和、大気汚染の浄化、
農とのふれあいの場づくりなど複合的な機能を持ってい
ます。これは、次の世代に残していくべき「まちの宝」
です。一度なくなってしまうと元には戻りません。農家

●国への働きかけ
Q. 今後の課題を教えてください。

ががんばって続けてきた、守ってきた農地を残すため
に、農の理解者を増やし、国の政策に働きかけていくこ

A. 農地と担い手がいれば農業は続いていきます。産業

とが私たちの役割だと思っています。

の担い手は自立することが大事です。行政は側面支援、
環境整備しかできませんが、若い農業従事者と一緒にア
イデアを実現するための側面支援をしたり、都市農業の

●まちづくりに「農」を活かす

魅力をPRしたりしていきたいと考えています。
※1

また、市街化区域内農地の宅地化を防ぐためには国

では、都市農業の魅力が分析されています。今後、こ

の政策転換を待っていては間に合いません。練馬区で

の分析をまちづくりにいかしていく、ということなの

は区長が発案し、3年がかりで自治体間の連携組織を

でしょうか。

つくり、国への働きかけも行っています。これも行政

Q.「練馬区における都市農業・農地の多面的機能」

ができる役割の一つだと思います。
4
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NPO 白石 好孝さん

NPO法人畑の教室 理事

科見学として野菜市場に行ったあと、畑を見学しても

Q. 練馬区では農家の方々や行政も熱心に取り組みをさ

間2500人ぐらいが参加しています。

ＮＰＯがすすめる農的暮らし
自治体、
特集：農家、

●農地を共有物に

らったりしています。また中学生の職場体験など、年

れていますが、NPOをつくられたのはなぜですか。
A. 農業体験農園は大人を対象に、
新しい経営手法の一つとして行っ

●「農」教育を通して、「農」の本質を知って
Q. 農業教育を通し伝えていきたいことは何ですか。

てきましたが、地域のために、子
どもたちのためにできることをし

A. 今の農業ブームは単なる興味本位でしかない感じが

たい、という思いから新たにNPO

しています。工業製品を売って、その代わりに農業を自

が生まれました。都市で農業を続

由化することによって、この国は発展してきました。し

けていくためには、地域に農地を

かし、先進国の中でも最低の自給率しかありません。自

役立てていく、農地を地域の「共 練馬大根を抜く小学生
有物」にしていくことが大事です。

分たちの将来がどういう暮らしで、どういう社会で子ど
もたちを育てていくのか、これから

自然の中で生きてきた人間が、全く土に触れず育っ

も工業製品を売って豊かさを得る社

ていくのは不自然です。農地が必要、不要という前

会をめざすのか、地域の文化、自然

に、人間が、土から遠ざかる危機性を感じます。たと

との共生を大切にする社会をめざす

えば、農作業では害虫を殺さなければならないことも

のかを考えていく必要があるでしょ

あります。殺傷を経験し、人を傷つけてはいけない、

う。農業教育を通して、多くの子ど

といったことを理屈ではなく自然に身につけていく。

もたちに現場を見てもらい、農業の

農を通した教育を農家がサポートできれば、と考えて

本来の意義、価値をやわらかく、自 学校の授業の一環で

います。

然に伝えていければと思います。

Q. 学校に対し、具体的にどのようなプログラムを
行っているのですか。
A. 授業の一環で、練馬大根を種から育てたり、社会

練馬大根の種まき
（八坂小）

[NPO法人畑の教室] 練馬区在住の農家が中心となり、地域社
会の発展と豊かな暮らしの実現に、農業を通じて寄与すること
を目的とし、平成15年1月に発足。以来、教育、生涯学習、福祉、
余暇の楽しみや文化の継承など、農業のもつ多面的な機能を生
かした、社会活動を展開している。
ウェブサイト http://www.hatakenokyoshitsu.org/

棚田を救う人の動き
山の斜面や谷間の傾斜地に、階段状に造られている「棚田」。約1000年以上も前から開拓され、何世代
にもわたり作り続けられてきました。幾多にも広がるその風景はふるさとの原風景として、日本人の心の
中に刻まれ続けています。しかし近年、機械による耕作が難しく、維持管理に手間がかかることなどを理
由に担い手が減り、現在存続の危機に瀕しています。そんな中、滋賀県では棚田保全を目的としてボラン
ティアによる「人の動き」、またトラスト制度による「資金面での支援の動き」の輪が広がっています。
今回は、「しが棚田ボランティア」の事業を滋賀県から委託を受け、実施しているNPO法人木野環境
の北井 香さんにお話を聞きました。

■しが棚田ボランティア制度

畑地区（高島市）など滋賀
県内の6つの地域で土日を中

滋賀県内には約2200haの棚田があります。琵琶湖

心に半日程度の棚田保全活

に注ぐ川の上流において水と土と人の生活を守る棚田

動を行なっています。参加

には、景観保全・洪水防止・土壌浸食の防止といった

者には、その地域でとれたお米などに引き換えられる

さまざまな機能があります。そんな棚田を保全すべく

地域特有の地域通貨がもらえるといった特典がありま

滋賀県では、2004年から「しが棚田ボランティア制

す。参加者の年代は50代～60代の方が多く、さらに20

度」を実施しています。現在、棚田百選にも選ばれた

代の若い世代の人も多いそうです。また京都・大阪と
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いった遠方から来る人もいて、その関心の高さがうか

■しが棚田トラスト制度

がえます。主な作業としては、草刈りやイノシシの獣
ＮＰＯがすすめる農的暮らし
自治体、
特集：農家、

害防止柵の設置や農林道の補修で、棚田のボランティ

保全活動を継続していくのには、作業に必要な資

アと言えば田植えや稲刈りが中心と思われがちです

材・消耗品の購入費、活動運営に係る資金面での確保

が、「棚田を維持するためにはこういった作業が重要

が共通の課題となっています。そこで、棚田地域とボ

なんですよ」と北井さんは言います。参加された人の

ランティアが一緒になって取り組んでいる保全活動に

声を聞くと、「半日の作業

賛同した企業等から寄附を募り、その集まった寄附を

では物足りない」、「こん

保全活動に支援する仕組みとして「しが棚田トラスト

なに汗をかいたのは久しぶ

制度」がはじまっています。

↗

り」といった声なども聞か
れ、みなさん楽しんで帰っ
て行かれています。また地
元の人に自分の所有する畑
の作業について相談するな
ど、地元の人との交流の輪
も広がっているようです。

広がりつつある
「農的くらし」
「食べる」から「作って、食べる」へ。ここ数年、農的くらしをライフスタイルに
取り入れる人々が増えてきました。ではなぜ、農的くらしが広がりつつあるのでしょ
うか。今回は、京都市左京区大原の地で、小学生の親子を対象に、農業体験を通じ、
食やいのちの大切さを実感してもらうプログラム「食育ファームin大原」に携わって
いる環境市民理事の西村仁志さんにお話をうかがいました。

■「生活防衛」と「共通体験」

お花やヨガ教室を始めたり、とたくさんの動きが芽生
えています。農作業という共通体験を通じて、食だけ

農的くらしが広がりを見せつつある背景のひとつに
は、単純に、スーパーに行ったら野菜が手に入るとい
うことに飽き足らない人たちがそういう動きを始めて
いるんじゃないでしょうか。また日照りや雨が続いた
りすることで野菜の値段が乱高下する、ということも

6

ではなく、くらし、健康、いのち……といった生活の
さまざまなことへ関心が高まっていっています。

■パートナーシップが農的くらしの広がりを
つくる

あると思います。それに対する生活防衛のために自ら

もともと、みんな、自分の食べるものは自分で作っ

の手で野菜を作り出した人たちもいることでしょう。

ていました。しかし、サラリーマン生活、都市生活に

日本は自給率が低いから、それを改善しようというよ

よってだんだん土から離れていき、「食料供給は農家

りは、創造的なくらし、あるいは生活防衛をしていき

のみなさん、お願いね」という形に変わっていきまし

たいという思いによるものだと感じています。

た。それがもう一度、自分で食を作り出す、土に触れ
るということに回帰しつつあるのかな、と思います。

グラム「食育ファームin大原」は、親子での参加なの

そして、いろいろな人が農に関心を持ち始めたとき

ですが、中にはお父さんの姿も見受けられます。お父

に、農家の中に食料生産をしながら、関心のある人た

さんとしては、子どもと共通体験をしたいという思い

ちのお世話をしようという方が出てきたように思いま

があり、農作業に参加しているようです。それだけ、

す。農家の方の意識も変わってきたんでしょう。自分

お父さんがレジャー以外で、子どもとしっかり触れ

たちの跡継ぎを考えたら、将来展望はなかなか見えに

合って共通体験をするものがないのでしょう。プログ

くく、これまで守ってきた田んぼや畑を誰に手渡すの

ラムは今年で4年目になりますが、参加者の中には、

かについて真剣に考えざるをえなくなってきました。

大原だけにとどまらず、近所の市民農園を借りたり、

そうなるとプロの後継者を育てないといけないのです

他地域の食イベントに参加したり、仲間たちと一緒に

が、そのためには、消費者から農業者へのつなぎの
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同志社大学大学院生が中心となって進めているプロ

繰り返しのこつこつとした作業が必要です。私たちが

■棚田保全活動を通じて伝えたいこと

日々口にする食べ物についても、産地以外に、どうい
あらためて北井さんに「この事業を通じて伝えたい
事はなんですか」と聞いてみました。

う農作業で作られているか、という背景にも想像を膨
ＮＰＯがすすめる農的暮らし
自治体、
特集：農家、

らませて接してもらいたい。そしてもう少し関心が高
まれば、ぜひ生産の場で触れて、知ってもらいたい。

棚田での農業は平地の農業と比べて大規模化・効率

さらに歩を進めて、担い手が減り苦しい地域の力に加

化しにくいものです。昔から人の手で守ってきたよう

わってもらいたい。一朝一夕では成り立たない農作業

に、今も、これからも、人の手によってしか保全して

のように、一歩一歩関心を深めてもらえればと思いま

いけません。この事業は、年々増えていく放棄田を目

す。

の前で見つめている地域の人たちが、今まさに必要と
している作業を支援するものです。棚田を守りたいと
いう地域の人たちのがんばりを、ボランティア制度に

[おうみ棚田ネット]
（滋賀県サイト内）http://www.pref.shiga.jp/g/noson/tanada

の維持管理作業が必要です。自然の力は大きく、毎年

[NPO法人木野環境]
2008年度から「しが棚田ボランティア制度」、
「しが棚田トラス
ト制度」事業を滋賀県より受託し、参加募集や案内の送付、広
報、企画支援、活動準備といった事務局業務を担っています。
http://www.kino-eco.or.jp/

部分が必要になってきます。これまでは、生産者、消

たので、関心が高いようです。また、農業が生業とし

費者が二極化していて、その中間に位置する人があま

て成り立つのはもちろんのこと、農業を職業にするこ

りいませんでした。しかし、行政、NPO、教育機関

との将来性を描けるようになることが重要です。その

など、いろいろなセクターがパートナーシップで農的

ためには、食料供給計画に基づいて、自治体レベルで

なくらしを進め、場を提供していくことで、つなぎの

食料を売買する仕組みや価値の高い農産物を心待ちに

部分にあたる中間層が増えてきました。こういう中か

しているお客さんがいるという構造を作り出していく

ら、もしかすると、農を生業にする人が出てくるかも

責任が自治体にはあるのではないかと感じています。

よる「作業の支援」、トラスト制度による「資金の支
援」という両輪で支援し、社会全体に広げていきたい
と思います。作物を育てるためには、さまざまな農地

しれません。その中間層の

※1

ベランダ菜園など

増加を視野に入れながら、
100%
消費者

どうやって農業へシフトし
ていってもらうのかを考え
るのが今後のキーとなるこ

中間層

農業へ
シフト

100%
農家

自分の手で食べものを作
ることとお店で購入する
ことが半々である層

とでしょう。

農林水産省による都市部等の人材を、農村の活性化の
ために活用する人材仲介業務支援事業。

■ストーリーの分かるものは美味しい！
私自身は、小さいときに祖母が畑をやっていました
ので畑を間近には見ていましたが、実際に農作業をす
るようになったのはここ数年です。そこで感じたの

■食料供給計画の必要性

は、「ストーリーの分かるものは美味しい！」という

農業政策の観点に立つと、自治体は食料供給計画を

ことです。それは、単に食べ物に表示されている情報

作るべきだと思います。例えば、東京都というサイズ

を読み解くということではなくて、生産者の顔や畑の

だったら、自治体として東京都民の食料をどのように

様子、季節の移り変わりといったストーリーを思い浮

供給していくのかを考えていかないといけません。そ

かべ、愛でながら食べるということです。この美味し

して、地方はそれを逆手にとって、自分たちが都市部

さはすぐに分かると思いますよ。できるだけ輸送コス

の食料を供給するんだ、という契約関係を明確にする

トをかけず、ローカルなエリアで作られたものを買う

ことで、地域同士の絆を深めていくことにつながるの

ことで、そのストーリーもイメージしやすくなりま

ではないでしょうか。今は、そういったことを考えな

す。自分の手で作れば、ストーリーはリアルタイムで

いといけない時代に来ていると考えています。

実感できます。狭い面積でも、ベランダ菜園でもいい

また、後継者育成も喫緊の課題です。現在、農林
※1

水産省が「田舎で働き隊」 という事業をやっていま
す。これまで若い人が農業に出会うという場がなかっ

から、まずは自分の手で育てて、それを食べてみるこ
とから始めてみてはどうでしょうか。
（まとめ／ニュースレター編集部

久保 友美）

この特集は、編集部 久保 友美、角出 貴彦、有川 真理子が担当しました。
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行事案内

月

京 1Day ボランティアデー
毎月エコな話題をおしゃべりしながらニュースレター
発送作業をしています。ぜひご参加ください。

京 環境市民

東 環境市民東海

滋 環境市民滋賀

京 カルタワークショップ体験カル
タ作り講座

これから秋のイベントなどで大活躍する「STOP 地球
温暖化カルタワークショップ」を体験してみませんか？

＊とき：10月28日（水）午前11:00から7:00頃まで

まったく初めての方でもわかりやすく丁寧にワーク

10月29日（木）午後2:00から7:00頃まで

ショップとは何ぞや？

＊ところ：環境市民京都事務局

どしどし参加してください。

＊備考：予定時間を過

というところから説明します。

ぎて来られる場合はあらかじめご一報ください。
◎次回発送日…11月27日（金）午前11:00から午後

＊とき：10 月 16 日
（金）午後 7:00 から 8:30 まで

7:00頃まで、11月30日（月）午後2:00から7:00頃

＊ところ：環境市民京都事務所＊参加費：カルタ作り材

まで

料費として、300 円＊定員：10 人＊申込み：E メール

京 循環・3R 活動推進リーダー養
成講座

または FAX でお申込みください。＊締切：10 月 15 日
（木）

滋 雨水貯留施設の見学

ごみに関する第一線の研究者や活動実践者を講師に招
き、「知識」の修得だけでなく、ごみ減量活動を企画実
践できる人材を養成します。

大津市では、合流式下水道による雨天時の汚水放流に
対処するために、湖岸道路に下水貯留施設を建設してい

以下のような人たちにおすすめの講座です。

ます。この施設の見学を行います。

・地域で、生活系ごみを対象に減量活動をしている人
・行政職員で、ごみ減量の住民向け啓発を担当している人

＊とき：10 月 16 日
（金）午前 9:30 から正午まで

・学校や企業で、環境教育に携わっている人

＊ところ：大津市水再生センター

・これから活動に取り組もうと思っている人
（学生含む）
。

＊集合場所：同センター・大津市由美浜 1-1（京阪石山
坂線錦駅 徒歩 10 分程度）＊参加費：無料

■第 1 回：家庭ごみの現状を知る

＊申込み：10 月 10 日
（土）までに滋賀事務所まで

＊講師：石川県立大学教授 高月 鉱さん

＊共催：おおつ環境フォーラムいきいき河川グループ

＊とき：10 月 31 日（土）午前 10:30 から午後 4:30
＊ところ：キャンパスプラザ京都 2F ホール（JR 京都駅
中央改札口から西へ徒歩 5 分）

交流会

■第 2 回：3R の考えを広める
＊講師：京大環境保全センター助教

東 「環境首都コンテスト」中部地域

浅利 美鈴さん

「環境首都コンテスト全国ネットワーク」（主幹事団

＊とき：11 月 1 日（日）午前 10:30 から午後 4:30

体：環境市民）では、過去 8 回「持続可能な地域社会を

＊ところ：京エコロジーセンター 1F シアター（JR 京

つくる日本の環境首都コンテスト」を実施してきました。

都駅から近鉄竹田駅下車東へ徒歩 12 分）

今回は、本コンテストで得られた情報の共有化と、今の

■第 3 回：ごみを減らす活動を創り出す

自冶体における効果的な施策検討、自冶体とのより深い

＊講師：NPO 法人環境市民代表理事

パートナーシップを築いていくことを目的として、 開

杦本 育生

＊とき：11 月 14 日（土）午前 10:30 から午後 4:30

催されます。交流会では、8 市ほどの特別表彰事例と先

＊ところ：京都私学会館 205 会議室（JR 京都駅から地

進事例を予定しています。電気自動車など特別展示もさ

下鉄四条駅下車 6 番出口から徒歩 5 分）

れます。中部地区の自治体担当者、NGO 関係者、市民
ほか多数の参加が予定されています。

■各回共通

8

＊参加費：1,000 円（3 回通し）＊定員：25 人

＊とき：10 月 8 日
（木）午前 10:00 から午後 5:00（午

＊対象：高校生以上、原則三回出席できる人。

前 9:30 より受付）/ 終了後午後 6:00 より、掛川駅付

＊申込み：E メールまたは FAX でお申込みください。

近にて懇親会
（参加費 4,300 円）を予定しています。

＊締切：10 月 26 日（月）＊主催：独立行政法人 環境

＊ところ：環境資源ギャラリー・静岡県掛川市満水

再生保全機構 地球環境基

2319（JR 東海道線掛川駅近く）＊参加費：無料
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＊申込み：必要 ＊締切：10 月 4 日
（日）
＊問合せ：環境市民東海事務所または、掛川市役所環境
保全課環境政策係 赤堀
（係長）まで、電話 0537-211145 ＊備考：昼食の必要な方は事前に申込み必要
（800 円）その他詳細は申込み時に説明します。
＊共催：環境首都コンテスト全国ネットワーク／掛川市
＊運営団体：特定非営利活動法人 環境市民
（東海）／
中部リサイクル運動市民の会

行事の申込み・お問い合わせは各事務局まで
京 環境市民
TEL.075-211-3521 FAX.075-211-3531
IP電話.050-3581-7492 MAIL.life@kankyoshimin.org
東 環境市民東海事務所
TEL・FAX.052-521-0095 IP電話.050-3604-6182
MAIL.tokai@kankyoshimin.org
滋 環境市民 滋賀事務所
TEL.077-522-5837 MAIL.cefshiga@kankyoshimin.org

ミーティング＊（いずれも京都事務所で行います）
＊ 10 月 2 日（金）午後 7:00 からニュースレター編集部
＊ 10 月 6 日（火）午前 10:00 から正午、自然住宅

新入会 ／寄付＊（8 月 16 日から 9 月 11 日まで）
〈新入会〉伊藤 万知子／稲岡 美奈子／葛尾 威／小林 正明
〈寄 付〉駒 ゆき香／長崎 純一／長崎 悠歩／長崎 大樹／
山本 美菜／吉田 文子／環境首都コンテスト東北地域交流
会参加者の皆様（五十音順敬称略）

第 2 回 野菜 前編

いなおか

み

な

こ

稲岡 美奈子さん
（大阪府）9月2日入会

京都大学大学院地球環境学舎のインターン制度を通じ
て活動に参加しました。これまで温暖化防止対策、化
学物質や放射性物質による汚染問題などに取り組んで
きました。それらに加え、グリーンコンシューマーな
どの幅広い分野も勉強していきたいと思っています。

～豊かな食卓は旬野菜・有機野菜から！～

最近野菜不足だなぁ。そう感じてスーパーに行っ

また、農薬を使った栽培により、一定品質の野菜

てみると、青々とした、きれいな形のたくさんの種

の大量生産が可能になりました。しかし、農薬は土

類の野菜が並んでいます。そこでふと思いました。

壌や河川を汚染し、その野菜を口にした人間の体に

「年中変わらず同じものが買えるけれど、旬の野菜

濃縮されていきます。さらに、世界各地からの輸入

はどれだろう？」

野菜には日本で使用禁止の農薬が使われていたり、

ハウス栽培や冷凍冷蔵などの貯蔵技術の発展によ

長時間輸送するためにポストハーベスト（収穫後農

り、旬野菜がどれかわからなくなるほど、一年中彩

薬）が使われたりしています。一方で、このような

りのよい食卓を囲むことができるようになりまし

野菜ではなく、最近「有機農産物」という野菜を店

た。しかし、ハウス栽培で消費される石油エネル

頭でもよく見かけるようになりました。化学合成農

ギーは、旬の露地栽培に比べて5〜10倍も多く必要

薬や化学肥料を使用せずに栽培されたものです。有

で、エネルギーの大量消費による地球温暖化の一因

機農産物は、第三者機関である認定機関のチェック

にもなっています。それならば、環境だけでなく健

を受け、「有機JASマーク」

康にも良く、比較的安価な旬の野菜をいただき、季

（図）が付いているので、そ

節の移り変わりを楽しんでみませんか。秋になる

れを目印に野菜を選ぶ時の基

と、きゅうりやトマトなどのぶらさがり野菜は旬を

準にしてもよいですね。

終え、辛味や塩味の効いた夏の料理で疲れた胃腸の
調子を整えてくれる根菜類などの体に優しい野菜が
店に並ぶようになります。

次回の野菜後編では、旬や有機の農業を支える生
産者と消費者について取り上げます。
（文／ニュースレター編集部
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環境市民

環境市民の今、そしてこれからの活動をお知らせします

「住まいから地球温暖化を考える
〈 人と地球にやさしい家 〉体験会」を終えて
8月23日、暑さも峠を

にゼロエネルギー住宅になります。“ゼロエネルギー”

越えたなと感じられた

ということは、光熱費もほぼゼロ。住宅性能を高めるこ

この日。名古屋市港区

とで「地球にやさしい」、さらには、長年の住宅ローン

にあるTさんのお住まい

を抱えた建主にとって快適な上に光熱費がかからない

で「住まいから地球温

のは「人にもやさしい家」ということではないでしょう

暖化を考える〈 人と地

か』、との話でした。

球にやさしい家 〉体験

参加者からも家の窓が断熱サッシのため、「部屋の

会」が開かれ、6人の参加者で環境に配慮された住宅につ

空気がスキッとしてい

いて学びました。会場となったのは木造2階建、約45坪

て気持ちが良いし、車

の住宅です。住宅の解説をしたのは、地場の工務店であ

の交通量の多いわりに

る （株）葵建設 社長の岩塚真さん。「40年後の2050年の

室内はとても静か」、

環境下においても十分通用する、快適なゼロエネルギー

「住宅の性能がこれほ

住宅を造りたい」という想いで家づくりに携わっていま

ど光熱費に影響すると

す。今回会場となったお宅も（株）葵建設の施工です。

は思わなかった」など

岩塚さんは会場である住宅のどんな点が「人と地球に

の感想がありました。

体験会の様子

やさしい家なのか？」を熱心に語りました。岩塚氏によ

現在日本の住宅性能は先進国の中では最低レベルと言

れば、『「エコ住宅」とは、家づくりの段階から住宅の

われています。意外かもしれませんが、実際今の住宅は

器とも言えるサッシや壁の断熱性と気密性を高め、換気

まだまだ省エネ住宅とは言い難いものばかり。地球温暖

計画をきちんとした上で、省エネ性の高い住宅設備（特

化防止のためにも日本の住宅性能の底上げが急務なので

に給湯器、冷暖房機器など）をバランスよく搭載した

はと改めて考えさせられました。

住宅を指し、住宅からのCO 2排出量を激減させてくれま

（文/環境市民 東海事務所ボランティア

岩塚 慎子）

す。さらに、太陽光発電を組み合せることによって確実

エコ地蔵盆で地域や環境について考えよう
■地蔵盆をエコに～エコ地蔵盆のはじまり～

ました。この冊子には、これま

京都の伝統行事のひとつである地蔵盆。地蔵盆は、子

でにエコ地蔵盆に取り組んだお

どもたちの健やかな成長を願うお祭りです。毎年、8月

町内の声や実施例、おやつの選

の終わりに町内ごとに大人たちが集まり、子どもたちを

び方、おもちゃ・プレゼントや

楽しませています。ところが、現在の社会は、子どもた

家庭用景品の選び方、そしてご

ちが健やかに成長できる社会であるのかどうかが危うく

みの減らし方を載せ、地蔵盆を

なってきています。そんな社会を地域から変えていこう

盛り上げていく際に参考となる

と、「エコ地蔵盆」の取り組みは生まれました。エコ地

ように仕上げました。そして、

蔵盆では「①健康にも環境にもやさしい食べ物を提供し

新聞やラジオでこの『やってみ

よう ②できるだけごみがでない工夫をしよう」とお町内

よう！エコ地蔵盆』を広報した結果、たくさんの問い合

に対して呼びかけています。

わせをいただきました。多くの方が、エコ地蔵盆に興味

下鴨北園町、リサイクル
交換市の様子

関心を持って下さったのだと思います。そのことを嬉し
■広がりを見せているエコ地蔵盆
2006年から始まったエコ地蔵盆。4回目の今年は、去年

く感じながら、今年、冊子を参考にエコ地蔵盆を実施さ
れたお町内の内容を少し紹介します。

よりも多くのお町内がエコ地蔵盆に取り組みました。エ
コ地蔵盆の取り組みをお町内が自主的に実行できるよう
に、『やってみよう！エコ地蔵盆』という冊子を作成し

10
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■さまざまなエコ地蔵盆
エコ地蔵盆と一口に言っても、同じ地蔵盆は一つもあり ↗

ません。それは、お町内の方々が子どもたちに一日を楽し

をして、遊びにもこだわりました。他のお町内でも、大人

んでもらおうと、各自が工夫しているからです。今回もさ

が子どもたちに特技を披露して盛り上がったところや、

まざまな工夫がありました。

ファーストフードをやめ、手作りカレーを振る舞ったお町

町内の人同士のコミュニケーションをはかる食事会に、
使い捨てではなくマイ食器の持参、ビールサーバーの使用

内、おやつに近所のパン屋の焼き立てパンを選んだお町内
がありました。

によってごみ減量に取り組んだお町内や、マイコップを持

どのお町内も、子どもたちはみんな楽しんでいる様子が

参してできるところから

うかがえました。年に一度の子どもたちが楽しみにしてい

エコを始めたお町内があ

る地蔵盆。地蔵盆から自分たちの地域や環境のことを少し

りました。他にも、不要

でも考えるお町内が増えるように、エコ地蔵盆の取り組み

になったものを集めてリ

はまだまだ続きます。

サイクル交換市を行った

（文／エコ地蔵盆プロジェクト 松原 伶）

お町内もありました。リ
公団高野第一住宅、マイ食器と
ビールジョッキ

サイクル交換市を行った

ニュースレター2009年7月号特集「お祭りはエコで楽しく」

お町内では飛行機飛ばし

もご覧ください。

* 環境市民会員の皆さん寄付のお願い

環境市民には、実現したい活動がたくさんあります
ぜひ、さらなるご支援・ご協賛をお願いします
これまで環境市民は、様々な活動を実現してきました。
日本の環境首都コンテスト、
グリーン購入の普及、
グリーンコンシューマー活動

次に実現したいのは

などなど

「環境活動に使える写真、図表サイト」
環境市民は創設期から、グリーンコンシュー

今年度内。

マー活動に取り組んできました。これまで講演や

費用としては、データ収集、グラフの更新作

セミナー、著作などで使ってきた多くの図表や、

業、特設WEBサイトの開設と写真や図表のアップ

地球温暖化の状況を記す写真などを、背景説明か

作業に係る費用などを見込んでいます。

ら学習会で使う際の簡単なアドバイスもまじえて

グラフや写真の使用に関しては、原則、会員

公開するウェブサイトを開設したいと考えていま

（個人および法人）をはじめ、市民団体は無料。

す。

（例外有）会員外の企業などが使われる場合は、

これにより、各地の市民グループの活動に役立
てるとともに、環境市民への注目もこれまで以上
に高まり、会員になってくださる方も増えるもの
と期待しています。

有償で提供し、団体の運営費用に当てさせていた
だく予定です。
この活動の実現を応援して下さる方は、ぜひ、
ご支援・ご寄付をお願いします。経済状況の厳し

目標金額として20万円をめざしています。開設
場所は、環境市民のウェブサイト内。開設時期は

いなかではありますが、どうぞ、よろしくお願い
します。

金額は１口1,000円以上でお願いしいます。
下記、口座までお振込をお願いします。振込時、備考欄に「ウェブサイト」と記載してください。

寄付のお振込み先【郵便振替】 口座番号：01020-7-76578

加入者名：環境市民
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自分でできる

和室のエコリフォーム
[ ふすまの補修と張り替え

2

〜引き手はずし、枠はずし〜 ]

築年数の古い日本家屋を大切に使い続けるために、破損部分の補修方法の紹介と、現代のライフスタイルに
合わせて和室をエコリフォームする一例をご提案していきます。

今

回は、ふすまの張り替えの前段階として、

順番があって、先に横枠、次に縦枠とはずしていきま

ふすまを分解していきます。

す。横枠はお好み焼きのコテのような道具をふすまと

ここから重要なのは、全てのパーツに番

の隙間に入れて、少しずつずらしながら釘をはずしま

号や印をつけ、どこからはずしたのか、後で分かるよ

す。 縦枠は、ふすまに沿ってスライドさせてみて下

うにすることです。古い日本家屋は、長い年月で少し

さい。どこかではずれるところがあるので、そこから

ずつゆがんでいます。ふすまなどの建具も年月のうち

持ち上げるとうまくはずれます。

に、家の変形に沿うようにゆがんでいます。番号や印

枠にささっている固定用の釘は抜かずに、逆方向に

を間違えると、同じ寸法の部材でも元に戻らない場合

たたいて戻しておいてください。またあとで使いま

があるので注意しましょう。

す。釘１本もなかなか無駄にはなりません。
（文／ニュースレター編集部

まずは、ふすまをはめたままの状態で、引き手（ふ
すまの開閉に使われる金具）をはずします。次は枠。
今月の写真館

※団地などの集合住宅に使われているふすまの中には、分解できないものもあります。

ふすまの修繕のプロセスを多くの写真で分かりやすく紹介しています。
http://www.zorg.com/pub/albuml?al=32101&c=iilrlkqntn

1 引き手の固定釘を抜く。

引き手の内側の上下が釘で固定されてい
る。下から先にニッパーで引き抜く。
（抜
きにくい時は釘頭下をマイナスドライバー
等でこじて起こす）

4 縦枠をスライドさせる

縦方向の枠には、ふすま側に溝が掘ってあ
る。ふすまにはネジ釘があり、溝に沿って
枠をスライドさせる。

2 引き手を外す

3 横枠をはずす

両手で手前に引っ張りはずす。はずした後
の穴には、ふすまの番号や左右をメモして
おく。

5 縦枠をはずす

枠の溝には、途中に大きな穴があり、そこ
からふすまのネジ釘が外れます。枠を位置
に移動させたら、上に持ち上げて取り外す。

●自然住宅プロジェクト……99年、地球と地域の環境に負荷を
かけず、生態系に調和し、住む人の身体にも負荷を与えないエコロ
ジーな住まいの増改築をテーマにスタートしたプロジェクトです。
10年目の今年は、今までの素材を中心にした取り組みに加え、私た
ちを取り囲む住環境も含めた住まい方の持続可能性を総合的に考え
る第２ステージの活動を展開しています。
みどりのニュースレター No.197
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コテのような道具（インテリアバールもし
くは厚めのイチョウ型スクレーパー）を、
枠とふすまの間に打ち込んで外す。

6 出た釘を戻しておく

協力： 表具師 古澤 利弘 表具仕事の多い京都で額装を主に40年以上されている。

12

千葉 有紀子）

釘の出っ張りを金槌で叩き、釘先に引っか
からないよう戻しておく。

次回は「ふすま紙張り」です。

★ワークショップ、相談随時募集
自然住宅プロジェクトでは、住まいに関する相
談やワークショップを随時受け付けています。
詳しくは京都事務局までお問合せください。

りじこらむ

環境市民の理事を隔月で紹介します。

no.8

植田 和弘
市民一人ひとりの自覚と意思が不可欠
■環境市民の活動に共振

いスタイルの環境運動（環境によい
購買行動という形で、日常的経済行

私が環境市民に関わるようになっ

為に環境配慮を組み入れることを促

た直接的きっかけが何だったか今は

す運動。環境市民ではそうした運動

思い出せない。一市民としての環境

を支援するために、店舗を環境の観

問題に対する関心というよりもむし

点から評価し、環境によい店を紹介

ろ、研究者としての関心と環境市民

する出版物を作成した）の意義と方

の活動のミッションが共振すること

向性について、1992 年に出版した

が多く、自然と関わりを持つように 『廃棄物とリサイクルの経済学』（有
なったと理解している。
私の研究者としての旅立ちは廃棄
物問題研究とともにある。工学博士
の学位は、1983 年に『金属利用の

斐閣）で紹介した。
■文化的持続可能性が大事
同書には「大量廃棄社会は変えら

うえた・かずひろ……京都大学大学院経済
学研究科教授及び同地球環境学堂教授。ア
メニティ やエコロジーを重視した持続可能
な地域社会の形成に関心を持っています。
地域や都市レベルからグローバルな活動に
まで環境市民の取り組み が広がり発信力
が高まるよう、応援しています。生まれは
香川県木田郡 植田村（現高松市東植田町）
。
名前もウエダでなくウエタと 読みます。
" 讃岐うどん " は好物の一つ。

可能な都市」というレポートを読
んだ時に再確認された。すなわち、
そのレポートでは、持続可能な都

社会的評価に基づくリサイクル計画

れるか」という副題が付いているが、 市とは、市民の生活の質が持続的

に関する基礎的研究』と題する論文

大量廃棄社会を変えるには、市民一

に向上していく都市であると定義

で受けた。研究内容は鉛の用途別配

人ひとりの自覚と意思は不可欠の前

されていた。したがって、持続可

分が鉛の廃棄や環境中での蓄積にど

提である。このことは環境市民が目

能な都市の公共政策は、市民の生

のような影響を及ぼすかを分析した

指してきたことそのものでもあると

活の質を向上させることを大目標

ものであったが、その政策的実践的

思う。同じことは、環境市民が一貫

にするのだが、それは A 市におい

位置づけとしては、環境や廃棄物を

しめざして重視してきたサステイナ

ても B 市においても同じことにな

管理する立場から、鉛の生産や消費

ブル・シティ（持続可能な都市、類

る。私が注目したのは、それぞれ

を制御するシステムを構想しようと

似のコンセプトにエコ・シティなど

の市における具体的な政策目標は

していた。ただ、鉛は中間財的な用

がある。環境市民は環境首都コンテ

どう設定されるのか、ということ

途が多く、消費者が直接鉛の利用に

ストを推進してきた。
）でも同様で

であった。レポートでは、それは「市

関心を持つ用途はかなり限定されて

ある。数年前にポーランドのクラコ

民が集まって決める」と書いてあっ

いたため、主として公共的管理シス

フで都市の持続可能性に関する国際

た。最初は問いに対して正面から

テムを対象にせざるを得なかった。

会議があり、そこで基調報告に立っ

答えていないように思ったが、よ

たポーランドの学者は、都市の持続

く考えてみると、まちづくりの本

可能性を環境的持続可能性、経済的

質を最も鋭くついているように思

ところが、一般のごみということ

持続可能性、社会的持続可能性から

われた。しかも、そうしたプロセ

になると、消費者のごみ問題に対す

構成するのではなく、それらを統

スにおいて、社会的持続可能性（社

る関心は高く、ごみの減量、資源

合する文化的持続可能性（cultural

会的に排除されている人のいない

化、無害化をすすめようと実際に行

sustainability）をまず強調していた

社会）を高めることができるとも

動する多くの市民と出会うことに

ことが印象に残っている。

指摘されていた。結局、よいまち

■廃棄とリサイクルの経済学

なった。その頃、米国では NPO 団
体が出版した Shopping for a Better

■市民が集まって決める

をつくろうとする人のいないまち
がよいまちになるはずはない、と

World と題する本が消費者の支持を

欧州には小さくても輝いている

得ていることを知り、グリーン・コ

まちがたくさんあり、そこでは住

ンシューマー（緑の消費者）という

民が自分たちのまちを誇りに思い、 私 は 以 上 の よ う に 理 解 し て い る。

コンセプトに興味を覚えた。欧州で

大切にしているようにみえた。そ

皆さんから刺激を受けながら、楽

も同様の動きがあり、こうした新し

こでの真髄は、「欧州における持続

しく活動できれば幸いである。

いうことだと思う。
環境市民がめざしていることを、
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読者×読者、
読者×環境市民をつなぐ
環境問題に高い意識で臨む！

環境市民インターン生紹介

９月号に引き続き、環境市民で活動するインターン生を紹介いた
します。今月は、ラジオチーム、電子かわら版チーム、広報など
様々な場面で活躍する５人の方の熱いメッセージをお伝えします。
し ま む ら

い

と

う

伊藤

だ い す け

あ

大輔さん

ますが、どの人も個性的な方ばか
りで毎日が楽しく、発見も多いで
す。今年の夏は扇風機で乗り切り
ました！

院試の勉強にバイトに

インターン、苦戦しておりますが、
ラストスパートがんばります！

す が

ま

り

ぎ

赤木

立命館大学国際関係学部４回生

主にラジオチームに参加しており

か

よ

し

一弘さん

立命館大学ボランティア
コーディネーター養成講座 受講生

立命館大学法学部法学科２回生

広報のインターンをきっかけに環

65 才で後任に経営を引継ぐまで電

境市民に。今は電子かわら版チー

源機器の開発、製造に専念してき

ムに所属しています。日頃ブログ

ました。2 年余り自由人でいまし

くらいしか書かないものだから真

たが、この春にボランティアコー

面目に文章を書こうとすると大変

ディネーター養成講座に社会人と

で す。 チ ー ム メ ン バ ー に 多 く の

して参加し、環境市民で、インター

迷惑をかけていますが、エコ投票、

ン研修生として若い大学生ボラン

メールニュースなど頑張りますの

ティアと楽しく情報媒体の広報づ

でぜひ見てくださいね。

くりに励んでいます。

な

す ぎ も と

ゆ

り

菅 磨里奈さん

杦本 友里さん

大阪大学外国語学部国際文化学科
開発・環境専攻（フランス語）４回生

京都大学総合人間学部
総合人間学科自然科学系３回生

大学で生態学を勉強していることも

利用して環境市民で来年の２月まで

あって、環境問題に関心があり、また、

インターンさせていただくことにな

NPO の活動に以前から興味があった

りました。主に
「就活に CSR プロジェ

ので、環境市民さんの門をたたきま

クト」と「広報」に関わっているので、

した！ 今は、ウェブサイトの更新

これからどんどんアイデア出しや提

やエコ投票のコーディネートなどを

案をして盛り上げていきたいと思い

担当しています。みなさんの一票を

ます！

お待ちしています！

読者の方からのご意見をご紹介します。

特集「まだ、原発が必要ですか？」は読みごたえがありました。ちょっと残念だった
のは、
「危険だ、必要ないと知った。それじゃ私たちはどうすればいいの？」と、も
う一歩突っ込んで提案してほしかったです。将来の日本にはとても大事なことです。
ぜひ引き続き記事にしていってほしいです。
（ストップ・ザ・もんじゅ事務局 井上 真美子さん）

すぐにどうこうできる提案までには至っていませんが、「こういう道はどうだ
ろうか？」と、声を挙げ、環境市民なりの視点でわかりやすくを発信し続ける
つもりです。これからもよろしくお願いします。
（みどりのニュースレター編集部 千葉 有紀子）

●ご意見・ご感想宛先●
メール・FAX・郵送でお送りください （MAIL）newsletter@kankyoshimin.org（FAX）075-211-3531
（郵送）
〒604-0932 京都市中京区寺町通二条下ル 呉波ビル3階NPO法人環境市民 みどりのニュースレター編集部 宛
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環境共育チームＳＫＩＰの環境プログラム﹁エコファイターショー﹂をモチーフとしています︒イラストかわみん

損保ジャパン CSO ラーニング制度を

●エコ投票ウェブサイト
http://kankyoshimin.u-me.jp/modules/xoopspoll/
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お

島村 吉男さん

か ず ひ ろ

今年
いる作業所でお手伝いを始めた伊藤の
そのさん︒
スレター編集部のボランティア活動に
参加し︑また
保全活動にも参加するなど多彩な分
環境市民の野にチャレンジしている︒
たのは﹁今までは組織にとっ
会員にな
らわれてきたが︑これからは市民とい
ていきたい﹂う立場から社会に関わっ
また︑企業にいと考えたためという︒
た頃は︑会社の技術を紹介する広報
ていたこともあり﹁少しっ
活動に携わ
でも自分の得意分野を環境市民活動
に生かすことができれば﹂という思い
たという︒っから編集部員にな
3

ー
ュか月後には環境市民ニ
月からは地元の里山

一
法で︑
蘇らせようとする﹁土の塾﹂の趣旨
伊藤
たようだ︒
っは合致するものであ
た
っさんは現在︑荒れて使われなくな
土地を利用して小さな畑を耕し︑放
置された竹林をたけのこ畑として再
てい
っ
クトに携わェ
ジ
たプロっ生するとい
る︒この﹁土の塾﹂では︑耕うん機︑
ーンソーなどの動力に頼らず︑畑ェ
チ
竹林なら﹁の
︑
なら﹁鎌﹂や﹁くわ﹂
こぎり﹂
を使用した
と﹁つるはし﹂
人力のみを頼りとするやり方で作業
﹁時間も労力もいるが行われている︒
〝個産個消〟へ作業で効率は悪いが︑
の取り組み﹂と語る︒つ
一
の

人ひとりの心身を生き生きと

分
かけ

﹁人の幸せにおいて︑いわゆる先端技
術というものは必要条件ではあるが︑
十分条件ではありえない︒
市民の力
というものが︑行政や企業との共同活
て︑対等もしくはリードして動におい
いけるようになればすばらしい﹂と振
り返る︒
また︑現代社会に顕在する
福祉問題︑環境問題に関しては﹁最
ことのように思いことがい近では︑早い
われがちではないか︒自動車︑新幹線︑
飛行機などで素早く地上を行き来し︑
それでも飽き足らず︑大量の情報だ
けを飛び交わすこともできるように
た︒この現代社会では効率よく時っ
な
てい間を使うことが全てのようになっ
る気がする︒
そこから生まれる自然
と人間の価値観のひずみが︑環境問
題を引き起こしているように思われて
ならない﹂と指摘する︒

技
術
屋
として生
きてきた

環境分野の問題を人間の本質に関
わるような課題と考える伊藤さんは︑
﹁大上段にかまえて取り組むことも
大切かもしれないが︑文明の利器に
頼りすぎず︑ゆっくりとした動きで
ノリのような活動生活するという軽い
〝時間をあく
﹁
もまた必要﹂と語る︒
せく使わない〟それこそが今どきの人
間の最高の贅沢ではないだろうか﹂と︑
そんな話をしている間も︑始終笑顔の
見える和やかムードの伊藤さんと長く
た︒
っ お付き合いしていきたいと思
︵文／ニュースレター編集部
カタンザリッティ
写真提供／伊藤

年
間︒

41

みどり
省二︶

作った野菜はやっぱり愛しいです。これをどう美味

赤木 一弘／阿部 裕也／窪井

しく食べようかな、と考えるだけでちょっとウキウ

千鶴子／島村 吉男／菅 磨里奈

キします。多くの方とこの喜びを共有していけると

／杦本 友里／寺嶋 明那

嬉しいなと思い、特集に取り組みました。

久保 友美）

（ニュースレター編集部

年程前に環境市民の会員になり︑

月の退職を期に︑知的障害者

か月前から︑里山保全のための

環境市民の会員の中にも多くいるで
人である伊藤さ
一
あろう︑自転車派の
んも約 ﹁お ていない︒っ
年間︑車を使
父さん︑もう車の運転は危ないんじゃ
言がきっかけという︒
一ない？﹂の娘の
現在借りている畑まで片道
ており﹁動力を使わ
て自転車で通っ
ない方法での里山保全なのだから︑そ
こまでも動力なしの方法で行きます﹂
コと笑う︒先日︑名古屋で開かれたエ
も︑のんびりと︑鈍行列へ
住宅見学会
車に揺られて往復したとのこと︒そん
なことを誇らしげというよりも︑実に
楽しげに語るところが伊藤さんの人生
ているようだ︒っ
観を物語

実は我が家でも家庭菜園をしています。自分で

目立たないところでも、お力を貸して
くださった方々に、感謝をこめて—。

1
3
2

（五十音順）

編集部

編集後記

ゆっく り とし た 時 間の 中で生 きる

クトを組んでいるェ
さまざまなプロジ
﹁京都土の塾﹂の活動にも参加して
いる伊藤さん︒
屋内での作業が多い
障害者達が︑自然の中でもできる仕
事はないかと模索しながら山の中を
歩いていた時に出会ったのがきっかけ︒
﹁地産地消﹂
という言葉をよく耳に
たが︑自分の食べ物はっ
するようにな
て自分で消費すべきという自分で作っ
﹁個産個消﹂の考えを持つ伊藤さん
と︑飽食といわれる時代にある日本に
おいて︑文明利器に頼ることのない方

8

有川 真理子 久保 友美 森山 明香
伊藤 省二
駒 ゆき香 安江 晃子
飯田 康道
島村 吉男
乾 孝史
角出 貴彦 デザイン
下司 智子
宇治野 未菜 田麦 誠
大槻 達郎
千葉 有紀子
小野 景子
内藤 一樹
風岡 宗人
東 広之
カタンザリッティみどり

（五十音順敬称略）

伊藤 省二さん
no.52

現在、環境市民の編集部員として活躍中。
来月には 5 人目の孫を迎える幸せ家族。企
業活動を終え、環境、福祉、市民活動をキー
ワードにこれからの人生を歩んでゆく。

8

50
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本誌「みどりのニュースレター」は会員を対象に PDF データでも配信しています。PDF で購読していただく
と、紙や印刷、郵送費用が削減でき、また環境負荷も下げることができます。また、みなさんのお手元で場
所をとらずにコンパクトにまとめることができ、必要な情報を検索したりすることもできます。
これを機に PDF 配信を希望される方は、以下の E メールまでご連絡ください、

申し込みアドレス：life@kankyoshimin.org
申し込みメールの件名：PDF 配信希望
①お名前
②連絡先電話番号
③配信先メールアドレス
……以上を記載の上、お申し込みください。

ラジオ番組

「環境市民のエコまちライフ」 京都三条ラジオカフェ（79.7MHz）

身近な話題から旬の話題まで環境の視点から情報発信 ●放送時間：毎週月曜午後１:00 から 1:30（再放送は火曜朝７:00 から）
インターネットでの試聴・ダウンロードはこちら→ URL: http://kankyoshiminradio.seesaa.net/

環境市民に
入会しよう！

環境市民は、多くのボランティアと会員の皆さんの参加によって支えられています。
「持続可能で豊かな社会づくり」のために、ぜひ会員になって環境市民の活動を応援してください !

会員特典

会費の振込み方法

□月刊会報誌「みどりのニュースレター」をお届けいたします。
□行事などの参加費を割引させていただきます。
□環境に関する様々な情報を得たり、また質問や相談ができます。

1）郵便振替振込用紙に、住所・氏名・電話番号・会員の種類・
送金内容事項をご記入の上、
「年会費 + 入会金」をご入金くだ
さい。
（※シニア・学生・助成・特別助成会員は入会金不要）

会費

2）ご入金を確認後、最新のニュースレターと会員バッジ、入会記
念としてポストカードをお届けします。

種別
個人会員
ペア会員
シニア・学生会員
ファミリー会員
助成会員
特別助成会員
終身会員
営利法人会員※
非営利法人会員※

年会費
入会金
4,000円
1,000円
6,000円
2,000円
3,000円
ー
8,000円
2,000円
10,000円
ー
50,000円
ー
一括 80,000 円
1口 50,000 円
50,000円
1口 10,000 円
2,000円

（発行）特定非営利活動法人

※ 年会費は一口以上

環境市民

寄付をする
住所・氏名・電話番号・寄付金額をご明記の上、下記の振込先
へお振り込みください。

会費・寄付のお振込み先
【郵便振替】 口座番号：01020-7-76578
加入者名：環境市民

（代表）杦本 育生 （発行人）堀 孝弘

押小路通

●環境市民 滋賀事務所

御池通

御幸町通

TEL&FAX：052-521-0095 IP 電話：050-3604-6182
E-mail：tokai@kankyoshimin.org URL：http://www.kankyoshimin.org /tokai/
〒 451-0062 名古屋市西区花の木 1-12-12 AOI ビル 4 階

麩屋町通

●環境市民 東海事務所

寺町通

E-mail：life@kankyoshimin.org URL：http://www.kankyoshimin.org
〒 604-0932 京都市中京区寺町通二条下ル呉波ビル 3 階（月から金午前 10:00 から午後 6:00）

京都市役所

本誌の無断複写・複製・転載を禁じます。「環境市民」登録商標 第4809505号

京都
ホテル
オークラ

地下鉄東西線「京都市役所前」

TEL：077-522-5837 E-mail：cefshiga@kankyoshimin.org
〒 520-0046 大津市長等 2 丁目 9-12 竺 文彦気付

この印刷物は風力発電による自然エネルギーを使用して
大豆油インキで印刷しました。印刷：（有）糺書房

河原町通

TEL：075-211-3521 IP 電話：050-3581-7492 FAX：075-211-3531

二条通
呉波ビル
3F

環境市民

