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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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No.7

おいしいヨーグルトを自宅で

お腹の調子を整えたり、含まれるカルシウムが骨を強
くしたり、ヨーグルトは広く健 康 食 品として愛されている
食 品です。ヨーグルトの中の乳 酸 菌が、 整 腸 作 用をも

おいしいヨーグルトを自宅で

特集：みどりのニュースレター 200 号記念
ニュースレターが伝えてきたこと 03-07

たらしたり、 栄 養の吸 収をたすけたりしてくれます。 健
康のために毎日食 べているという方も多いかと思います
が、
スーパーなどで販売されている食べきりサイズのヨー
グルトでは経 済 的な面や、 容 器がごみになってしまうこ

行事案内

08

とれたて！ 環境市民

09-10

レジ袋有料化の動向に学ぶ／「環境首都をめざ
す自治体全国フォーラム in 安城」の開催／環境
市民の広報媒体をさらに PR ／

自分でできる和室のエコリフォーム

11

❺ふすまの補修と張り替え 最終回
～番外編・デザインバリエーション紹介～

地球のなかま
第 38 回

第 27 回

馬 乳 や 羊 乳なども使われているようですが、日本 では
牛 乳を使うのが 一 般 的です。この牛 乳にヨーグルト菌
を混 ぜ 入れ、 一 定 時 間 寝かすと発 酵してヨーグルトが
できあがるのです。
ヨーグルト菌はいくつか 種 類があります。日本で手に
入れやすいのはカスピ海ヨーグルト菌とケフィア菌です。

同じです。 我 が 家 ではカスピ海ヨーグルト菌は 8 年ほ
ど前から、ケフィア菌は 15 年ほど前から、ヨーグルトを
作り続けています。 定 期 的に牛 乳を入れ替えてヨーグ

13

環境首都を歩く 1

読者交流コーナー

ことです。ヨーグルトの原 材 料は牛 乳です。 海 外では

は多々ありますが、 牛 乳を入れてヨーグルトを作る点は

スナメリ

青き星 碧い風

そこで、お勧めなのが自宅でヨーグルトを作ってしまう

菌の形 状や、 できあがるヨーグルトの味など、 相 違 点
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上関原発関連特集 3

とが気にかかります。

ルトを作るのですが、 菌は生き物なので、 気 温や使う
牛 乳の種 類によってできあがりが全く違ってきます。 特
にケフィア菌は目に見えて大きくなったり小さくなったりす

みどりのかわらばん

14

るので、それだけで気 温や季 節の変 化に気 づか せて
くれます。
作る家 庭によっても味 が 変わっていきます。 我 が 家

1/ 環境市民

15

環境問題は、一人ひとりが自分が大切だと思うこ
とを、ゆっくりと進む。すり足でそろそろと。／
槌田 劭さん

のケフィア菌 は 母 の 手 から祖 母 の 手に渡ったのです
が、 祖 母の作るヨーグルトは自分の家のものとはまた一
味違ったものになっていました。
どちらのヨーグルト菌も人 から人 へとつながっていく
ものです。 私も、 友 人にあげた 経 験もありますし、 い

次号 みどりの
予告 ニュースレター

No.201

2010年2月号

現在
編集中！

特集：持続可能な社会へ NGO と自治体が動き出
す！「環境首都をめざす自治体全国フォーラム in
安城」その成果と課題（仮）
昨年 11 月に開催された「環境首都をめざす自治体全国
フォーラム in 安城」は、持続可能な社会実現のための、
NGO と自治体の共同行動への足がかりとなるものでし
た。このフォーラムの概要と成果、今後に向けた課題
などについてご紹介します。
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2010 年 1 月号

つか 実 家を出るときには菌をもらっていこうと思っていま
す。なんだか日本で言う糠 床のようですね。もし、あな
たのお近くにヨーグルト菌を持っている人 がいたならば
菌をわけてもらってみてはいかがでしょう。 時 間が経つ
ごとに、ヨーグルトがそれぞれのお宅の味になっていき
ますよ。
（文 / ニュースレター編 集 部

安 江 晃 子）

特集：みどりのニュースレター 200号記念
てきた
常に問題の根本を伝え
みどりのニュースレター

特集
みどりのニュースレター２００号記念

ニュースレターが伝えてきたこと
環境市民のニュースレターは1992年10月に1号が発行されました。
はじめは隔月でしたが1994年から毎月発行になりました。取り上げ
る内容は、グリーンコンシューマー、エコシティー、生物多様性、

化学物質、交通、エネルギー、水、遺伝子組み換え……と多岐にわたります。時代の波に流されることな
く、常に、根本的に考えるべき視点を伝えてきました。そのため、昔のニュースレターをみても、今なお
考えるべき重要な視点が伝えられていることに気づきます。そこで、今回は環境市民がニュースレターを
通して伝えてきたことをふりかえります。（この特集は千葉有紀子、有川真理子が担当しました）

■記念すべき第1号！

コラム

大豆インキでの印刷はいつから？

1993 年 7 月に発行した第 5 号から大豆イ

組織名ではなく、環境市民設立

ンキで印刷しました。当時は日本でほとんど使

準備会という名前でした。誌面
はワープロで作成。毎月2回ぐ
らいのペースで、食や環境教

ニュースレターが伝えてきたこと

この頃はまだ環境市民という

われていませんでしたが、今も印刷をお願いし
ている糺書房さんの試行錯誤の末、実現。印刷
媒体のエコ化に早くからチャレンジしました。

育、生物多様性やごみ問題な
どのセミナーが企画されてお
り、「こんな財団 ※をつくりたい」というコー

■グリーンコンシューマーを増やす

ナーからは設立のために集まった人たちの熱い想い

環境に配慮した買い物やライフスタイルを実践す

が伝わってきます。 ※この当時はNPO法がなかったた

ることによって社会を変えていく「グリーンコン

め、民法上の財団法人の設立をめざしていました。

シューマー」。その考え方や具体的なもの選び方に
ついて紹介してきました。また、地域に広げるため

コラム

フルカラー号があった！

フルカラーは後にも先にもこ
の第 2 号だけ。しかしカラーの
ページは表紙だけ。なぜ？ 「環
境市民ロゴが決まったから」と
いうのがその理由ですがなんだ
かとっても贅沢。

の方法や企業への働きかけなどの活動、ノウハウ紹
介も積極的に行ってきました。
エコロジカルな暮らし方については、第1号の
「環境問題Q&A」ですでにとりあげています。そ
の後も、「生活のライフスタイルを変えよう」とい
うコーナーで、歯磨き粉やシャンプーなど洗剤の選
び方から豊かさの考え方について紹介しています
（全43回。杦本育生執筆）。

ニュースレター200号
環境市民をいつも応援してくださっている皆さんからメッセージをいただきました。

記念メッセージ

不可能を可能に
環境市民が活動を始めたのは地球サミットのころで

いくという意味をもつからです。日本も政権交代のお

した。そうした市民活動を継続し、役割も大きくなっ

かげで、将来世代から評価される国へと転換できるか

てきています。また、そうした活動が育てた各地の新

も知れません。そのためには、本気で、温暖化を防止し、

たな活動も少なからずあるに違いありません。温暖化

自然環境を守り、経済や生活を元気付ける方策に知恵

問題と京都議定書、さらに 2013 年以降の気候の安定に

を絞らなければいけません。それは、日本に市民社会

向けた世界の挑戦は、NGO にも新たな役割を求めてい

が形成されるプロセスでもあると思っています。これ

ます。第 2 の産業革命ともいうべき今日の時代は、環

までは不可能に見えたことを可能にしていってほしい

境問題に取り組むということは社会の姿を新たにして

です。
（弁護士・気候ネットワーク代表 浅岡 美恵さん）
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1997年9月第52号では全国スーパー・生協環境対策

年7月（第14号）が最初です。「近自然計画としド

一斉調査の結果について報告。2004年には「グリー

イツ～総論編～」と題してドイツ、スイスの視察報

ンコンシューマーきほんの“き”」と題して、地域

告が紹介されました。その後も、ドイツ・ハイデ

にグリーンコンシューマー活動を根づかせるため

ルベルク市の取り組み紹介（1999年1月第68号）、

に、環境に配慮した製品がどの店で販売しているの

「ドイツの環境首都を往く」（2002年1月第104号）

かを紹介した「地域版グリーンコンシューマーガイ

などでエコシティーといわれるまちがどんなまちな

ド」作成のすすめやその調査方法を紹介しました。

のか、具体的に紹介してきました。
2001年には、日本の環境首都コンテストがスター

コラム

ト。同年11月号（No.102）の巻頭特集（FRONT

真夏のカーディガン

LINE）では同コンテストをはじめる経緯やめざす

今から 10 年以上も前になる 1997 年の 8

ものを紹介。2005年には、第3回環境首都コンテス

月 3 日。全国の 6 団体によびかけて行った「全

トの先進事例を紹介しています。最近では、毎年

国スーパー・生協環境対策一斉調査」。総参加

5、6月頃に、環境首都コンテストの結果紹介の特集

数 800 人、調査店舗 865 店舗。調査結果を

を組んでいます。

みると、真夏であるにもかかわらず、店内が冷
ニュースレターが伝えてきたこと

えているために長袖や上着を着ているレジ係は
一般スーパーが 114、大手スーパーが 31、生
協が 15。「長時間いるレジ係は厚着など何ら
かの防寒対策が回答の約半数」と報告されてい
ます。さて、今もう一度同じ調査をやったらど
んな結果になるでしょうか。（1997 年 9 月号
第 52 号

全国スーパー・生協環境対策一斉調

■自転車の走りやすいまちをつくろう
公共交通の重要性についても一貫して伝えてきま
した。1994年には、ドイツ・フライブルク市の視察
報告として公共交通が利用のしやすさや自転車の乗
りやすいまちなみの様子が伝えられています。2003
年には「自転車は未来の乗り物」と題して藤本芳一

査より）

さん（当時本会理事）が日本ではなぜ自転車推進政
策がすすまないのか、海外はどのようにして自転車
推進を図っているのかを

■エコシティーを日本につくる

紹介しました。2005年11

エコシティーとはどん

月号（No.150）では京都

なまちなのか、実現する

自転車マップの発行にあ

ためにはどうすればよい

わせて「これからは自転

のか、環境市民はそのた

車でいこう！」、2007年

めにどんな活動している

3月号（No.166）「自転

のかについて伝えてきま

車問題の根本を考える」

した。エコシティーにつ

と題して特集していま

いて掲載されたのは1994

す。

市民の力に期待
ニュースレター200号、おめでとうございます。
仕事として企業市民活動を担当するずっと前、環境問

に新しいです。

題に心を痛め、技術者として仕事をしながら多くの人

いよいよ待ったなしの地球環境。これから各セク

に事実を知ってもらいたくて全国で講演活動を実践し

ターが力を合わせて本格的な取り組みを展開して行く

ていました。そのころに出版された「グリーンコン

必要があります。ますます市民の力に期待がかかって

シューマーガイド」を拝見して以来ずっと注目をして

います。どうぞ、これからもよろしくお願いいたしま

参りました。

す！

経済発展と環境保護はともすれば対立の構図となり
勝ちですが、たえずニュートラルかつ効果的な活動
をされている環境市民さんの姿勢に賛同し啓発DVD
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「未来の選択」を一緒に作らせていただいたのは記憶
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（パナソニック株式会社コーポレートコミュニケーショ
ン本部社会文化グループ 国内推進室 松吉 徹也さん）

■エコロジカルな住まい

■経済のグリーン化からCSR、企業との
パートナーシップまで

きか。環境市民では、建築素材のあり方からエネル

グリーンな企業のあり方については、1993年1月

ギー問題、まちづくりの視点を含めて伝えてきまし

号（第2号）で、『タオの自然学』などの著書で知

た。1998年には「住まいとアレルギー」と題して住

られるフリチョフ・カプラ氏を招いて「真に求めら

宅に使われる化学物質と健康問題について紹介。

れるエコロジカルマネジメント」と題して行われ

2004年には「住まいのエコリフォーム」と題して壁

た講演内容が紹介されています。第24号（1995年5

紙の張り替えや珪藻土の塗り方について紹介してい

月号）では叡山電鉄との協働事業「エコモーショ

ます（全4回）。2008年には「住まいのエコQ&A」

ン号」の紹介を通して、「企業との協働事業によ

と題して、環境に配慮しながら結露やシロアリをど

り、事業内や経営方針のグリーン化をすすめてい

う解決するか紹介しました。2009年9月には「これ

く」と、日本ではまだ珍しかった企業とのパート

からの住まいのあり方について考える」を特集しま

ナーシップについてふれています。ニュースレター

した。

のリニューアル後の2005年からは定期的にCSRに

特集
みどりのニュースレター２００号記念

持続可能な社会を考える上で住まいがどうあるべ

ついて特集で取り上げて
ニュースレターが伝えてきたこと

■容器包装リサイクル問題

きました。2009年11月号
（No.198）では就職活動

ペットボトルや缶、ワンウェイびんなどの容器

の企業選びの際にもCSR

包装類の削減については初期の頃から活動してい

の視点を取り入れること

ます。第18号（1994年11月）からは「誰でもわか

を提案するセミナーに合

る『あき缶リサイクル』の問題点」を連載（49号

わせて特集を組み、当日

まで30回）。事務局長の堀孝弘が容器包装リサイ

配布しました。

クルの問題点を分かりやすく紹介。2006年9月号
（No.160）、10月号（No.161）では「容器包装リサ
イクル法改

■生き物

定を徹底解

1998年7月第62号からスタートした「生き物歳時

説」と題し

記」以来、さまざまな生き物の生態、不思議さ、面

て同法の問

白さを伝えてきました。取り上げた生き物は、タン

題点や課題

チョウ、ニゴロブナ、ナナフシ、サンゴ、ムササ

を紹介しま

ビ、ホオズキ、キヌガサタケ……他多数。今は「地

した。

球のなかま」と題して、生き物を取り巻く環境の変

誰でもわかる『あき缶リサイクル』の
問題点」挿絵 堀 孝弘。なんだかユー
モラス

化や私たちの暮らしとのつながりを伝えています。
レイチェル・カーソンの思想「『センス・オブ・ワ

エコライフの見直しに役立てています
毎月確実に届く環境市民のニュースレター。届くの

シーな手作りのお食事をよく差し入れてくれたのも、

が当然のように受け取りますが、実際何度か作成する

ありがたい思い出です。事務局を離れ、煩雑な仕事に

現場を事務局で目の当たりにしたことを思い出すと、

追われる今は、ともすればエコの意識がおざなりにな

200号ってスゴイ！です。ニュースレター編集部の千

ることがあり、ニュースレターの到着は自分を定期的

葉さんや藤本さん（当時）とか、その時確実にお会い

に見直すよいきっかけです。これからも、よろしく！

できる人達の会話を傍で聞けることがとても楽しみで

（高知県運輸政策課

藤岡 美栄さん）

した。毎月の発送作業は、結構大変でお腹も空くし、
辛抱の足りない私がちょっと厳しい気配を漂わせる
頃、親切な河合（旧姓：十文字）さん（当時ボラン

※2002年に環境市民で1年間、自治体職員としてインターン
を経験。

ティアで手伝ってくれていた方）が美味しくてヘル
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ンダー』を育てる」エッセイをめざし、身近なとこ
ろから、ちょっと遠いところまで、題材を探してい

コラム

特集
みどりのニュースレター２００号記念

ます。

税制のグリーン化

「地球温暖化と税制改革

お金の流れをグ

リーンにする」。1997 年 9 月号第 52 号です
コラム

でに税制のグリーン化について主張をしていま

大幅リニューアル

す。「環境にやさしくない現在の税制を改めな

2005 年 7 月、みどりのニュースレターは
大きくリニューアルをしました。約半年間にわ
たって、月 2、3 回のミーティングを行い、問
題点の洗い出しや解決策を考えました。その結
果、サイズは B5 から A4
サイズに拡大！

ければ、日本経済の健全性も環境の質も共に
失ってしまうでしょう」（抜粋）とまるで今を
予言したかのような一文も。環境税については
2006 年 12 月号（No.163）でも特集してい
ます。

環境市

民の考えや活動をしっか
り伝える毎月 5、6 ペー
ジ の 特 集 が 実 現。 編 集
ニュースレターが伝えてきたこと

部が自ら取材をして書く
ページが増えました。

■環境市民をつくる人を紹介
環境市民という団体名には、「持続可能な社会づ
くり（環境問題）に主体的にかかわる人（=市民）
が集う場所でありたい」という想いがこめられてい
ます。そこでニュースレターでは、環境市民にたず
さわる会員がどんな思いで、どんな活動をしている
のか伝えてきました。1994年1月（第20号）に「私

■温暖化防止のための戦略を

と環境市民」と題して、環境市民への想いを書い

1996 年ごろからは、97 年に開かれた気候変動枠組

ていただいたのが最初。その後、1998年7月（第62

条約第 3 回締約国会議（COP3）に向けて、気候変

号）から「こんな人

動問題の解説や解決策を考える上での視点などにつ

で、編集部がインタビューするスタイルになりまし

いて情報発信をしてきました。その後も京都議定書

た。大幅リニューアルを行った2005年7月号では今

の発効 1 年目となる 2006 年 2 月号（No.153）では、

の「1/環境市民」というタイトルになり、「（ここ

京都議定書の達成のために必要な社会システム、経

で紹介する）一人ひとりが環境市民をつくっていく

済システムの変革の必要性について、2008 年 2 月号

んだ」という想いをこめました。書き方も質問と答

（No.177）では「日本の温暖化防止政策はこれでいい

えをまとめて書くやり方になり、書き手としては

のか」と題し、京都議定書目標達成計画の評価・見

ちょっと難しくなったのですが、読みごたえは出る

直しに関する最終報告（案）の検討を掲載しました。

ようになったはず！です。

あんな人」というタイトル

ニュースレター編集部では、常に「何を、どう伝えるか」話し合い、試行錯誤しながら、また文章の
書き方や編集の仕方などのスキルアップをはかりながらつくってきました。これからも、読み手のみな
さんの暮らしや活動、仕事にエコなヒントを提供し続けていきますので応援よろしくお願いします。

「林業と住まい」に関心を
地球環境問題を考える時、「吉野杉」の産地、奈
良・吉野にいる私の関心は、どうしても林業に向きま
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を建てる」時など、関心を持つ機会は多くはありませ
ん。

す。が、林業とその最終財である「住まい」の問題は

しかし、不況や失業が渦巻く今日、住まいを失う人

世間一般の関心から後ろに追いやられているように感

が増え、国土面積の3分の2を占める森林も荒廃にさら

じます。たとえば、農業も林業と同様に、グローバル

されています。気づかないうちに問題が忍び寄ってく

化した経済の中で自給率が低下し、危機的な状況にあ

るのです。極めてスローなサイクルを持つこの問題を

りますが、農業は毎日の生活で「食」として実感でき

「みどりのニュースレター」でもっと取り上げていた

るのに対し、「林業と住まい」は、生活の中では「家

だきたい。（新聞記者
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神野 武美さん）

編集部員の声

紙面のデザインレイアウトを担当して 4 年。毎号もりだ
くさんの情報を、ときにシリアスにときに楽しいデザイン
で、お伝えできればと思います。（下司 智子）

環境問題は、喉に刺さった魚の小骨のように、ずっと気に
なってました。気になりつつも、行動に移せないまま時が
過ぎていたのですが、思い切って先月より環境市民に参加
する事にしました。何もわからないヘナチョコですが一歩
を踏み出します！（阿比留 優子）

私にとって環境問題に対して何ができるかを考えること
は、夕食の献立を考えたり、夢を描くことと同じ。未来の
幸せを想うことだから。過去や裏側で何が起きていたのか
を知り、今、自分の目と環境市民を通して、未来へと伝え
ていきたいです。（駒 ゆき香）

何をどう伝えるべきか――アツい想いを持ち、キャラク
ター豊かな編集部は、時代に必要な視点を着実に捉え、伝
えてきたように思います。これからもエネルギッシュな仲
間とともに、伝えることで持続可能な社会をつくるチャレ
ンジを続けていきます！（有川 真理子）

インターンとして 7 月から参加し、それが終わった後も
環境市民の活動に関心がありそのまま残っています。小学
生の頃から作文が苦手で今も文章がうまく書けませんが、
行事案内のコーナーをお手伝いしています。（島村 吉男）

歴史あるニュースレター編集部の末席に加えていただき感
激しています。100 年に 1 度の不景気のなか「環境と経
済の両立」がキーワードと言われていますが、ニュースレ
ターは「質（読み応え）と迅速性（〆切り）の両立」が永
遠の課題です。（伊藤 省二）

環境について考え、行動したいと思い参加したニュースレ
ター編集部では、多くのことを学んでいます。文章力も知
識力もまだまだですが、多くの方に環境について知っても
らうため頑張っていきたいです。（宇治野 未菜）

ニュースレターが伝えてきたこと

編集部では多くの事を学ばせていただき、また情熱を持っ
た多くの素敵な人と出会わせていただいています。そのこ
とは自分自身、大きな刺激となっています。今後も編集部
を通じて少しでも社会を変えることにたずさわっていけれ
ばと思います。（角出 貴彦）

編集部暦約 7 年。その間マスメディアで働くようになり、
小さなメディアの必要性をますます感じています。ポップ
に、けれども重厚に。今後も、読んで楽しく役に立つ記事
を提供していきたいです。（飯田 康道）
私が惚れたトピックスに対してとことん探究していきたい
と思います。また、取材してただ紙面で伝えるだけで良い
のかという自問があり、その答えの一つは自らが主体的に
行動することと感じています。（乾 孝史）

特集
みどりのニュースレター２００号記念

楽しんでやっている人の周りには自然と人が集まってきま
す。ニュースレター編集部も楽しみながらも真剣に環境に
ついて考えている人が勢揃い。その雰囲気を誌面を通して
伝えていけるといいな、と思っています。（久保 友美）

企業の環境対策を知りたい、伝えたいという思いから参加
したニュースレター編集部。今年は企業に限らず行政や市
民、NGO それぞれに取材して何かマルチパートナーシッ
プに関する特集が組めないものか思索中です。（田麦 誠）
巷に溢れる「エコっぽい」こと。本当に環境のためによい
のかいつも疑問を感じます。結局個人では何もできないと
思っていましたが、活動を通していろいろなことを知り、
個人にも確実にできることがあると今は思っています。
（内藤 一樹）

ニュースレターを通じて、環境を大切に思う人の輪が広が
ることを願っています。「知ることが行動への第一歩」を
モットーに、環境活動を実践する人の熱い思いを皆さんに
伝えていきたいと思っています。（大槻 達郎）
子育てを通じて、家族で自然に親しみながら環境の大切さ
を感じています。常に感謝の心を忘れず、心豊かな子育て
を心がけながら、豊かな自然を次世代にも残していきたい
と思っています。（小野 景子）
編集部に入ってはや 8 年。これからも編集部員が、楽し
くやりがいを持って、活動の幅、関心を拡げながら紙面を
つくっていくことが、活動の継続性や記事の質を高めてい
くポイントになると思っています。（風岡 宗人）
環境市民の編集部ボランティアを通して、一般メディアだ
けでは得ることの難しい情報をたくさん教えていただきま
した。今年はエネルギーを内へ向け、自己改善に集中して
いきたく思います。（カタンザリッティみどり）

ライターになりたいと思い、編集部の門を叩きました。情
報を単に伝えるだけではなく、読んだ人が考え、行動しよ
うと思えるような記事を書くこと、それがわたしの目標で
す。（林 映里）
持続可能な社会の実現はとても難しい。それは、理想的な
社会のイメージを具体的に想像できないから。「あり得る
べき世界」について考える材料を提示し、その世界の一端
を垣間見せるもの、それがニュースレターです。（東 広之）
ニュースレターに関わるようになってようやく半年が経ち
ました。初めて原稿を担当したときの不安も喜びも、今で
もよく覚えています。まだまだ未熟者ですが、今後もわず
かにでも力になれたらいいなと思います。（森山 明香）
私の環境市民との関わりは全てニュースレター編集部が入
口です。そこからセミナーやイベントに参加し、たくさん
の人に出逢い、たくさん勉強をさせてもらいました。そう
して得たものをニュースレターでお伝えできればと、いつ
も文章を書いています。（安江 晃子）

熱」を持って

一人ひとりが記事に「意志」と「情

36号（1996年4月）で入会し、41号から編集にかかわっています。最初はただ記事を集めることが多かった編
集部でしたが、だんだんと自分達で書こうという姿勢に変わっていきました。大きく変わったのは、2000年1月
から。書いた記事は記名されることになりました。ある意味で、責任が問われることになりますが、意識がはっき
りしてきたのではないかと思います。私自身は、生き物に関する記事を書くことが多いのですが、これからもこの
路線で精進していくつもりです。編集部員のみんなやいろいろな方にお世話になりながら、今月もニュースレター
が出来上がろうとしています。こうやって楽しく毎月創っていければと思います。（千葉 有紀子）
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行事案内

月

京 環境市民

京 2009 年度近畿ブロック

「環境NGO・NPO地域ワークショップ」
～持続可能な社会をつくる！ 環境教育 新たな
ステージへ～実践、行動につなぐ～

環境活動に取り組む人にとって共通の課題である環境
教育について議論・学習し、参加者の交流を通して環境

東 環境市民東海

滋 環境市民滋賀

代表」コンセプトフォーエックス代表『半農半 X という
生き方』著者）
＊参加費：無料

＊申込み：必要。お名前・電話番号・

E-mail・所属団体名（活動団体、大学など）と簡単な活
働動概要（200 字程度）を添えてお申し込みください。
＊共催：NPO 法人 ESD-J ／ NPO 法人環境市民

教育の新たなステージを模索、実践に向けた糸口を探り
ます。国内で先進的に環境教育に取り組まれるキーパー
ソンをお迎えし、活動内容を紹介いただきます。それら
を踏まえ、持続可能な社会をつくるための効果的な環境
教育の課題や戦略について具体的に考え、共有するとと
もに、参加者同士のネットワーク化を図ります。

東 「日本の環境首都コンテスト」
中部地域交流会

「環境首都コンテスト全国ネットワーク」
（主幹事団体：
環境市民）では 2001 年度から過去 8 回「持続可能な地
域社会をつくる日本の環境首都コンテスト」を実施して

＊とき：2010 年 1 月 23 日（土）午前 10:00 から

きました。本コンテストで得られた情報の共有化と、今

午後 5:00

1 月 24 日（日）午前 9:20 から午後 1:00

後の自治体における効果的な施策検討、自治体とのより

＊ところ：京都私学会館（京都市下京区室町通高辻上ル

深いパートナーシップを築いていくことを目的として地

山王町 561）

域交流会を開催します。発表会では、特別表彰事例と先

■講師

進事例を予定。電気自動車など特別展示もされます。

・気仙沼市中井小学校 教頭 及川 幸彦氏
・財団法人 公害地域再生センター 事務局長 藤江 徹氏

＊とき：2010 年 1 月 25 日（月）午前 11:00 から午

■コーディネーター

後 5:00（午前 10:30 より受付）／終了後午後 6:00

・環境共育事務所カラーズ 代表 西村 仁志 氏

より懇親会（参加費 4,300 円）予定

・環境市民 代表理事

市役所 4 階会議室 1（静岡県掛川市長谷 1 丁目）

＊参加費：無料

杦本 育生

＊申込み：環境市民まで、下記の情報

＊ところ：掛川

■事例発表（予定）

を添えて申込みしてください。お名前、ご住所〒、電話、

・新城市「ビジョンと戦略のある総合計画環境首都創造

FAX、E-mail、所属団体・勤務先（あれば）、志望動機（簡

も基本戦略に」・磐田市「カイゼン提案 毎年 8000 件以

潔に） ＊定員：30 人

＊企画・運営：環境市民＊主催：

上」・安城市 「持続可能な地域社会をめざす ESD 人材

独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金＊後援：

養成」・千曲市「棚田のある風土と文化を学ぶ八幡小学

きんき環境館、滋賀県立近江富士花緑公園・NPO 法人「持

校」
・飯田市「地域住民の利用を促す公共交通改善事業」
・

続可能な開発のための教育の 10 年」推進会議（ESD-J）

掛川市 「ごみ減量大作戦を市内全地域で開催するロー
ラー学習会で成功に導く」・多治見市「政策形成ヒアリン

京 「ESD ×生物多様性」プロジェクト
近畿地域ワークショップ

地域の魅力と地域の人が持つ力を引き出し、関わる全

水筒持参運動」
＊参加費：無料＊申込み：必要

＊締切：1 月 21 日（木）

＊備考：昼食の必要な方は事前に申込み必要（800 円）

ての人が持つ力や専門性（学術的な知識や専門性に限ら

＊共催：環境首都コンテスト全国ネットワーク／掛川市

ず、畑を耕す、たき火を焚く、山菜を採る、鳥の声を聞

＊運営団体：NPO 法人環境市民／ NPO 法人中部リサ

き分ける、鎌を研ぐなど、生きる能力）を、コミュニティ

イクル運動市民の会

で活かす機会の創出が持続可能な地域づくりにつながっ
ています。生物多様性を視野にいれた持続可能な地域づ
くりに取り組む人々がつどい、「ESD ×生物多様性」に
必要な視点や実際にフィールドで活動するメンバーと参

8

グ（総合計画ヒアリング）」・岡崎市「役所全体で取り組む

東 新春ポットラックパーティ
薪ストーブの火を見ながら 2010 年の情報交換と

加者で取り組みのヒントを探ります。

COP10 に向けての話し合います。

＊とき：2010 年 1 月 15 日（金）午後 7:00 から

＊とき：2010 年 1 月 12 日（火）午後 6:30 から 9:00

＊ところ：さいりん館室町二条（京都市上京区室町二条上がる）

＊ところ：グリーンフェロー 5F ラウベ（名古屋市北区

■メンバー：西村 仁志氏（環境共育事務所カラーズ代

清水 5 丁目 10-8） ＊参加費：2,000 円

表）・井上 和彦氏（NPO 法人とよなか市民環境会議ア

東海事務所へ E メールまたは FAX でお申込みください。

ジェンダ 21 副理事長）・塩見 直紀氏（「半農半 X 研究所

＊締切：1 月 10 日（日）
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＊申込み：

京 ……環境市民 東 ……環境市民東海【申し込み・問い合わせ先は P16 をご覧下さい】

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

知る・考える・次の行動へ
～レジ袋有料化の動向に学ぶ～
近年、全国的に「レジ袋有料化」が広がっており、

換をすることでお互いに考えを深める機会となりまし

県単位で取り決めて実施している県も10以上になりま

た。参加者から流通企業に、「レジ袋の削減枚数をど

す。一方、そのような話し合いすらできていない地域

のように数えているのか」という質問が投げかけら

もあります。その差は何なのか？

れ、「レジを通過する際にレジ袋を断った人数をカウ

レジ袋有料化をす

ると、お客さんは減ってしまうのか？

このセミナー

ントできるしくみが導入されている。古い方法をとる

は、先駆的に環境CSR活動に取り組んでいる流通企業

店舗ではスタンプカードの数字から出しているが、新

の報告を受け、まずは「知る」というきっかけを持っ

しい方法に切り替える動きが進んでいる」という担当

てもらうこと、そして、そこから「考える」こと、さ

者からの応答がありました。参加者の身近な疑問や不

らには「行動する」ことに繋げてもらうことを目的に

安を真摯に受け止め、丁寧に答えていく担当者の姿勢

開催されました。

が大変印象的でした。最後に、イズミヤからは「レジ

当日は、55人の参加者が来場し、環境市民からの趣

袋有料化の必要性を認識してもらうことが大切だ。意

旨説明や、各企業、自治体からの発表に、熱心に耳を

識は地域によって全然違う。滋賀県ではレジ袋を多く

傾けました。参加者は、市民、自治体職員、流通企業

渡すとお客様から怒られる」、京都市は、「市民がど

関係者などさまざまで、流通企業や自治体の環境責任

のように動くかが鍵となる。市民の環境意識は高いと

への社会の関心の高まりがうかがえました。最初の趣

思うが、レジ袋有

旨説明では、なぜ「レジ袋削減、有料化」が進められ

料化は、ごみその

ているのかを、「たかがレジ袋、されどレジ袋」とい

ものを減らす発生

う切り口で解説され、よく国内年間総使用量が約305

抑制につなげる試

億枚（LLサイズ・2002 年）と紹介されるが、通常使

金石。行政もこれ

うMサイズに換算すれば500 億枚以上になることや、

を端緒として次へ

それだけのレジ袋に消費される原油総計が年間5.58億

つなげたい」と意

リットルになることが紹介され、「レジ袋削減」を

気込みを語りました。

企業の発表を熱心に聞く参加者

きっかけとして、企業や行政、市民団体の協力・協働

このような「レジ袋の有料化から見る環境責任」と

の輪を創ることの重要性を明確にしました。それに続

いう、私たちの生活に密着した分野に特化して世の中

いて、4企業と2自治体が各々の取り組みについて発表

の動向を知ることができる機会はとても貴重だと思い

しました。発表者は、イオン、イズミヤ、マイカル、

ます。さらに、企業や自治体の担当者とかなり近い距

京都生活協同組合、京都市、滋賀県で、レジ袋有料化

離で意見交換ができるチャンスもなかなかないので、

をはじめとする環境保全活動などについて話が繰り

このような大変有意義な時間を参加者全員で共有でき

広げられ、担当

たことで、さらに価値のあるものになったと感じまし

者の方々の熱意

た。参加者の一人から、「企業の熱意は圧巻だった」

のこもった発表

という言葉をもらい、このセミナーで参加者や企業・

に、参加者はメ

自治体担当者に、多かれ少なかれ何らかの影響を与え

モを取りながら

ることができたのなら大成功だと言えるのではないで

真剣なまなざし

しょうか。これからは、企業と、自治体や行政、市

で聞き入ってい

民団体が連携し、足並みを揃えて環境への取り組み

ました。

を行っていくことが大切です。今後、どのように課題

企業の発表を熱心に聞く参加者

また、セミナー後半では、企業、自治体の担当者と

をクリアし、目標を達成していくのか期待するととも

参加者全員が質疑応答や意見交流をする時間が設けら

に、私たちも、知ること・考えること・行動に移すこ

れました。参加者からは積極的に手が挙がり、「これ

とを常に意識して活動したいと思いました。

からの私たちの課題」について企業や自治体と意見交

（文／インターン

寺嶋 明那）
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NGO・自治体共同の動きが加速！

「環境首都をめざす自治体全国フォーラム in 安城」の開催
11 月 24 ～ 25 日、 担のあり方など具体的な検討を行う検討会へ自治体の
愛知県安城市で「環境

参加を求め、同意されました。

首都をめざす自治体全

■再生可能エネルギーの飛躍的拡大をめざし
各主体へ具体的行動を求める

国フォーラム in 安城」
を 開 催 し ま し た。23
自治体、12 人の首長・
副市長と、環境首都コ
ンテスト全国ネットワークのメンバー、自治体職員を
含め約 80 人が参加し、持続可能な地域社会を築く上

愛知県新城市からは「地域の主体性を大切にした、
再生可能エネルギーの飛躍的拡大を」という提案が出
されました。ここでは NGO が積極的に取り組むことを
前提に、政府、自治体、エネルギー事業者、再生可能

エネルギー事業者などへ次の七つの行動を求めました。
での経済、雇用、産業、人材育成などのための政策や、 ①地域の特性に合わせた目標設定と政策パッケージづ
地域からの自然エネルギー普及・自立、持続可能なま くり②環境政策の統合を実現する組織づくりと人づく
ちづくりとしての交通政策のあり方などについて活発
な議論がされました。

り③情報の開示、収集と活用による様々な主体が参加
できる仕組みと場作り④自治体間、地域における連携

■人材の戦略的流動化の仕組みをつくる

の促進⑤自治体、NPO も参画して総合的な政策パッ

長野県飯田市とネットワークの連名で「人材の戦略

ケージを⑥市民の主体的な参画、地域事業者の参画を

的流動化へ向けての行動の呼びかけ～ 2008 年、飯田

⑦地域と共生するための基準策定及び紛争処理制度の

での提案を踏まえて～」という提案が出されました。 設置
この提案では、低炭素社会そして持続可能な社会構築
これらを政府や専門家の委員会、全国・地域のマス
に向けて、① NGO、大学、企業、自治体などの主体

メディア、電力会社そして自治体へ広く発信すること

が人材育成を通してそれぞれの特性を活かした力を高

が同意されました。

めていくことが必要である、②施策の統合、地域内外

すでにいくつかの自治体からは正式な参加の意思表

の多様な主体による協働が不可欠である、③施策統合、 示を受けています。今後提案実現に向けて早急に行動
協働とも専門能力を持った人材が必要だが、各組織内 に移していきます。皆さんも NGO と自治体共同によ
だけでの育成には多大な時間と労力が必要になるとい

る持続可能な社会実現に向けての動きにご注目くださ

うことを確認したうえで、「地域公共人材流動化のた

い！（本フォーラムは、本紙 2 月号で特集します）

めの準備会（仮称）」を設置し、人材の身分保障、負

（文／ニュースレター編集部

風岡 宗人）

ついに誕生 PR ツール！

環境市民の広報媒体をさらに PR
持続可能な社会を実現する

から情報発信されるまでの作業をすることにより、各

ため、「市民の発信で社会を

媒体の特徴と合わせて環境問題の現状や課題、そして

変えよう」をミッションに、3

環境市民の活動内容を知ることができました。

つの媒体（ニュースレター、ウェブサイト、ラジオ）

その上で、「広報媒体の広報」として、Ａ4サイズ

を通じて環境情報を発信しています。環境市民を知っ

の表裏1枚に3つの媒体の特徴と魅力をまとめました。

ている人は、各媒体それぞれの特徴を知っているた

また何だろうと手に取ってもらえるように、キャッチ

め、好みの媒体で情報が入手できます。

コピーも「ふみだそう！はじめの一歩

しかし、環境市民を知らない不特定多数の人たち
が、環境市民に出会うには、環境に関心のある人が

折りたためばＡ4サイズの1/4のサイズと小さく持ち

ウェブサイトで探しているうちに、たまたま見つけた

運びも楽です。ぜひとも、この広報ＰＲパンフレット

とか、ラジオ放送のダイアルを回しているうちにたま

を、友人や知り合いの方に渡してもらったり、講演

たま聴いたとかなど、多くの偶然が重ならないと知る

会、セミナーで配ったり、あるいは、多くの人の集ま

ことができません。

る行政機関の窓口、ボランティアセンター、図書館な

そこで今回、私を含め、立命館大学からのインター

どに置いてもらって、環境に関心のある人もない人も

ン生の3人が、「広報媒体の広報」づくりに取り組み

環境市民により多くの人たちが関心を持って集まって

ました。それぞれの媒体のチームに3人が分かれて参

くれるように活用してもらえればと思っています。

加して、他のボランティアの皆さんと一緒に企画段階

10

環活」とし、

折り方も工夫をしました。
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（文／ニュースレター編集部

島村 吉男）

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

5

最終回

〜番外編・デザインバリエーション紹介〜 ]

前

号まで、ふすまの補修と張り替えの手順をお伝えしてきましたがいかがでしたでしょうか。家
の補修も自分でできることをやることによって、愛着が湧き長く使い続けられますし、実際に

手を動かしての作業も楽しいものです。
今回はさらに応用で、意匠（デザイン）をこらしたものをいくつか紹介します。参考にしていただ
き、みなさん各自で思い思いの楽しいふすまを考えてみてください。

桂離宮

ランダムボーダー貼り

適 当 な 幅 に 切 っ た 3 色 の 和 紙 を 11 月
号掲載の③の工程まで終えた上に自由に
貼っていきます。あまり深く考えずに並
べても、仕上がるとそれなりの見栄えに
なるところがおもしろいです。和紙の種
類は美濃紙です。

たいへん有名な桂離宮の市松に貼られたふすまです。
白色と紺色でオーソドックスですが、それがかえって
洗練されて見えます。一般の住宅や店舗でも色違いの
パターンなどよく見かけます。手順はランダムボー
ダー貼りと同じです。

オリジナルデザイン
ふすま

横ボーダー
手の触れる位置は汚れやすくなるため、引き
手が付く位置に帯状に色違いの和紙を重ね貼
りしたものです。かなり昔からある意匠で、
最初からプリントされたふすま紙もあります。
TV「サザエさん」の磯野家のふすまも同様で
す、注意して観てみてください。

げっとうし

ふすまに使った和紙は月桃紙です。沖縄
に自生している月桃から作ったといわれ
ています。場所が玄関だったので華やか
さと飽きのこないデザインということで
二色使いで月をイメージしました。

●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

★エコリフォーム、相談随時募集

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。

自然住宅プロジェクトでは、住まいに関
する相談やご自宅でのワークショップを
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。
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人がよく訪れる観光都市ではなく、環境

まちを紹介する。と言っても日本

回は自然から少し離れてドイツの

を覚えてくれていて「同じ席ですね」と

がいる。彼は以前に一度私が訪れたこと

ネクタイの似合う年配の男性ウェイター

に過ぎゆく時間を楽しむ。この店には蝶

適に走ることができる。住宅地の道路は、

には自転車専用レーンがあり、安全で快

もっとも便利にしたのは自転車。幹線道

を楽しめるまち、を創ることになった。

食品も必要最小限の包装で売られている。

る。どの店も果物、野菜は無包装、加工

セージ、肉、タマゴ、パンと色々出てい

食料品専門の露店も、野菜、ハム・ソー

今
首都になったまちである。ドイツでは

野菜などが並ぶ箱も段ボール製ではなく

の付いているものもある。乳母車を止め

を押す夫婦。双子用のものや小さな日傘

くつも、街並みに合ったデザインをほど

はない。数台が止められる駐輪施設がい

には大きな駐輪場があるが、それだけで

押すことになっている。商店街の入り口

自転車を安全に留めておくスペースが確
市役所と教会の間の広場を中心に週二

保されている。
回、朝市が開かれている。数十のお店が
並んでいる。日常の食料品を売る店が多
いが、雑貨や花を売る店もある。野菜は
町の郊外で採られたばかりのものが多い。
まさに地産地消である。オーガニックの

第二十七回

エッカーンフェルデ市には、市が管理

する土地において、使い捨て容器包装は

禁止するという条例がある。この広場も

それにあたる。でも何の不自由もなく、

しかもごみが出ない買い物を誰もが楽し

環境首都となったいくつかのまちに共

んでいる。

通に感じたことは、まちが人でにぎやか、

無理なくエコな生活ができそう、そして

一度住んでみたい、であった。

環境首都を歩く 1

来ている人々も買

い物カゴや布袋を

持っている。籐製

の買い物カゴも朝

市で売られている。

日本では当たり前

の発泡スチロール

のトレーやレジ袋

は使われていない。

文 ／ 環境市民代表理事 杦本 育生

青 き 星 碧い風
連載

何度も使える通い箱である。買い物に

クルマと自転車がともに安全に走れるよ
㎞
に制限されている。

うにと最高時速が

て街角で談笑している人たちも良く見か

ているだけでなく、その自転車も降りて

ける。時計屋の前には車イスに乗った人

留所の配置、そしてダイヤの設定がされ

バスも住民の需要に合ったコースと停

こされて設置されている。

人が家族とコーヒーを飲んでいる。誰も

店
街
が
陥
っ
て
い
る
「シャッター街」な
んて皮肉な言葉はこ
の通りには全く当て
はまらない。人でに
ぎわう、人が主人公
のまちである。

全く段差がない。車内に車イス、乳母車、

ているので便利だ。超低床で車内通路も

楽しめる通りになっている。歩いて
数分、どの店も閉まっていない。人口
万 3000

このようなまちになったのは、
ど前に当時の市長が、まちの将来像とし
て「住むに値するまち」を掲げたことに
よる。その具体化として、まちで生活や
仕事をするためにクルマに乗らなくても

本
の
多
く
の
町
の
商

がショッピング、お茶や食事、散策を

んでいる。オープンカフェにも車イスの

が二人、ウインドウショッピングを楽し

この商店街でよく出会うのが、乳母車

ほほ笑んでくれた。このような人と人と

つのまちから、今回はエッカー

1990年代にNGOの「ドイツ環境支

30

中心街ではクルマの乗り入れは禁止され

というしかない。日

10

の温かい関係が、このまちには自然とあ

人でこのにぎわいは凄い

年
ほ

30

ふれている。

位に

1

援」が主催して環境首都コンテストが行

つの環境首都があ

7

われた。日本でドイツの環境首都と言え
ばフライブルク市がとても有名である。
ただドイツには他に
る。各年の環境首都コンテストで
なったまちに贈られた称号が「自然・環
境保護の連邦首都」通称「環境首都」で
ある。
その
ンフェルデ市を歩いてみよう。
エッカーンフェルデ市はドイツの北部、
デンマークからドイツ鉄道で数十分とい
う位置にある。まちの中心部は、東には
バルト海に面し、西にはヴィンデバイ
アー潟に挟まれている。
ドイツ鉄道の駅から少しだけ離れたと
ころにまちの中心街がある。メインスト
リートのキール通りとそれに繋がるいく
つかの細い道は、朝から夜までにぎやか
である。道の真ん中は石畳、両端はレン
ガで敷かれているが、凹凸はあまりなく
バリアフリーになっている。アーケード
はなく電線も地下に埋設されているので、
街中にいても空が広く見える。
あちらこちらにオープンカフェがあり、
どこも結構にぎわっている。市役所前に
あるカフェの、クッションがきいた椅子

2
便利なまち、そしてだれもが安全に生活
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に座り、教会、街路樹、レンガ造りの建
物や行き交う人々を眺めながら、穏やか

8

この連載の奇数回では、世界や日本の豊かな自然を描き、偶数回では日本社会や NGO への提案を載せていく予定です。

そこにしかいない訳ではないのなら、
一つくらいの生息地はなくなってもいい。
そういう考え方もあるのでしょうか。
ずっと、代々そこに住んできたのなら、
これからもそこに住んでいて欲しい、そう思うのです。

第 38 回 上関原発関連特集その 3
スナメリ —— 人の側にいる小さなクジラ
ある海洋生物学者が、特製スナメリスーツ

があり、その部分に子どもを乗せて、背負う

とっても住みにくい海であることは間違いあ

タフライに似たスナメリ泳ぎで三河湾を泳い

すべすべしています。そのスーツを着て、バ
今も残る哺乳類はスナメリだけになってしま

ワウソなどの哺乳類も生息していましたが、

もともと瀬戸内海にはクジラやアシカ、カ

らには冷却水を取り込む際に、きわめて有毒

の卵が死んでしまうことが考えられます。さ

出により海の温度が上がり、餌になる魚や貝

切な生息地が失われ、冷却水の取り込みと排

でいると、時には横に本物のスナメリが寄っ

な次亜塩素酸ソーダを添加することまで計画

今進められている上関原発の計画では、大

絶滅したとされているヨウスコウカワイルカ

汚染されていることです。つい最近揚子江で

する場が減っていることと、海が化学物質で

で泣くのはスナメリだけではなく、今を生

に向かって多くの国が進んでいます。それ

される。今、原発推進という間違った方向

ん。そのうえに、常に事故の危険にもさら

も反対運動を続けています。

も、中国の工業化にともなう水質の悪化と生

きる私たち、そして未来の子どもたち。そ

一度失ってしまった命は

息地の破壊で数を減らしていったのです。そ

れでもこの方向は変えられないのでしょう

向井

協力

信之著（ＰＨＰ研究所）一九九五年

参考文献

願ってやみません。

れに人間に近いところで生息するために、漁

ています。その多くの原因は開発などで生息

長島周辺の海で繁殖が確認されるだけになっ

いました。そのスナメリもだんだん数を減ら

●瀬戸内海のスナメリ

りません。

『イルカは１０００万年も人間をまっていた』宮崎

ように泳ぐ姿を見ることができます。

チャー・プロ編集室編（河出書房新社）一九九八年

か。まずは、この上関原発の即刻の中止を
早くから汚染の進んだ瀬戸内海の中で、奇

「スナメリはそこにしかいないわけではな

網や船との接触も関係します。
跡的に豊富な自然が残っている長島にも多く
のスナメリが生息しています。今、その長島
は、上関原発の予定地となり着々と着工が進
められています。スナメリは水深五〇メート
ルより浅いところを好みます。特に子育ての
時期にはこのような場所が必要です。餌とな
る魚介類が豊富な瀬戸内海の遠浅の海は大切
な子育ての場所なのです。
。そういう意見もいのだから、いいだろう」
あるかもしれません。でも、スナメリも住め
なくなってしまった海は、もちろん人間に

宏（京都大学フィールド科学教育研究セン

ター教授・海の生き物を守る会代表）

度と戻りませ

2

次回は「アキアカネ」です。
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●小さなクジラ

というのを作っていました。全身ねずみ色で、

『クジラのなぞイルカの秘密』宮崎信之監修、ネイ

てきて一緒に泳ぐと言って笑って話してくれ
ました。今から、

ルくらいです。
に言うと、その中のネズミイルカ科というと
ころに属しています。スナメリは暖海性で、
沿岸の浅い海に生息します。太平洋側では北

有明海などの大きな内湾にのみ生き残ってい
ます。環境の悪化により、段々その数は減少
し、広島県竹原沖では天然記念物に指定され
ています。

クジラの仲間の多くは群れをつくって生活

●群れをつくらないクジラ

していますが、スナメリは単独か、
の小さな群れです。それは、母親と離乳前の
子どもか、繁殖期に雄と雌が一緒にいるかと
いう小さな群れです。だいたい
親子は一緒にいて、お乳をもらっています。
スナメリには背びれがなく、背の中央に突起

年くらい、

されています。海の汚染と環境の悪化は免れ

3

しています。昔の瀬戸内海には、どこでもス

～ 年前のことでしょう
6

ません。対岸で漁を生業としている方々は今

スナメリはクジラの仲間の一種です。正確

5

ナメリを見ることができましたが、いまでは

か。それくらい、スナメリというのは、親し
みやすい生き物です。また大きさも人間と近

は仙台湾までの内湾部に分布していましたが、

六五メート
・四メートルから一・く、体長は一

東京湾では絶滅、伊勢湾・三河湾・瀬戸内海・

～ 頭
2

1

千葉 有紀子
文／ ニュースレター編集部

読者×読者、
読者×環境市民をつなぐ
G r e e n

M e d i a

グリーンメディア

編集部が注目する環境情報メディアをご紹介します。

http://www.reusebin-kyoto.com/
「リユースびんマップきょうと」は京都市ごみ減量
推進会議が運営するリユースびん回収拠点のインター
ネット検索サイトです。市民みんなの環境意識の高ま
るなか、「私も環境にやさしい何かをしたい。とりあ
えずは、缶ビールをやめてビンビールで一杯！」と思

インフォ＠エコ

われているお父さんも少なくないでしょう。ところが、
ディスカウントショップばやりのいま、リユースに対
応してくれる酒屋さん探しに苦労します。こんなとき、
このマップを使えば直ちに近くのお店に誘導してくれ
ます。楽しいブログもついています。
京都市ごみ減量推進会議は、市民・事業者・行政の
三者のつながりと創意工夫によりさまざまな地域密着
型のごみの減量活動を展開しています。本サイトはご
み減量の基本の一つ“Reuse”を軽い気持ちで実行さ
せてくれます。ぜひアクセスしてみてください。

環境に関するオススメの本、映画、音楽などを
ご紹介します。

食品不信社会

—なぜ企業はリスクコミュニケーションに
失敗するのか

今村 知明編著

中央法規出版社発行

本書は、頻発する食品事故や事件に対して消費者や企業・行
政、そしてマスコミはどのように対処しなければならないか
を説いた解説書です。中国製冷凍ギョーザ事件のパニックは、
集中豪雨のように繰り返される報道に消費者が過剰に反応し
てしまう「ゴースト効果」によって発生しました。社会が複
雑に絡み合う今日、いったん作りだされた不安は、当事者だけで制御することは
難しく、社会全体で対応しなければならないと結んでいます。
最近、食品だけでなく医療や環境分野でもリスクコミュニケーションが注目さ
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︒

れています。リスクコミュニケーションとは「安全と安心を混同するな。利益と
リスクを科学的・合理的に判断し、行動しなければならない」という考えに基づ
いた啓蒙活動。しかし、我われ庶民にとって、高度化、専門化した科学技術を理
解することは容易でなく、ついつい、テレビの CM に惑わされてしまいます。こ
んなときだからこそ、情報発信に携わる人たちには、本物とニセモノを的確に見
分ける眼力を養ってもらいたいものです。
（文／ニュースレター編集部

伊藤 省二）

読者の方からのご意見をご紹介します。

（No.173 2007 年 10 月号）
毎号全部目を通しています。堀孝弘さんの原発問題のレポ
は特に秀逸でした。琵琶湖をみずがめと誤称するように、マスコミと CM が世論を
誤誘導することが気がかりです。似て非なるエコが特に問題です。エコ減税はトヨ
タの救済策ではないか？ 核廃棄物を地層処分しようという NUMO（英語では Waste
が入っているのに、日本語にはない）の情緒的な CM に渡哲也を起用するなんてもっ
ての外。渡氏に直接取材して真意を確かめたらいかがでしょうか？
（ペンネーム：流石 さざれ）

●ご意見・ご感想宛先●

新入会 ／寄付＊（9 月 12 日から 11 月 19 日まで）
〈新入会〉菅 磨里奈／寺嶋 明那
〈寄 付〉岩井 政直／奥津 登代子／木村 智／速水 孝子／平田 勇夫
ブックセンター名豊
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イラスト：かわみん

（五十音順敬称略）

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

たかし

生きることの根幹の問題として、日本の農業と

■

世紀は食と農の世紀

未来を捨てる

世紀は食と
21

有紀子）

いるかも」とひそかに思った。はやくも 300 号はい

谷川 毅／徳本 英明／東 広之

つか数えて。いやそれはないかな……。でもその前

下司 智子

に 20 周年がやってきます。あぁ……。

15

2010 年 1 月号

みどりのニュースレター No.200

デザイン

稲岡 美奈子／窪井 千鶴子／

■人は矛盾を背負って生きている
「環境問題でもなんでも人に伝えるの
はとても大変です」
と、槌田さんは言
。 人ひとりのものさしが違うから」一
「
う。
ても、生
「なんだかんだと言っそして、
まれてきたこの時代と文明の中で生きざ
。るを得ない矛盾を常に抱えているから」
「それにしても、現代文明が肥大しす
ぎて、地球の限界に直面しているのです
。から大変です」
「環 のでしょうか。い
い
どうすればでは、
人ひとりが自
一境問題に限りませんが、
分の暮らしを反省し、正す努力からで
くりと進むこと
っ
す。
決して急がず、ゆ
ても
っ
あせ
です。
すり足でそろそろと。
人ひと
一
。そして「のですよ」仕方がない
りが自分の生き方を小さくすることで
。す。容易ではありませんが」
「生きるために糧を頂いて、私たちが
生き延びている。それを意識することが
の
へ
のち
るい食べ大切なのだと思います。
感謝と共にいただく食はとてもおいしく、
また、活動
のです。
いまた、健康にもい
することは自分が信じたことを無理無
。つ」く少しづ
「文明社会に生まれてしまったのです
から、ときには、その恩恵にも甘んじて
ことしまいます。でも、それは仕方ない
つ課題としと居直るのでもなく、恥じつ
それに甘んじている他人をのです。たい
のです」と。 非難することもしたくない
最後に「こんな話でお役に立てました
環
て下さいました。 か？」と優しく聞い
境情報が氾濫し、迷うことも多い今日こ
筋の光をいただいたようでした。 一
の頃、
ースレター編集部 ュ（文・写真／ニ

千葉

千葉 有紀子）

（ニュースレター編集部

21

つ、食と農
ご自身は、少食に努めつ
「
に関心を寄せている。
農の世
紀になる」
と言い続
けてきた。
「使い捨て時代を考える会」 １９７３年に
を設立し、１９７５年には共同購入事
業を開始し、食卓から暮らしを変えた。
事務局の屋上の菜園で家庭菜園の勉強
会「星降る畑クラブ」
という活動もし
「縁故米運動」という、現在は、
ている。
つながりを生産者と消経済だけではない
費者とで考えていく試みをひろげようと
「便利さにしている。
ーガンは昔から変わロ 使い捨て」というス
らず使い続けている。
「今、自然エネルギーの話がよくでて
きますが、もともと太陽の光を生受け
て植物が育ち、その植物のお陰でそのい
のちを頂いて、私たちが生きているので
ての生きものがす。
太陽のお陰で、すべ
。その意味で「有機農共に生きている」
業こそが、最も安定したエネルギー産業
。です」
「僕も挫折を重ねています。それでも、
人
いのです。いまた起きてはじめればい
。生は試行錯誤の連続ですよ」

号のときにはいないだろう」と言っていた。「私は

（五十音順）

編集部

編集後記

環 境 問 題 は ︑一人 ひ と り が 自 分 が 大 切 だ と
思 うことを ︑ゆっく り と 進 む ︒
す り 足でそろそろと ︒

年
後、日本が飢えていないという

年後の世界
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林 映里
東 広之
森山 明香
安江 晃子

100 号を創ったときに、ほとんどのメンバーが「200

目立たないところでも、お力を貸して
くださった方々に、感謝をこめて̶。

「環たからです。っ
と思めにしてしまう」
１９９８年
月
号に続き、今回、創
たかし
境問題で温暖化の原因といわれる化石
立時からの会員である、槌田
劭さんに再
燃料の大量消費もこれだけ工業技術が
ています。っ
びお話をうかが
大量廃棄だからこそ、大量生産、
発展し、
■基本的な環境は
﹁自分のお腹﹂にあり
です。
科学技術の発展は決して人類を
。 幸せにはしません」

て、なんだとおも
番身近な環境っ
「一
て、と逆に質問されてしまっ
いますか？」
うろたえてしまいました。答えは「自分
。お腹は多くの腸内細菌の生活のお腹」
てはポータブル っの場であり、私たちにと
番身近にな外部環境だというのです。一
あり、食べないと生きていくことはでき
ないのに、今、私たちは「食」に関心
を払わなさすぎるのです。槌田さんの食
に対する考え方の基本は「飢えた体験」
「今から考えると幸にあると言います。
せな体験をしたのです。
戦中、戦後に
少年期を飢えて過ごしたことです。食の
大切さが身にしみています。生活の基本
である食、その食をつくりだしている農
村、そして農業。
そんな大切なものを、
日本はないがしろにして、ひたすら経済
つの発展ばかりを考えてきました。その
。 けが今きているのです」
■

「
っ ですよ。私はあぶないとおも 保証はない
っ
。
もともと工学部の教員だ
ています」
た槌田さん、学生を社会見学に連れて
「科 た工場で現実を直視したことが、っ
行
かけになきっ学を捨てて農へ傾斜する」
「工業技術の発展が人間をだりました。

食の問題について考えて続けている。

阿比留優子 風岡 宗人
有川 真理子 久保 友美
伊藤 省二
駒 ゆき香
飯田 康道
島村 吉男
乾 孝史
角出 貴彦
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
カタンザリッティみどり

（五十音順敬称略）

30

30

槌田 劭さん
no.55

NPO 法人使い捨て時代を考える会を、1973

年設立。環境問題の基本は生きることであり、

1

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

◎次回発送日は……

発送作業をしています。今月 1 月 28 日（木）の話題は「美

2月24日（水）午前11:00から午後7:00頃まで

味しいチョコの真実」。甘くて疲れを癒してくれるチョコ

2月25日（木）午後2:00から7:00頃まで

レート。でもその背景にはちょっと知っておきたい問題
がありました。美味しい上に、社会もハッピーにできる
すが

チョコ選びも紹介します。

ま

り

な

菅 磨里奈さん
（大阪府）12月9日入会

＊とき：1月27日（水）午前11:00から午後7:00頃ま
で、1月28日（木）午後2:00から7:00頃まで
＊ところ：環境市民京都事務局
＊備考：講演ではありませんので、作業しながら話を聞
いたり話たりする状況になることをご了承ください。 ↗

ラジオ番組

損保ジャパンのインタ−ン生として環境市
民の活動に参加しています。企業との協働に
関心があります。活動を通して協働について
勉強し、今後にいかしていきたいと考えてい
ます。

「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。

111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

222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

