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＜事務局長から＞ 師走を迎えました。今年はどんな年だったのか、年末には世間で恒例になっている「今年

の〇大ニュース」に真似て、フォーラムの 5 大ニュースを挙げてみました。順不同ですが、①エコフェスタ 2017 

②環境情報合同交流会リニューアル ③新規の里湖づくり事業 ④明日都 LED 化調査（今後の展開への期待も

込めて）⑤全国ネット事業で環境重視の暮らしの工夫（住宅編事例集作成中）といったところでしょうか。来年

への更なる進化を期待したいと思います。 

■トピックス                                                    

○「里山の樹木を調べて、自分で書いた名札を付けよう」を開催しました 

10 月 7 日、春日山公園にて生物多様性保全事業「里山の

樹木を調べて、自分で書いた名札を付けよう」を開催し、子

ども 4 名を含む 12 名が参加されました。 

春日山公園にある木々の名前から参加者さんがそれぞれ

選んだ名前を焼き板に書き、裏には自分の名前と日付を入

れました。読みやすいように書くのはなかなか大変だった

ようです。自分で書いた名札を持って、雨上がりの公園の散

策路沿いを、どんな樹木があるかを調べながら歩き、解説を

聞いて名札を付けて行きました。参加の皆さんは自然が残る里山を楽しみ、学びました。 

○自然家族事業南部版「里の日②」を開催しました 

10 月 21 日、大将軍 2 丁目の畑で自然家族事業南部版「里

の日②」を開催しました。 

10 家族 34 人が参加され、5 月 14 日の「里の日①」で自

分たちが植えつけたサツマイモを収穫されました。午前中

は曇りの予報だったのですが開始直前から雨が降りだして

しまいました。開会あいさつを省略し、来られた方から芋ほ

りを開始、合羽を着ての作業となりました。しかし、夏の間

のスタッフによる世話の甲斐もあって、たくさんの収穫が

ありました。希望者には芋づるも持ち帰っていただきました。収穫の後は、大きなタープの下で、スタッフが準

備した焼き芋とカレーライスを試食しました。今年は天候不順。5 月同様、雨にたたられた「里の日」でしたが、

芋の出来は良く、参加された皆さんは大いに満足して解散されました。 

○地球温暖化防止事業「生ごみを有効に活用しよう！」を開催しました 

11 月 3 日、明日都浜大津ふれあいプラザで地球温暖化防

止事業「生ごみを有効に活用しよう！」を開催し、20 名が

参加されました。 

開会あいさつの後、福井県からお招きした、JAS 認定農家

で菜園アドバイザーの樋口正夫氏に「有機農法、不耕起栽

培」を講演していただきました。安全な有機野菜づくりを始

められた経緯や微生物が有機物を分解することで耕さなく

てもふかふかのとても良い土を作ってくれるとの興味深い

お話でした。次いで生ごみ堆肥化資材（EM ぼかし）づくり

の実演と生ごみリサイクルプロジェクトの活動を紹介しました。EM ぼかしは、EM＝有用微生物ともみ殻、糠、

塩、糖分、水をよく混ぜ合わせ、約 2 か月寝かせて作ります。これに生ごみを入れて堆肥にします。 

食品ロスの有効利用に加え、健康づくりや環境保全に有用な今回の農法は是非産業の中に広めてほしいもの

です。参加者の多くは家庭菜園のために来られたようで、生産農家の方の来場が少なかったのが残念です。 
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○自然家族事業南部版「山の日」を開催しました 

11 月 11 日、比叡平青い鳥の谷にて比叡平里山クラブの

協力を得て自然家族事業南部版「山の日」を開催しました。 

申し込み 18 家族から抽選で選ばれた 8 家族 25 名が参加

されました。ネイチャーゲームや火おこし、薪割り、椎茸の

菌打ちなど、10 時から 15 時までの長く盛りだくさんの内

容でしたが、焼きそばやおにぎりの昼食もあり、皆さん最後

まで元気に里山の自然を楽しみました。にぎやかなので、い

つもは近寄ってくる鳥たちが少なかったようです。 

○「2017 おおつ健康フェスティバル」に出展しました 
10 月 15 日、明日都浜大津各階にて「2017 おおつ健康フ

ェスティバル」が開催され、大津市センターは、2 階のエス

カレータ前に「健康によく、環境にやさしく、暮らす！」ブ

ースを出展しました。 

茶殻入りホットケーキの試食や旬の食材・地産地消の効

用啓発展示、照明 LED 化による省エネ実演、家庭省エネ簡

易診断を行いました。他のブースから少し離れた場所にあ

りましたが大勢の方が訪れてくださいました。 

■プロジェクト等からの活動報告・お知らせ                                    

≪ビオトーププロジェクト≫ 

11 月 19 日、春日山ビオトープ

で池へ降りる階段を 3 時間かけ

て作りました。頑丈な階段がで

きました。池にホテイアオイが

20 株ほど浮遊しているのに気づ

き除去しました。誰かが持ち込んだものと思われます。 

■これからのフォーラム活動                                    

＊大津市センター；大津市地球温暖化防止活動推進センター（明日都浜大津 4F） 

プロジェクト等の名称 日 時 場 所 ・ 内 容 

プロジェクト・学習研究グループ   

菜の花 12 月 13 日(水) 16：45 雄琴菜の花畑他∥菜の花の生育調査と懇親 

ビオトープ 12 月 17 日(日) 9：00 北大路どろんことーぷ∥池と畦の補修作業 

里山保全 12 月 18 日(月) 10：00 春日山公園∥定例会 

エネルギー 
12 月 5 日(火) 10：00 大津市センター∥定例会議 

1 月 9 日(火) 10：00 大津市センター∥定例会議 

子どもが遊べる川づくり 12 月 11 日(月) 16：00 大津市センター∥会議 

委員会・実行チーム・事業部   

地球温暖化防止事業実行チーム 

12 月 9 日(土) 10：00 ピアザ淡海∥「三方よしエコフェア」出展 

12 月 10 日(日) 13：00 木戸市民センター∥家庭ごみ利活用シンポジウム 

12 月 13 日(水) 10：00 南郷市民センター∥うちエコ診断 

12 月 17 日(日) 13：30 ふれあいプラザ∥「再生可能エネルギー講座」 

温暖化防止対策事例集作成チーム 12 月 8 日(金) 10：00 大津市センター∥作業会 

エコライフデー運営支援チーム 12 月 12 日(火) 13：00 大津市センター∥冬版チェックシート仕分け 

里湖づくり事業実行チーム 12 月 15 日(金) 9：30 琵琶湖環境科学研究センター∥湖底耕耘 

事業部 KES 普及推進グル－プ 12 月 27 日(水) 13：30 ふれあいプラザ∥普及推進グループ定例会魏 

★再生可能エネルギーセミナー参加者募集 

地球温暖化防止事業｢大津でもっと再生可能エネ 
ルギーを増やそう！｣を開催します。入場無料 
日時：12 月 17 日（日）13:30～16:00 
会場：明日都浜大津ふれあいプラザ 5F 大会議室 
①｢住宅用太陽光発電はエネルギー自給自足時代へ｣ 

シャープエネルギーソリューション(株) 立川博一氏 
②｢持ち運びもできる､身近で安価な太陽光パネルの活用｣ 

㈱山久 森田基仁氏 
③話題提供「照明 LED 化など家庭の身近な省エネ対策」 

申込先：☎077-526-7545 または✉info@otsu.ondanka.net 


