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理事長

高井

茂

暑くて苦しい夏も過ぎ、ようやく秋になりました。秋が来ないのではと思っていた時期もあり、ほっとし
ています。しかし、これまでの予想がなにやら当たらなくなっているような気がしてなりません。
さて、前半を終了しましたが、各活動部門の方々は精力的に活動されて、それなりの成果が上がっている
事と思っています。期初より課題であった「環境教育部門」も水藻部門長はじめ猪尾さん・谷さん・冨平
さん・中川さん・池島さん名倉さんなどの方々のご協力で動き始めています。環境関連イベントのほか、
「環境教育インストラクター養成講座」の開催を計画中で、本年度２月１１日〜１２日に実施いたしま
す。環境省の法律に基づいた事業です。大きな狂いは環境省からの研修事業がなくなったことです。
これからも色々有りますが会員各位の一層のご協力をお願
いいたします。エコアクション２１につきましては、当初
の予定で推移していますが、継続に関して些か問題が出て
います。また、ＥＡ２１事務局業務の見直しなどもあり、
事務局の責任も重くなり、見直しが必要になってきていま
す。どれ一つをとっても、会員皆様のご協力無しでは乗り
切れるものではありせん。今後ともよろしくお願いしま

面白やどの橋からも秋の不二

(子規)	
 

	
 	
 

す。それにしても今年の紅葉は美しいですね。

2011年2月11日〜12日
受講料：７,０００円
環境教育の良質な指導者を養成、普及する為のセミナーを開催します。
この養成セミナーは、規模の関係から費用負担が大きいためにこれまで関東地区に
限られてきましたが、要望に応えて関西圏でも開催する運びとなりました。2日間の
集合研修方式を受講した場合、終了証が授与され、環境大臣登録人材認定事業「環境
教育インストラクター」所定の書類審査(別途、認定審査料１５,０００円)を受ける資
格を得ることが出来ます。
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 エコアクション２１地域事務局大阪の活動報告	
 
エコアクション２１地域事務局大阪	
  北

濶明

平成22年10月末の全国のエコアクション21認証・登録の事業者
「地域事務局大阪の登録審査実績リスト」

件数は5605件に成っています。
その中で、地域事務局大阪の認証登録件数は418件と予想通
りの実績を上げることが出来ました。
すでに22年度10月末現在で登録審査実績件数は288件となり、
21年度実績の８０%と成っています。また、新規登録は現在昨年
度実績を上げることが出来ました。
実績をあげている主な要因は、21年度のイニシャティブ・プログ
ラム活動での事業者の参加取得になります。「自治体イニシャ
ティブ・プログラム」は大阪市、豊中市、大東市、堺市、吹田市、
枚方市、摂津市など７自治体で実施に成り。また、「関連企業グ

注）平成２２年１０月末現在	
「自治体イニシャティブ・プログラム2市１町合同説明会」

（富田林市、大阪狭山市、河南町）

リーン化・プログラム」は中核なる企業・団体で6関連企業がグ
リーン化・プログラムを実施いたしました。そして、イニシャティブ
参加の事業者は約139社と成り、それらの取組み結果が22年度
の実績に反映されています。
さらに、22年度のイニシャティブ・プログラム活動の実績は「自治
体イニシャティブ・プログラム」が８自治体で開催されています。ま
た「関連企業グリーン化・プログラム」も6関連企業で開催されて
おり、昨年度と同様の認証取得事業者を見込んでいます。
平成22年の地域事務局大阪の主な活動実績は、毎月の地域判定委員会の開催はもとより運営委員会の開催。
そして、地域事務局主催の力量向上研修会に該当する「地域事務局大阪・びわこエコアクション21審査人合同研
修会」の開催、「自動車修理・整備事業者向けフォローアップ研修会」の開催、「近畿６地域事務局共催のガイドラ
イン改訂説明会」の初回スタート開催、またＥＡ２１の査人養成研修、スキルアップ研修の開催、その他ＥＡ２１無料
相談の実施及び近畿圏内、主に大阪府下各地でＥＡ２１普及説明会を実施しています。
「自動車修理・整備事業者向けフォローアップ研修会」

「近畿６地域事務局共催のガイドライン改訂説明会」
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 環境カウンセラー全国連合会（ＥＣＵ）活動との連携強化	
 
ＯＥＣＡ理事

	
 大畑 明

ＥＣＵは環境省から依頼を受け環境大臣登録人材認定事業の一環として環境教育インストラクター養成
セミナーを主催しています。環境教育インストラクターになるためには論文試験を受けなければなりませ
んが、その前に一定のレベルの環境安全等にかかる力量が必要となります。このセミナーで基準点をとっ
た人のみが次のステップである書類審査（論文試験）に進めます。今回大阪環境カウンセラー協会（ＯＥ
ＣＡ）でも同養成セミナー行うことになりました。なお、ＥＣＵ教育部門では緑化エコリーダー養成セミ
ナー、環境教育インストラクターセミナーがありますが、ＯＥＣＡは今回環境教育インストラクターセミ
ナーのみを行います。
これまでのいきさつは次のとおりです。第１回ＥＣＵ常任理事会が今年８月１３日に開かれ、その際に
教育セミナー開催の呼びかけを行いました。それを受けて１１月１９日に開かれた第２回会議では神奈
川、埼玉、大阪が環境教育インストラクターセミナー開催に着手していることがわかり会議において活発
な意見交換がなされました。その結果、大阪は後援名義を近畿地方環境事務所にお願いすることになりま
した。
最後に、ＯＥＣＡの教育部門水藻さん、谷さんがＥＣＵ（東京）に出向きセミナーを実施するための基本
的事項等を教わってきました。対応いただいた鈴木理事長はじめ関係者の皆さんにこの場を借りて御礼を
申し上げます。これを機会に今後ＥＣＵとのつながりが強化されると思われます。現在ＥＣＵの役員とし
て高井理事長が副理事長、大畑が常務理事（環境教育委員）で参画しています。

	
 名古屋にて環境カウンセラー全国交流会開催、	
 
ＯＥＣＡも活動事例発表	
 
ＯＥＣＡ理事

ＥＣＵ常務理事 	
 大畑 明

今回、ＣＯＰ１０（第１０回締約国会議）が名古屋で開催されたことに伴い、地元の愛知環境カウンセ
ラー協会が環境カウンセラー全国連合会（ＥＣＵ）とともに立ち上がり今回の名古屋全国交流会（平成２
２年１０月２３日開催）となりました。全国から７０名が参加され、西本理事長（愛知カウンセラー協
会）の開会あいさつ、鈴木理事長（環境カウンセラー全国連合会）の基調講演のあと、活動事例発表に移
り最初に「大阪環境カウンセラー協会の活動内容報告」として大畑が２１年度の活動報告を発表させてい
ただきました。省エネ実験教室、温暖化防止学習会、大阪市環境経営推進協議会、自然観察会、環境普及
活動・イベント出展及びエコアクション２１普及活動など事例発表を話題を盛り込んで説明いたしまし
た。出席者の方に関心を引いたのは省エネ実験教室の手回し発電、２つの地球儀によるＣＯ２温暖化実
験、春の野草観察試食会等で会場からもぜひ参加してみたいとの声が上がるほどでした。温暖化を防止し
自然と触れることを次世代に生きる子供たちに伝えたいという意味の声援であり、拍手であったと思いま
した。その後、岡山環境カウンセラー協会の藤本会長さん、みやぎ環境カウンセラー協会の小野正之さん
が生物多様性普及に付いて発表され、最後に愛知環境カウンセラー協会の浅野智恵美さんがＣＯＰ１０に
向けたワーキンググループ活動について発表されました。主催者側のご苦労に敬意を表したいと思いま
す。ＥＣＵとしての初めての全国活動は成功裡に終わり今後も有意義な会合となることが期待できます。
以上
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 大阪市環境経営推進協議会受託業務	
 
塚本

勝

大阪市環境経営推進協議会は、大阪市環境局環境施策部様の指導のもと、大阪市内の510社の会員向けに
それぞれの事業所で実際のEMSに役に立つべく、セミナーの開催、視察研修会、各種セミナーなどの情報
提供、騒音計の貸出、従業員向けの環境講座の講師派遣などを行なっております。
最近の活動では、9月16日に視察研修として大阪市の広報船「夢咲」に乗船して大阪湾クルージングを
行い、海側からコンテナ埠頭、野鳥園、なにわの海の時空間、舞洲工場、スラッジセンターや埋立地を見
学し、ますます発展していく大阪港を目の当たりにする事が出来ました。
下船後は、ATCグリーンエコプラザ様と西日本三菱自動車販売㈱様の協力を得て、電気自動車i-MiEV
（アイ・ミーブ）の試乗会を行ないました。5台の試乗車が用意され、一人ひとりで試乗し、南港の野鳥
園辺りまで公道をドライブすることでその走行性能や安全性を体験いたしました。
また、セミナーとしては、10月21日に中央公会堂にて、早稲田大学理工学部の大聖教授と省エネセン
ターの笠井部長を東京からお招きし、「電気自動車の現状と将来を考える」と、「エコドライブ実践と効
果」のお話をお聞きしました。このセミナーでは一時は参加者数の不足が心配されOECAに動員を要請され
ましたが、皆さんのご協力のおかげで予定したレジメの数が足らないほどの参加をして頂き、大いにOECA
のパワーを感じさせて頂きました。ご参加いただいたメンバーに改めて御礼を申し上げます。

忘年会のお知らせ
日時：１２月１８日(土) ＰＭ６：００〜８：００
場所：ホテルシーガルてんぽーざん大阪 ３Ｆ 花の間
http://www.hotelseagull.co.jp/facilities̲information/access.html
会費：4,000円 (当日徴収させていただきます。)
幹事：水藻、浜木
参加申込締切：１２月１５日(水)
当日の参加申込みは、受付けられません。
必ず、事前申込みをお願いします。
なお、キャンセルは前日までにお願いします。
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 ＯＥＣＡ初の試み“川の中に虫がいるなんて！	
 
川環境の多様性を守ろう・・・”標本展示	
 
環境教育部門	
 	
 水藻	
 英子
１０月、名古屋で開催された「ＣＯＰ１０」メディアにも何度も取り上げられ、詳しく解説もされていま
したが、なぜか、身近に感じられない。
毎年、開催している自然観察授業「海辺の生き物を探そう」の参加者も年々、減少傾向に有ります。そこ
で、ＯＥＣＡがボランティア参加しているイベント会場において、自然分野の取り組みを紹介できないも
のかと検討してきた結果、財団法人	
 関西環境管理技術センター様にご協力を頂き、川の中の生き物標本
を展示してみることにしました。
第１回目のイベント会場は、日本万博記念機構主催の「エ
コフェスタin	
 Expo	
 Park」(11/６・７開催)でした。「生き
ている状態では、気持ち悪くて、手にする事ができないけ
ど、瓶詰めにされた幼虫なら手に取れるかも・・・」と恐
る恐る手にするヤングママを尻目に用意した虫眼鏡を取り
合いしながら、がっつり覗き込んでいる子ども達の視線
が、私たちスタッフを喜ばせてくれ
ました。

新年の合同祈願のお知らせ
来年も、今年同様、大阪天満宮に皆さんで初詣に出かけます。
初詣が終わったのち、簡単に昼食をとりながら、新年のお祝いを行います。
そのあと、希望される方には、繁昌亭で初笑いを堪能していただくスケジュールです。
日時：２０１１年１月５日 ＡＭ１０：００
集合場所：天満天神繁昌亭 チケット売り場前
スケジュール 10：30頃

合同祈願(事前予約できないので、集合した時点で申し込みします。)

12：00頃

付近で昼食をとります。(現在、調査中)会費は、2000円程度を考えています。

13：00頃

天満天神繁昌亭初笑い

(申込締切：１２月１０日水藻まで)

(当日2500円、前売りだと2000円、10人以上だと1800円になります。）

-5-

【	
 第32号	
 】

みんな仲良く

地球温暖化防止！

『	
 今は、誰もが携帯で簡単に	
 欲しい時に情景が写せてしまいます。
時には言葉でシャッターを押してみるのも素敵なものかと･･･』
紀行文を寄せていただきました

理事長 高井

茂

10月23日・24日にかけて富士山麓に広がる樹海と河口湖を中心に
吟行句会に行って来ました。
私の所属する俳句結社「七曜」の公式行事で、年一回開催されます。
ジパングで新幹線ひかりで三島で下りて、バスで河口湖まで途中色々よりながら行くのですが、これが言
葉では言い尽くせないほどの絶品でした。紅葉・黄葉・みどりの混合された将に錦秋に相応しいとしか言
いようがありません。時々運転手さんが徐行をしてくれました。写真は無いのと聞かれても、俳句の会に
は写真は撮らないことにしていますので、ありません。気がつけばもう富士の大樹海の中にどっぷりと
入っていました。先ずは忍野八海です。富士からの湧き水が滾々と湧き出て、湧き水の小さな池が集まっ
たところです。其れこそ信じ難い透明度と信じ難い無色、温度は冷たくなく温くなく富士の霊峰ならでは
の湧き水でした、何年経過して湧いてきたのか？その池の中の投げ銭が底で光っていて、池底に銀河が
入っている錯覚になりました。その後富岳風穴へ行き地下深く入ってきました。富士の熔岩が作った不思
議な洞窟で、風が絶え間なく通り、滴りが絶え間なく落ちてきました。
【	
 千年を経し滴りの我が頬に

	
 茂	
 】

それから、樹海の中を一時間ほど歩きました。富士の熔岩の上に出来た大樹林で、落葉樹の大群落です、
欅・コナラ・クヌギなどが（これ等を“ははそ”といいます）優勢種で黄色く黄葉し、日の光が当たり、
体の芯まで黄葉色に染まってしまいました。これ等の大木が、熔岩に掴みかかり、がっちりと鷲掴みにし
ていて走り根はすざましい形をしています。寿命が来て倒れた樹木の上に小さな次世代の幼木が親木の上
に一列に並んでいるのが見えます。将に倒木更新です。自然の命の継承を見ることが出来ました。囀りは
止まず、いったいどのくらいの鳥が居るのか、ゆっくり見たいと思いました。

【	
 	
 ははそ大樹富士の熔岩鷲掴み

	
 	
 茂	
 	
 】

翌日は雲が多く、富士は雲に隠れがちです。でも、時に
出る日光に樹海の黄葉が照り輝く景色は絶品です。

【	
 	
 神の旅霊峰雲に隠れをり

	
 	
 茂	
 	
 】

この錦秋は本当に別れ辛いものでした。バスで三島に出て
散歩して、三島まで富士の熔岩が流れ着いていることを知
りましたし、此処にも豊富な湧き水が懇々と湧いていまし
た。製紙業が成り立つのが分かります。
それにしても、自然の底知れぬ力と美しさを感じた吟行旅行でした。（ノーエ節の発祥地は三島でし
た・農兵節でした）最後に「大岡信（まこと・詩人）」の言葉を記します。「地表面の七割は水・人体の
七割は水、我々の最も深い感情も水が感じ水が考えているに違いない」（故郷の水へのメッセージより）
発行者：ＮＰＯ法人	
 大阪環境カウンセラー協会
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茂

ＨＰ:	
 http://www.osaka-eca.org/
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