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エコボラ通信

エコボランティアをつなぐ情報マガジン

令和3年12月29日(水) ～ 令和4年1月3日(月)

なにわECOスクエアでは、以下の日程で休館いたします。

2021.12.21

12月号

なにわECOスクエア

年末年始休館のおしらせ

・京エコロジーセンター施設見学
・環境ボランティア｢エコメイト｣との交流会
・まとめ

集合

研修
内容

京阪電車｢藤森駅｣ 西改札前
13:45までにお越しください

（全エコボラ対象！）15 名定員

申込
方法

① 電 話 ⇒ 06-6121-6407
② FAX ⇒ 06-6264-8181
③ メール⇒ ecobora@naniwa-ecostyle.net

②③で申し込みの方は「エコボラ研修参加申込」と必ず記載
してください。

④なにわエコスタイルの申込フォーム

(一財)環境事業協会
普及啓発課 宛

【1月の予定】
★1月8日(土)  維持管理作業 ・ エコボラ会議
★1月15日(土)鳥の日 ★1月22日(土)虫の日
★1月29日(土)草木の日

京エコロジーセンター
イメージキャラクター

ちきゅまる

〒612-0031京都市伏見区深草池ノ内町13
※駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

1月22日(土)14:00～16:30

申込フォームは
こちら

2022年

他の地域での活動を学び、
皆さんのスキルアップにつなげましょう！

★3月5日(土)、エコメイトをエコスクに
招いて見学と交流会を予定！皆さんの
活動を知ってもらいましょう！

エコメイトさん

が館内を案内

※交通費は、一律2,000円を支給します。

1月16日

締切



★11/23 ふろしき講座
（西淀川図書館）

★11/21 藍講座④（最終回）

★12/4 維持管理作業 ★12/5 堆肥講座④（最終回）

両日ともお天気に恵まれ、多くの方
にご参加いただきました。

自然体験観察園の田んぼや水路に
いる水生生物をさがしました。

「紅葉と木の実」をテーマに観察を行い、
そのあとクリスマスリースを作りました。

エコバッグだけでなく、災害時やおしゃ
れアイテムとしてのふろしきの使い方も
指導いただきました。

タデアイの穂刈りと藍の歴史、エネルギー
や生物多様性についてのお話を聞き、最
後に作品発表会をしました。

綿をつむいで糸を作る体験と、自然体
験観察園にある野草を使い手作りのは
がきを作りました。

各回30名程度の参加者があり、レンコン
掘りの体験と蓮田の生き物の紹介をしま
した。

連続講座のまとめのお話をクイズ形式
で復習しました。参加者が作った堆肥で
育てたじゃがいもの収穫もしました。

13名のエコボラさんにお集まりいただき、
野草広場の草刈り、毎木調査、竹柵の
補修などを行いました。

レンコンを掘るの
がこんなに大変だ
とは知らなかった。

(参加者の声)
貴重な体験
だった。

(参加者の声)
楽しかった！
綿を育てて
みたい。

糸つむぎが
難しかった。

(参加者の声)
ベランダで藍を
育ててみます。

ＳＤＧｓに
ついてもっと
知ろうと思いま
した。

(参加者の声)
ふろしきを
もっと
活用したい！

バッグの中に
ふろしきを１
枚入れておき
ます。

(参加者の声)
家庭菜園で堆
肥を活かした
い！

とても楽し
かったです。

(エコボラ感想)
センダングサは先
月より少なくて楽
だった。

肌寒くなってきたけ
ど、いろいろな植物
が芽生えていた。

11/13 ,  12/11  鳥の日 11/27    草木の日11/20    虫の日

エコボラ活動記録

★11/23  , 12/ 5       レンコン掘り講座

雨の中ありがとう
ございました。

★11/11 , 11/19
レンコン掘り準備

★11/20 綿講座④（最終回）

２



3

・なにわエコ会議※１主催の環境イベント｢環
境ふれあいひろば2021｣にて、環境活動の
実践に積極的に取り組んでいる人を表彰
する｢なにわエコ会議賞｣を大阪市エコボラ
ンティアの髙野宏美さん、鈴川博司さん、
中西有美さん、舛田通憲さんの4名が受
賞されました。誠におめでとうございます！
今後とも、ご活躍されることを期待します。

※１ 市民、環境NGO/NPO、事業者、学識経験
者、行政が一体となって、環境問題の解決に
向けたさまざまな活動を推進し、持続可能な
開発目標(SDGｓ)の達成に寄与することを
目的に、平成16年に設立された団体

環境局からのおしらせ

大阪の川・水辺は今
～大阪の川から新しい動きがはじまっている～

【報告】昔の東横堀川の姿をもう一度…

【リレートーク(予定)】大阪の川･水辺の今

定 員

100名

詳しくは、折り込みチラシをご覧ください

※ Zoomによる
オンライン会議

2022年1月20日(木)
18:30～20:30

2022年1月12日からなにわECOスク
エア1階回廊にて、｢エコボラ作品展｣を
開催します!
これまでエコボラのみなさんが、ご家庭
や環境学習の講座、イベントで制作され
た、エコ作品、ネイチャー作品などを展示
しませんか？

展示品はなにわECOスクエアまで！
※ご持参または郵送でお願いします。

<作品例>
柿渋染めエコバッグ・ドングリ工作・
いらない布で作ったコースターなど

＜持ち込み期間＞
1月10日(月)まで

作品展
エコボラ

作品募集！

調査員としてエコボラ参加をご希望の方は、なにわECOスクエアに連絡を！

一般参加者としてお申込みされる方は｢なにわエコスタイル｣から！

メール: ecobora@naniwa-ecostyle.net

11/28(日)に

｢井高野｣の調査を

行いました！

HP: https://www.naniwa-ecostyle.net/

生き物
大阪市域

調 査
なにわ

エコスタイル

今後の調査日程 コースの詳細はなにわエコスタイルのホームページをご覧ください

★１/１０(月･祝)１０時～ 【コース】南港緑道･南港中央公園
【集合場所】住之江区ニュートラム・ポートタウン東駅

★１/２３(日)１０時～ 【コース】新梅田シティ
【集合場所】JR大阪駅前 ヨドバシカメラ南西角

※解散時刻は調査内容によりますが、およそ15～16時ごろとなります。

次回は、
12/26(日)10:00～
「大阪城公園」です。

JR｢大阪城公園駅｣
改札前歩道橋上に集合！

生物多様性
ネットワーク会議

オンライン

第 3回



議 題
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発行

編集

HP

お問い合わせエコボラ通信 2021年12月号
大阪市環境局

環境事業協会・ネイチャーおおさか共同企業体

なにわECOスクエア(9時～17時半)

https://naniwa-ecostyle.net/

〒538-0036 大阪市鶴見区緑地公園2-135
06-6915-5820 06-6915-5824
ecobora@naniwa-ecostyle.net

エ コボ ラ会議報告 ( １ ２ 月 )
【開催日時】令和3年12月4日(土)13:30～15:50
【参加者数】エコボランティア 7名
【開催場所】なにわECOスクエア1階研修室

報 告

現在、環境局で意見の確認を進め
ております。NTTとの打ち合わせに
進展がありましたら連絡させてい
ただきます。
(エコボラ)雨がない冬の間に作業

を進めたい。
(事務局)要望を環境局に伝えます。

田んぼの湿地化作業について

環境局で自然体験観察園内の看
板の作成を進めています。
･コシアキトンボより、シオカラトンボがいい。
･水田のイネはもっと成長の良い写真に。
・選択的草刈りでなく、デザイン的草刈り
を掲載する。
などの多くの意見がありました。

生物多様性看板について

※詳細はP1参照
第3回は、3/5午後にエコメイトを
エコスクに招き見学と交流を予定
しています。エコボラ会議の様子
を見ていただく予定です。たくさん
の方の参加をお待ちしています。

第2回
エコボラ研修について

・11月は、カラムシなど多くの草を刈りました。そのため、
今月の草刈りはあまり多くなかったです。
・柵の補修を継続して行いました。マグワを新しく発見し
ました。
・高さについては、三角測量で測らないと高さにばらつ
きが出てきているので、30mのメジャーを用意する必
要がある。

野草･実生プロジェクトの報告

・畝によって、タデの成長
差が見られた。
・11/21に藍講座第4回
を行い、種まきや生き物
のお話などをした。

タデアイ作業
及び今後の予定

・11/7の米講座では、
脱穀とレンゲまき、菰あみ、
籾すり、精米を行い、盛り
だくさんとなった。

米講座と田んぼの現状

・伝統野菜の畑は、12/19
の収穫に向けて準備を
行っています。
・堆肥講座は、11/3にダン
ボールコンポストの土壌分
析を行った。参加者から
好評だった。

伝統野菜と堆肥の現状

・レンコン掘りの第1回目を
11/23に行い、2回目を
12/5に予定している。
そのあと、わらべ(学童)が
12/18に掘る予定になっ
ている。

蓮田の現状と
今後の予定

・ホームページのイベント
レポートのページから、
ビオトープ講座や綿講座、
親子向け生き物講座の
様子をみてもらった。

その他の講座

次回のエコボラ会議は、
令和4年1 月 8 日 ( 土 ) 1 3 : 3 0からです。

ボランティア活動への参加及び、エコボラ会議に
ご出席される方は、ecobora@naniwa-ecostyle.netまで
ご連絡をお願いします。

なにわエコスタイル
エコボラ専用ページ

パスワード：ecobo2021ra
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