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2月号エコボラ通信
エコボランティアをつなぐ情報マガジン

「大阪市エコボランティア」の登録期間満了（令和4年３月31日）にともなう更新手続きをお願いします。
更新対象者には、 大阪市環境局よりメールもしくは郵送にて通知されます。 ※更新を希望しない方は、手続不要です。

環境局環境施策部環境施策課
大阪市阿倍野区阿倍野筋１-５-１ あべのルシアス13階

問合せ及び更新申請書提出先
電話 06-6630-3491
FAX 06-6630-3580
メール ja0081@city.osaka.lg.jp

登録申請時から住所や連絡先が変更されている方、その他、ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

古い登録証は、ご自身で破棄い
ただきますようお願いいたします。

有効期限が

令和4年3月31日までの方

大阪市エコランティア
登録証

有効期限令和4年3月31日

・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

登録証の
有効期限を
確認

新しい登録証の発行はいたし
ません。
更新手続き完了は、別途、通知
させていただきます。

大阪市エコランティア
登録証

有効期限令和6年3月31日

・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

大阪市の
押印見直しの

ため

名札やゼッケンをつけて活動！

大阪市
エコボランティア

行政オンラインシステムで更新！
初めての方は、行政オンラインシス
テムへの登録が必要になります。

更新申請書に記載し、環境局に

持参、 メール、郵送、ファックス
で送付。

手続き方法

どちらかで

こちらから
アクセス

2022.2.20

梅が咲き初めました！

伝統野菜の収穫を
行いました。

コサギが遊びに
ため池に来ます。 モズの羽繕い

白梅

蓮田の水が
凍っていました。紅梅

2月の観察園

大阪市エコボランティア

登録の更新手続きのおしらせ



1/15,2/2,2/9 石鹸作り講座

1/15，2/12 鳥の日 1/29 草木の日

2/5 維持管理作業

2/6 湿地化維持管理作業

1/16 伝統野菜・秋編④

守口大根、
天王寺蕪他た
くさんの
伝統野菜の収
穫と間引き作
業を行いまし
た。

寒い日でし
たが、落ち
葉かき、毎
木調査、柵
の補修など
を行いまし
た。

無添加の粉
石鹼に野草
チンキや大
根、クレソン
の葉を入れ
て固形石鹸
を作りました。

前半は草木
の観察会、後
半は小枝や
木の実を
使って｢知恵
の輪｣の工作
をしました。

予定していた
ビオトープ講座
が延期となりま
したが、土砂を
運び覆土作業
を行いました。

なにわ
エコスタイル

↓

次回は、

2/27(日)10:00～

「住吉大社」です。
南海本線｢住吉大社駅｣に集合！

途中で雨が降ってきたの
で午後からの活動は
中止しました。

1月にしては天気は
良かった。カルガモ
が増えていた。

大池の水鳥を
中心に、1月は
ユリカモメな
ど、2月はオオ
タカなどを観
察しました。

1/23｢新梅田シティ｣1/10｢南港緑道｣
※どちらも定員に達したため、エコボラ
としてのお申し込みは締め切りました。
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水田A湿地化プロジェクトとして粗朶の固定
などを行う作業メインの講座です。参加希望さ
れる方は、なにわECOスクエアに電話、FAX、
メール、もしくは同封の活動申込書にてお申込
みをお願いします。

3月6日(日)13:30－15:30

なにわECOスクエア･
自然体験観察園

日時

場所

★3/13(日)10時～
【コース】 長池・桃が池
【集合場所】 JR｢南田辺駅｣

★3/27(日)10時～
【コース】 平野せせらぎ
【集合場所】 メトロ千日前線｢南巽駅｣



時間が足りないくらい充実していた意
見交換会であったとの声が多数寄せら
れ、今後も他都市との交流を望む声が
多くありました。

京都のエコメイトさんから、
脱炭素社会、地球温暖化、脱
プラスチック、生物多様性な
ど幅広い内容の展示の説明
を受けました。

1月22日（土）に京エコロジー
センターで「エコボラ研修（ス
キルアップ編）」を開催し、大
阪市エコボランティア12名が
参加しました。

エコボラ研修 (スキルアップ編)

班に分かれて、これまでのボランティ
アの活動で困ったこと、楽しかったこ
と、今後に生かせることをテーマに意
見交換をしました。

鳥の食事風景
花博記念公園で見られた

大阪市からは
エコボランティアの
加藤元樹さんから
大阪市の活動につ
いて紹介してもらい
ました。

3月5日に予定していました京エコロジーとの交流会は｢まん延防止等重点処置｣が
延長されることを受け、4月以降に日程変更検討中です。

(写真提供:大阪市エコボランティア 神田哲久さん)

トラツグミ×ミミズ アオバト×ドングリ メジロ×赤い実

ツグミ×クロガネモチ ヒヨドリ×クロガネモチ

2022.2.11

2022.2.112022.2.10

2022.2.11

2022.1.18

ルリビタキ

エナガコサギ

メジロ シジュウカラ

自然体験観察園でも
見られました!

2月11日、自然体験観察園の田ん
ぼ横の小屋の扉が壊される悲しい事
件が発生しました。幸い、小屋の中
にあったものなどに被害はありませ
んでしたが、警察に被害届を提出し
対応中です。最近では、花博記念公
園内でも物が燃やされるなどの悪質
ないたずらが多発し
ているようなので、
事務局としても日
中の見回りを強化
していきます。

自然体験観察園
の看板が新しく
なりました！

エリアごとに設置
しています。ぜひ、
見に来てください。
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お問い合わせエコボラ通信 2022年2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 (2月)

【開催日時】 令和4年2月5日(土)13:30～15:00 【参加者数】エコボランティア 12名
【開催場所】 なにわECOスクエア1階 研修室 ・ Zoomミーティング

田んぼの湿地化作業について ３月エコボラ会議(京エコロジーとの交流)について

野草・実生プロジェクトの報告 タデアイ作業及び今後の予定

米講座と田んぼの現状

蓮田の現状と今後の予定 伝統野菜と堆肥の現状

・樹木の実生の根を掘り起こした。15cmぐらい
の苗なら誰でも掘り起こせる。
・50m メジャーを使用し、分度器と直角二等辺
三角形で樹高測定を行ったところ、 12mを
超える記録となった。これまではジャーマン
メジャーと目測によっていたので、それと比較
するための検討も行った。

・アイが 2 畝とも発芽していた。アイの高さは 3cm～5cm 
くらいだった。

・菜の花とレンゲが伸びてきています。
・2/12に最後の米講座を行います。菰外しとツルグレン
です。

・水が多いので、来週から
水を抜き、その翌週に鶏
糞をまきます。

※2/16に鶏糞をまき
ました。

・1/16に秋の伝統野菜講座の最終回を
しました。多くの野菜を収穫しました。
・まとめの紙芝居は子どもさんにも集中し
て見てもらえた。地産地消をわかりやすく
伝えられたと思う。
・次年度の畑の畝計画を準備しています。

前回に引き続き、ZoomミーティングでのWEB配信を行いました。前回の失敗から
対策を行いましたが、新たな課題も見つかり、今後も見直し、改良していきますので、
広い心でご協力をいただけると助かります。よろしくお願いします。 (スタッフ一同)

・2/6ビオトープ講座⑤は、講師が濃厚接
触者となったため欠席となり延期します。
3/6の午後に作業を予定。
・明日は、湿地化維持管理作業として実施。
・NTT西日本支店は、３月末まで連携作業
はできない。４月以降については、環境局
の方で今後話し合っていきます。

・１月２２日（土）京都での交流会（エコボラ研修）の報告。
・3/5（土）13：30-16：00、花博記念ホールでの実施を
予定しています。
・（エコボラ）報告の時間を長くしてほしい。交流会は進行
役が必要。
※京エコロジーセンターでの当日撮影した動画を会場
で流したが、Zoom参加者には提供できなかった。

次回のエコボラ会議は、令和4年3月 5日 (土)1 3 : 3 0
からなにわECOスクエアで行います。
オンラインでも会場の様子を見ることができますが、十分な対
応ができない可能性があります。発表を希望される方は、必ず
事前になにわECOスクエアまで連絡をお願いします。

先着15名

エコボラ会議Zoomミーティング(13:00から入室可能)
【ID】928 6025 2774 【パスコード】665086


