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エコファミリーのみなさん、いつも環境活動へのご参加ありがとうございます。
みなさんこんにちは、各地で田植えも始まりましたね。お出かけしやすい季節になってきました
ので、お散歩しがてら、ぜひ「見つけて欲しい生き物」探しも、行っていただければと思います。

◆４月１４日（日） 昨年につづき、アカウミガメの産卵場所となっている、
津市高洲町の海岸清掃に参加しました。
一般の方や企業の方など 430 名が参加され、海岸線約 500ｍ奥行き約 50
ｍの砂浜を、約 1 時間半の清掃で、可燃ごみ 4510kg・不燃ゴミが 40ｋｇ
回収されました。発砲スチロールなどのプラスチック類だけでなく、ライタ
ーも 300 個以上発見されました。マイクロプラスチックの問題も含めて、自然の中で分解されに
くいゴミを自然界に捨てない様にしていく事が大切ですね。
三重県では、伊勢湾再生「森・川・海のクリーンアップ大作戦」として、地域で
取り組まれている海岸や河川の清掃活動をホームページで紹介していますので、ご
確認いただければと思います。※資料を希望される方はお送りします。組織活動推
進課までご連絡ください。
検索
三重県 森・川・海のクリーンアップ大作戦

スマートフォンの
方はこちらから

今月の環境イベントテーマ：「 クールビス（今年は５月１日～９月３０日）」
クールビスは、地球温暖化対策のため、冷房時の室温 28℃でも快適に過ごせる軽装や取り組みを
すめています。少し早いですが、みなさんが行っている「夏の暮らし方の工夫」をお寄せいただき、
本格的な夏が始まる 7 月のエコファミリー通信誌で紹介しあい、みんなで地球温暖化防止に取り組
みたいと思います。みなさんからの投稿をお待ちしています！

今月の生物多様性（見つけてほしい生き物）
テーマ①：「キムネクマバチ」
クマバチとかクマンバチとも呼ばれるハチ
です。大きいですがおとなしいので、つかんだ
りしない限り刺されることはほとんどありま
せん。そして、ハチの針は産卵管が変化したも
のなので、刺すのは雌だけです。雌は顔が黒い
のに対し、雄の額は黄白色です。
キムネクマバチは花粉・花蜜食のハチで、フジ
や、エゴノキ、サカ
キ、アベリア等、い
ろいろな花を訪れま
す。口が蜜に届かな
い花には、花の根元
に穴を開けて蜜をと
る「盗蜜」もおこな
います。

今月の生物多様性（見つけてほしい生き物）
テーマ②：「スイカズラ」
林の縁の茂みや笹などに絡みついているツ
ル植物です。昔、この花の蜜を人が吸ってい
たので「吸い葛（かずら）」となったという説
があります。スイカズラは２つの花が並んで
咲き、同じツルに白と黄色の花があります。
これは、始めは白色の花が徐々に黄色に変化
していくためで、「金銀
花（きんぎんか）」とい
う別名もあります。
興味のある方は蜜を吸
ってみたり、香りをか
いだりしてみてくださ
い。花言葉は「愛の絆」
「友愛」などです。

3 月度環境イベント
＜アースアワーに参加しよう！＞
※多くの方から参加したという報告をいただ
きましたが、なかなか、1 時間の消灯や、
家族そろっての参加は難しいようです。
 孫が帰ってくれたので、夜は早く消灯する事
ができました。電気ガス等、なるべく節電す
るように考えていきたいです。
 携帯に予定を入れやる気満々でしたが、久し
ぶりに子ども達が帰って来て電気は消せませ
んでした。残念！

 平日は難しいですが、春休みなので家族全員
で体験できる大切な機会です。
 いつもはテレビ、こたつ大好きの主人がいる
ためできませんが、今回は子どもの家に行っ
ていたので実施しました。窓の外ではネオン
や車の音、ライトが明るく、まだ働いている
人がいるのだなと思いました。目が慣れてく
ると思ったより部屋の様子がわかりました。
✧頑張って 8:30 に家族で布団
に入り、美しい地球を残す為に
自分達ができる事を話し合い
ました。でもまだ小学生の子ど
も達は…9:00 頃には眠ってし
まいました。

 世界中で同じ日に同じ時間帯で電気を消して、
地球温暖化を止めたいと願いを込めて家族で
環境保全の話しをしました。私たちも生協で
教えてもらいましたが、鈴鹿では知る機会も
 主人がいない事が事前にわかり、今年は参加
なく、もっと広める事はできないものかと考
できるぞ！と意気込んでいたら…、当日すっ
えました。
かり忘れていました（情けない）。おまけに子
 たった 1 時間でも家の中を真っ暗にして過ご
ども達も遊びに出ていて家には私一人、もち
すのは難しい事ですね。エネルギーは大事に
ろん一人ならテレビはつけないので、とって
したいと思います。
も静かに過ごしました。でも電気はついてい
るし（LED ですが）、う～ん、なかなかうま
 世界中の人々が、同じ日、同じ時間帯にする
くいきません。環境問題は、なかなか共感が
というのが、すごくステキです。
得られないので難しいです。
 家族の了解が得られず、私だけで電気を消し
 思春期ど真ん中の娘たちには難しい…、とい
ロウソクの灯りで試してみましたが、暗闇と
うか意識する事に意欲が無くなる様子。企業
寒さに耐え切れず 15 分程しか参加できませ
戦士である大黒柱の夫も帰宅後に不便があ
んでした。エネルギーの大切さを痛感しまし
る事、ストレスを感じる事をわざわざしたく
た。
なさそう。生活にゆとりがあって、初めて実
 特別に意識をしたわけではないけれど、家族
践できる取り組みなのかなぁ？と感じまし
みんながひと部屋に集まって過ごしました。
た。
 子どもと一緒に少しの時間でしたが、電気を
 1 日の内、何時に一番電気を使用しているか
消して過ごしてみました。「真っ暗で怖いね」
調べた所、朝の 6 時～9 時（12.8kwh）、午
と言いながら電気の大切さを感じました。
後 9 時～午前 3 時まで（約 40～50kwh）、
✧家族みんなで食卓に集まり、ロウソ
その結果わかった事は、夜中にテレビの点け
クの灯りの中でそれぞれ好きな飲み
っぱなしだった事。
物片手に「何故、電気を消してこう
エコ活動に参加し、いろいろ反省ができ良か
しているのか」をまず私が話し、み
ったです。
んなで語り合えて良かったです。
 日頃から思っていたのですが、もう少しで忘
れるところでした。何とか参加できたと思い
ます。

3 月度の「生物多様性＆季語」のテーマ
＜ルリタテハ＆アセビ＞
※ルリタテハ…気温のせいでしょうか、見か
けたという方がほとんどみえませんでし
た。

 昔住んでいた家の庭に植えてあったように思
います。馬がふらつくとは結構な毒なのです
ね。小さな子が口にしないようにしないとい
けないですね。
 大祖母の庭で毎年、花が咲きます。毒がある
ので触りませんが、可愛いくて癒されます。

※アセビ…庭に咲いているという方、有毒と
は知らなかったという方が多かったです。

 子どもの頃、公園や山道で花を摘んでおまま
ごとに使っていましたが、毒があるとは知り
ませんでした。

＜ルリタテハ＞

 春休み堀坂山に登りました。山道から見える
のは木々ばかりでしたが、アセビの白い花が
キレイでした。

✧

畑や裏道で見かけます。
図鑑で調べて見ると、
裏は地味な茶色なのですね。

＜アセビ＞
✧ 知り合いの家に植えてあり、
びっしりと花を咲かせてい
ました。

 お彼岸にお墓参りに行きました。お墓の花立
てに、アセビの花を挿してあるお家がありま
した。

 2 月の終わり頃から咲き始めたアセビは
次々に開花し、4 月に入った今もまだ満開状
態です。今年は特に花つきがよく、庭の縁を
いろどっています。我が家のは白い花ですが、
友人宅のはピンク色で、それもきれいだなと
思いました。
 歩道の生垣にとしてクチナシ、サザンカに混
じって 1 本だけ植わっていて、毎年花を見
つけると、もうすぐ春かなと思います。
 漢字の読み問題でよく登場する「馬酔木」、
この花を知ったのはごく最近。二度目に見た
この日、夫に教えてあげました。それにして
も有毒とは知りませんでした。

 ずーっと閉鎖されていた神宮美術館の庭園
にありました。薄いピンクと白の両方の花が
咲いていました。
 近くの庭で見られます。有毒だとは知りませ
んでした。可愛い花で鹿が食べないので残っ
ているのはいいですね。
 近所の庭に咲いていました。可愛い白い花が
びっしりとぶら下がっていました。
 我が家にあります。有毒植物とは知りません
でした。山にはよくあり、強い木なので、よ
くお墓にも供えていました。アブが巣を作る
事が多く、ちょっと苦手です。
 新聞配達の仕事をしています。
夕刊配達中に神湯館（旅館）の
庭や、個人宅で白色の花が咲い
ているのを見ました。

 洗濯機に入れる洗剤の 1 回分を 8 割にして、
バケツに溶かし入れ、汚れのひどいマットや
落ちない汚れのシャツの襟、黄ばんだ白Ｔシ
ャツ等を一晩浸けておく。翌日ふだん通りの
他の洗濯物も入れて回すだけ。ガンコ汚れに
は浸けおき洗いを再び。洗剤を増やす事なく
キレイになります。
 畑に穴を掘って筒を埋め、コンポストを作り
ました。生ゴミの量が大きく減りました。子
ども達にコンポストへゴミを入れるのを頼む
ので、畑を観察しては色いろ
教えてくれます。

 子どものボランティア下校に一緒に参加し
ました。下校道を清掃しながら帰って来ま
す。自分達の安全にもつながるし、愛着もわ
く、良い取り組みだと感じました。
 古新聞は以前、町内のゴミ集
積所に出していましたが、無
断持ち去りを何度か目撃して
から出すのをためらっていま
した。探すと持ちこみ ok の集
積所が意外と多くある事を知
り、今はそちらに持って行っ
ています。
（障がい者の方がお
手伝いしてくれています）
 フルタイムで働きだしたので、早寝早起きに
なり、日中もいない分、光熱費が減っている
…はず！食べ物も今までより計画的に買う
ようにしてムダが減っている…はず？頑張
ります。
 「エコ川柳」どの作品もぴったり共感するも
のばかりで、楽しく拝読させていただきまし
た。中でも「毎月の電力明細ふりかえる」と
「子どもたち寒いと言えばスイッチオン」、こ
の作品にはまるで自分の事を見られているよ
うで…。思わずドキッとしました。(^_^;)
 買物に行く回数を減らし、家にある食材で何
か出来ないかなと考えるようにしたら、食費
が減りました。

春のキッズエコフェアに
ご参加いただきありがとう
ございます。箸作り体験して
いただくことが出来て良か
ったです。実際に「木」に触
れて、自分でカンナを使って
自分のお箸を作っていただ
くことで、「木」の良さを感
じてもらえると嬉しいです。
（竹内）

 新聞、雑誌をリサイクルに出していましたが、
当然のようにビニールの紐で縛っていまし
た。が、今後気を付けて紙紐に替えていきた
いと思います。
 この間、粗大ゴミ回収があり、了
承のうえ一輪車をもらってきまし
た。要らない物をもらい、ゴミを
一つ減らせた上、子どもも喜ぶ、
良い事ですね。
 春のキッズエコフェアに行きまし
た。やっと生協の箸作りをさせてい
ただけて、子ども達は大喜びで、早
速使わせてもらいました。星たまご
プラネタリウムも、とても楽しかっ
たです。
「フードドライブ」の場所が
分からず、参加出来ず残念でした。
廃職油等もイベントの時だけでな
く、スーパー等でも回収して欲しい
と思います。
 中学生になった娘、身支度やお風呂が長くな
りました。おかげで電気代、ガス代、水道代
が増えました。本当に困ります。
一人一人が気を付けることだと思
いますが、なかなか伝わりません。

