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温かさを感じる日も、多くなってき

ましたね。 皆さんGWは楽しめま

したか？  森の生き物たちは、春を存分に楽しみ謳

歌しているようですよ。 タイトルバックはアサヒナ

カワトンボの、どアップです。 名前の通り清流のそ

ばに生息し、ひらひらと飛ぶ華麗なトンボです。 ボ

ディの色はほぼこの写真のように青緑のメタリック

なのですが、羽は生息地によって、橙や茶や白っぽい

のやら透明色など種類がたくさんあり、地域によって

名前が違っていました。 専門家によるDNA鑑定で

今は「アサヒナ」と「ニホン」の 2種類に統一されて

います。 見た目ではなかなか区別付きませんが。  

 こちらは、道端でもよく見かけるアメリカフウロの

花。 フウロとは、ミコシクサとも呼ばれるゲンノシ

ョウコの別名ですが、アメリカ産の植物と雰囲気が似

ているのでこの名前になっています。 調べると帰化

植物と紹介されています。 この表現は、外来種とか

侵略的なんて呼ばれるより何か凛とした感じで数倍

良いです。  

 そして次はキンポウゲとも呼ばれるウマノアシガ

タの花です。 漢字では「馬の脚形」。 どの辺りが

いったい馬の脚形なのかさっぱり分からなくて調べ

たら、地面に近い低い所の葉っぱを馬蹄に見立てたと

の説があるようです。 でも、どう見てもそうは思え

ない形。 花びらを 1枚ちぎってみると馬蹄形に見え

なくもないのでこっちの方じゃないのかな。 

 これは、ツクバネウツギという落葉低木の花です。 

漢字では「衝羽根空木」。 その果実があの「羽根突

き」の羽根にそっくりというので調べてみたら、本当

にそのまんまでキュートな形に驚きました。 水滴形

の葉っぱがウツギのによく似ているので、ウツギと名

乗っていますが、アジサイ科であるウツギとは別のス

イカズラ科です。 

 こちらは、この春に生まれたヤマガラのヒナ。 ま

だ親鳥から餌をもらっているひよっこです。 黒とオ

レンジの柄がくっきりするのは夏ごろかな。 

 



 突然じゃが、いま虹技社員の平均年齢はいくつ位な

んじゃろう。 もうわしのような年寄りは少なくなっ

て若返っておるのじゃろうな。 そんな若者にゃジジ

イのつぶやきなど興味ないじゃろうが、誰しもいつか

は老人と呼ばれるようになるのじゃから、その時のた

め、皆が驚かんように、今日もぼやき始めるぞ。 

 ジジイになると、何しろあちこち痛いんじゃ。 以

前も話したが手首・親指の関節痛はもちろん、五十肩

やら頸椎根症や腱板断裂、身体中の関節やら腱が痛み

まくりよる。 さらに歯ぐきも、目も、ケツの穴まで

も、とにかく痛いんじゃ。 ジジイが立つ時「よっこ

らしょ」とスローな動きをするじゃろう。 あれはな、

関節と筋肉がすごく痛いってことなんじゃよ。 なの

で当然、機敏な動きなんぞ出来んのじゃ。 わしゃ、

朝起きて布団から出るのに、痛くてなかなか起き上が

れん。 いつか寝床から起き上がれんようになるのか

と思うだけで毎朝ドキドキじゃ。 

 ドキドキと言えば昨今の国際情勢はまさにドキド

キする。 戦争にコロナに核開発、経済封鎖も相まっ

て世界経済は乱れに乱れておる。 流通や生産が滞っ

て、日本でもモノ不足によるインフレが既に忍び寄っ

てきておる。いったい世界はどうなってしまうのか。 

誰もがかたずをのんでおる状況じゃ。 そんなさ中、

SDGｓなんて言ってる場合か、と思ったりもするが、

わしらにも出来ることはある！！ 「MOTTAINAI」

という、環境にも家計にも役立つ活動をすることじゃ。 

混乱が続く国際情勢、経済環境にも立ち向かっていけ

るムーブメントが再燃しないかと思っておる。 

 この「MOTTAINAI」はケニア出身のワンガリ・マ

ータイさんが提唱した活動じゃ。 博士号を持つ彼女

は、大学教授だった時、アフリカ大陸全土で砂漠化を

防止する植林活動を積極的に推進し、民主化やＳＤＧ

ｓに取り組んだのじゃ。 のちに、ケニアの国会議員

となり環境・天然資源・野生動物省の副大臣を務め、

新政党も設立するというエネルギッシュな才女じゃ。 

その功績が世界的に認められ、２００４年にはノーベ

ル平和賞を受賞した。 これは、環境活動家として、

またアフリカ人女性としていずれも初のことじゃ。 

 

 そんな彼女じゃが、日本のことを大変好いていてく

れて、2005年に来日した際、日本語の「もったいな

い」という言葉とその意味を知って、感銘を受けたん

じゃ。 この考え方を世界中に広めるべく

「MOTTAINAI」キャンペーンを展開したのじゃ。 

 

 この「もったいない」という言葉には「むやみに費

やすのが惜しい」という意味と、「畏（おそ）れ多い・

ありがたい」という意味もあるじゃろ。 時代劇を見

て育ったわしらにゃなじみのある言葉じゃが、これと

同じ意味を持つ言葉が日本以外にはないと言う。 

 

 マータイさんは、この「もったいない」を３R（削

減・再使用・再生）にプラス Respect（尊敬・感謝す

る）で４Rだと唱えておる。 なるほど、物への感謝、

人への敬意が込められた言葉じゃな。 いまだからこ

そ、この難局を「もったいない」で乗り切れるのでは

ないかとジジイは思うのじゃ。 

 

 わしはな、これでも理科系なので、理屈に合ってい

ないこと、合理的でないことは嫌いなんじゃ。 食い

きれんほど買ったり、ごみばかりになる過剰包装のも

のは好かん。 自分や家族の食べきれる量を知ってお

るし、過剰包装も要らん。 

 

 スーパーで、キャベツの青い外葉をめくっては捨て

る客をよく見かけるが、あれも好かん。 青い葉っぱ

は栄養もあるし、煮崩れしにくく食感も良く、ロール

キャベツなど煮物にゃピッタリじゃ。 キャベツの食

            

 

 



べ方を知らないか料理下手なんじゃなかろうか。 ま

さに「もったいない」がないお方じゃ。 衛生面が気

になると言うなら、しっかり洗えば済むじゃろうに、

とわしは「もったいない」。 

 

また、わしは健康を担保するためもあって、自分で

移動できる範囲ならば燃料は使わずに歩きもするし

チャリンコじゃ。 高いガソリンも使わなければ家計

にも優しいわい。 燃料代が上がった分だけ歩く距離

を延ばせばええんじゃ。 

 今、姫路市が食べ残しを減らし資源の無駄遣い・

ごみの削減を図った、少女漫画風キャンペーンポスタ

ーを作っておるが、見たことあるじゃろう。 最近の

スーパーでは、赤札・値引きシールを貼ったコーナー

には「フードロスにご協力ください！」とあり、単に

安く買ってカッコ悪いという心理が環境に役立てて

いるという何か誇らしい気持ちになるのぅ。 また、

東京八王子市の完食応援と言う取り組みも、なかなか

おもしろいぞ。 マスコット「クルリ」があちこちで

活躍するのじゃが、なかなかかわゆいキャラじゃ。 

リサイクルと青い鳥オオルリを合体させた名前のア

イデアも良いのぉ。 

 

ところでじゃ、「もったいない」で節約・倹約しま

くっては、それはまた物が売れなくなり経済が停滞し

てしまう。 その結果、仕事がなくなり貧困が増える

ことにもなろう。 環境を良くして豊かなくらしを実

現しようとするならば、これは大きなパラドックス

（逆説・矛盾）じゃ。 逆に、資源を消費しながら良

いものを安く供給することで発展してきた近代文明

は、過度の合理化・効率化で人々から仕事を奪い、労

働に対し適正な対価を支払うことがなくなった。 そ

れが貧富の差を広げてきたことは知っての通りじゃ。 

どっちをとっても、経済格差を拡大させるだけじゃ

ないか。 そこで、環境問題と経済繁栄を両立させる

ために世界が躍起になっておるのが、いわゆるエコ商

品ならジャンジャン作って消費しても、環境問題は少

なく持続可能だという理論なのじゃが、これだって、

異論のある学者に言わせると、肥満がゼロカロリーと

謳った甘い炭酸飲料をがぶ飲みしているようなもん

らしい。 疑うことなく突っ走っちゃなぁ。 これは

根本的な解決とは言えんじゃろう。 

 

そこで、わしは「もったいない」と経済循環の両立

を考えてみた。 要は物に対価を払うのではなく、労

働にお金を払うようにしてはどうじゃ。 長く使える

なら高価でも良いものを選ぶ、良質な労働にはそれに

見合った対価を払う、そんな社会に変革させてはどう

かの。 物の売買ではなく、質の良い労働への売買で

経済を循環させるのじゃ。 とは言え価値観の大変革

が世界中で容易にできるとは思えんが、ロシアの仕掛

けた戦争によって世界中に打撃を与え大混乱してい

る現状なら、もしかしたらそんな機運のきっかけぐら

いはつかめるかもしれん。 

サービスに高い対価を払って経済を回しているビ

ジネスモデルの代表と言えば、テーマパークじゃ。 

実は、先日、かのユニバーサルスタジオジャパンに

20年ぶりに行って勉強して来たぞ。 昔とは比べ物

にならぬほど従業員のサービスの質が向上しておる。 

園内で売っているペットボトルのお茶は 250円もす

るが、あれほどサービスが良いなら少々高くついても

ええかなという気になるわい。 定番の「ジョーズ」

や「ウオーターワールド」も無論良かったが、「ミニ

オンズ」や「スパイダーマン」の準絶叫系もなかなか

乙じゃった。 ホグワーズ城の作り込みに驚かされた

し、ニンテンドーワールドはジジイにも夢の国じゃ。 

残念ながらフライングダイナソーには乗れんかった

が、朝から晩まで大忙しの超ハードで、三半規管がや

られ、帰るころにはよたよたじゃ。 ジジイの身体は

酷使にゃ耐えれんわい。 いててっ。 

ぶつぶつ 

・・ 

・・ ・・ 

あぁ、情けなや。 



 夢のような楽しい屋台運営も無事終えることが出来ました。 さて次回は、「ゆめもりクラブ」との共同

作業を行います。 その後、体力が残っていれば、虹の森の下草刈りと、巨大ツリーデッキの建築作業を行

います。 鳥やカエル、ハルゼミ達が力一杯合唱をしている森の中での作業となります。 彼らに元気をも

らいながら作業して、軽く汗をかき、帰りの温泉でほっこりしませんか？ ぜひご参加を。 

日 時 ：６月１１日（土） １０：００～１５：００（９：３０公園駐車場集合） 

場 所 ：  県立ゆめさきの森公園（虹の森） 

申し込み： 参加希望者は、環境管理Ｇ 的場まで、またはお近くにいるメンバーまで連絡ください。 

   的場ケータイ：090-5979-8385 

メンバーの方はショートメール等で参加の可否を連絡いただければありがたいです。 

初めて参加される方は、保険に加入しますのでお名前、住所、ケータイ番号を連絡ください。 

 

今月は、ゆめさきの森公園

の「新緑まつり」の模擬店に

力を入れたので、森林整備の活動はお休みしました。 

恒例の「新緑まつり」も 3年ぶりの開催で、当日は好

天に恵まれ、公園スタッフも準備をする私たちもウキ

ウキのワクワクです。 今回はこれまでのジビエ丼の

模擬店ではなく、子供達に昔ながらの射的と輪投げ体

験で、自然木のおもちゃ景品がゲットできるという自

然ふれあいアトラクションの屋台にチャレンジしま

した。 

デジタルな遊びばかりの今どきの子供達に受け入

れてもらえるか、少々不安はありましたが、いざ始ま

ると、子供達が大挙をなして押し寄せ、運営スタッフ

は嬉しい悲鳴のてんてこ舞い。 

むしろ、そんなバーチャルな遊びばかりの子供達に

とって、ゆるくてもリアルでアナログな遊び体験は刺

激的だったようで、チビッ子たちは大コーフン。 ３

００個も用意した景品は、なんと、たったの 4時間で

なくなっちゃいました。 集計したら遊んでくれた良

い子の数は 309人。 一緒に楽しんでくれた保護者

の皆さんを合わせると、500人以上もの人たちが虹

技の屋台で楽しいひと時を過ごしてくれたはず。 ス

タッフ 7人はそれはもう大変でしたが、子供達の歓声

に包まれた充実感は半端ありません。 

 

 屋台横には虹技の作った忍たま乱太郎のキャラ

クターをデザインした尼崎市のマンホール鉄蓋を展

示し、ちゃんと会社のアピールも忘れません。 さら

に、屋台に来てくれた皆さんにはオリジナルバックの

プレゼント付き。 イベントが最も盛り上がる時間帯

のお昼頃には、そのオリジナルバックをさげた楽しそ

うなファミリーがいっぱい。 それは感動でした！！ 

森林整備も楽しいけれど、みんなに喜んでもらえるこ

んな活動もやめられませんわ。 


