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と鬱陶しい季節がやってくる

のに、もうマスクはしたくない

ですね。 マスク不要宣言を早く岸田総理に出しても

らいたいものです。 タイトルバックはカメムシの仲

間かな。 公園職員さんによるとハラビロヘリカメム

シの幼虫らしいですが、ちょっと違うようにも見えま

す。 カメムシというのは実に沢山の種類がおりまし

て、大きいのやら細長いのやら、形も様々ですが共通

点は、五角形を引き延ばしたのような形（カメ形状）

です。 鮮やかなグリーンのこやつは珍しい小判形で

すね。 

 カメムシと言えばあの誰もが知る強烈なにおい。 

あまりの臭さに「ヘコキムシ」とか「ヘクサムシ」な

んて別名もあるくらい。 面白いのはカメムシを瓶な

どに入れて閉じ込めると、自分の出した臭いの強烈さ

に気絶してしまいます。 残念な生き物の代表かもし

れません。 

 この白と黄色の優しいツートンカラーは「スイカズ

ラ」です。 別名では花の色が白から徐々に黄色に変

化する様子から「金銀花（キンギンカ）」とも呼ばれ

ています。 つる性の常緑低木で、細長い花筒には甘

い蜜があり、その蜜を子ども達が吸っていたことから

「吸い葛」となりました。 今では学校で、子供たち

に花の密を吸わないよう指導しているとか。 毒を持

つ花もあるからということなのでしょうが、そんな体

験を通じていろんなことを覚えていくのが子供の特

権なのに、なんて無粋な時代でしょう。  

 こちらは、ゆめさきの森の通宝寺池に遊びに来てく

れた「カルガモ」のペアです。 ここで巣作りして、

子ガモたちを連ねた可愛いあのお散歩を見せてくれ

たらいいなぁ。 ところで、カルガモってなんで、引

っ越しするか知っていますか？  それはね、産卵は

水辺の竹やぶなど敵に狙われにくい隠れた場所が適

していますが、子育てにはエサの多い開けた場所に移

動する必要があるからです。 親ガモは子どもにはエ

サを与えません。 自らエサをゲットできるように仕

向けるスパルタ教育を信条とし、安全を確保しながら

子ガモたちを引率して、見守るだけなのです。 

 上は、この新緑の季節にひときわ映えるピンク色の

花をつけた「タニウツギ」です。 白い花の「ウツギ」

に似ていますが、別の仲間です。 田植え時期に咲く

ので「田植え花」なんて呼ばれることもありますが、

火葬のお骨を拾う箸の材料にされることもあり、「死

人花」とか「葬式花」という気の毒な名前もあるそう

です。 

 



 ２０２１年度の環境関係のお知らせをする季節と

なりました。 一昨年度のコロナ不況から徐々に生産

は回復してきましたが、それとリンクして環境関係の

排出物が増えるというのでは面白くありませんね。 

そこらあたりがどう変化しているか、よーく数字を見

て、これからの企業活動をどうすればよいか皆で考え

ていかなくちゃね。 生産量の１割以上ある廃棄物や、

生産量とほぼ同じ重さの CO2排出量を皆さんがどう

見るか、その感性を信じましょう。 

 

●排出した産業廃棄物 

４．５千トン（全年度４．５千トン） 

 この数字には少し驚きです。 鋳物生産量が前年度

より 27％も増加しているのに、産業廃棄物の量は増

えていません。 考えられる主な理由は２つあります。 

①産廃発生率の少ない部門の生産量増加が顕著であ

ったこと。 ②砂ダストの発生率が低下したことです。 

特に②の砂ダストに関しては今後も管理レベルを上

げ、発生率をもう一段下げていただきたいと思います。 

一方、再生率（埋め立て処分以外の率）は、高い水準

を保てております。 今後も廃棄物の削減と分別に、

より一層のご協力をお願いいたします。 

 

●大気に放出した CO2 

３万３千トン（前年度２万８千トン） 

 これは、鋳物生産量の回復にそのまんまリンクし、

増えてしまいました。 工場内に滞留させることはで

きませんからね。 でもね、電力会社の CO2排出係

数が 0.417 → 0.484と大幅に上がっているにもか

かわらず、この程度で抑えられたのは、LPGを都市

ガスに燃料転換する際、CO2ゼロ契約にしたことが功

を奏したか、あるいは皆さんの省エネ努力が実を結ん

だのか。 いずれにしてもとても良い傾向です。ただ、

国際公約となった政府目標までにはとてもじゃない

が、地道な努力だけでは到底足りません。 経営陣は、

そろそろ、戦略的 CO2削減を本気で考えねばならな

い時期が来ています。 お客様にせっつかれてからと

か、炭素税などの負担増が現実のものになってからで

は業界のリーダーシップをとることはできません。 

ご近所に建設中のバイオマス発電所も、再来年には稼

働を始める予定ですし、ここは早めのアクションで、

鋳物屋初のゼロカーボン工場と銘打てばストップ高

の株価も間違いなしでしょ。 

 

●工場から出した排水量 

３２万９千トン(前年度３３万３千トン) 

ｐH値  東工場：6.45～7.45（前年度 6.69～7.43） 

     西工場：6.58～7.55（前年度6.47～7.90） 

COD負荷量（水の有機的な汚れの指数） 

 平均 2.6ｋｇ／日（前年度 2.8） 

SS負荷量（水の濁り具合を表す指数） 

  平均 4.4ｋｇ／日（前年度 6.2） 

ｎ－Hex（水に混じった油分や農薬などの成分） 

   最大 0.98ｍｇ／L（前年度 0.51） 

 工場排水に関しては、ほとんどが炉の冷却循環水の

ブロー水です。 なので、これは生産量と比例しませ

ん。砂の汚れは、排水処理施設できちんと取り除き、

ｐH調整をしてから河川に放流してるので、環境を汚

すことはありません。 

●窒素酸化物量 

 747Nｍ３（前年度 699Nm3） 

●硫黄酸化物量 

 30Nm3（前年度 14Nm3） 

 

 どちらの物質もキュポラからの発生がメインで、キ

ュポラ操業が 1 回増えて 2 回だったことから、増え

ていますが、その総量は非常に少ないレベルです。 

かつては、大気汚染の代表選手だった両物質も、今は

問題視するほどのレベルではなくなっています。 

 

虹技の年間環境報告 



 先日のことじゃ。 爺仲間の家で、昼間っから延々

夜まで酒を飲み、楽しんだ後の帰りのバスで、爆睡し

ちまって、気付いたら真っ暗な車庫じゃった。 起き

たら運転手もびっくりじゃったわい。 仕方がないの

でバス賃を払って降りたはええが、どこじゃここ？  

まだまだ、わしゃ修業が足りんのぅ。 

 

 今回は、久しぶりに里山について話してみようかの。 

そもそも、里山とは何ぞや。 明確な定義がある訳で

はないのじゃが、要するに自然に任せた原生林ではな

く、人が山からの恵みを受けて暮らすために、適度に

手を加えてできた二次林の山をそう呼ぶことが多い

ようじゃな。 ここ最近、里山の存在と重要性が注目

されておる。 それは何故か？ 里山と人の関係は、

人が暮らしていく為に必要なものを生態系サービス

ともいえる自然から受けながら、それらの豊かさを実

現するからじゃ。 そうすることで、野生動物による

農作物被害も低減し、自然災害を防ぐ上でも有効と来

りゃ、正に自然と人間がウィンウィンの関係といえる

ではないか。 いわゆる持続可能な社会の構築を考え

る上で、これ以上のモデルはないといっても過言では

ない。 

 

 来るべき世界を理想のサスティナブルな社会にす

るため、里山と人との関係性をスケールアップさせよ

うではないかというのが国連と御用知識人の発想じ

ゃ。 悪くはない、決して悪くはないぞ。 じゃがの、

わしならもそっと過激に訴えたいの。 手つかずの自

然が美しいとか、素晴らしいとかというのは幻想じゃ。 

自然とは、破壊と再生、絶滅と誕生が繰り返されて来

たからこそ、活気あふれる状態を保てておるのじゃ。 

何も起こらん平穏な環境での自然なんぞ、いただけん

ぞ。 

 

目を見張るような素晴らしい自然風景を見たなら

ば、そこには激しい破壊とたゆみない再生があったこ

とを感じ取らねばならん。 自然生物の大半はきっと

破壊が好物なのじゃろう。 この世の春を謳歌する動

植物に隠れて、今か今かと破壊を密かに待ち望んでお

る動植物達が常に存在する。 ひとたび、地震、洪水、

火山噴火、山火事など環境破壊が起こると、それらが

飛び出してきて勢力図を塗り替えることになる。 そ

んな営みの繰り返しがあるからこそ、そこに豊かな自

然の存在があるのじゃ。 里山と言うのはな、全てを

自然だけにゆだねるのではなく、人為的に小規模な破

壊を加えていくことで環境の活性化を図っておるエ

リアと言うことができるのじゃ。 

 

木を伐り倒し下草を刈り払う。 地形を削り水路を

掘り、溜め池を作って道を整備する。 そうすること

で里山を活性化させるのじゃ。 無計画な放火はいか

んが、山を焼き払うのは生物の新陳代謝を促す最も有

効な方法なのじゃ。 老木を元気にさせるには、根っ

こを切ればええじゃろう？  弱っていた生命力が

たちまち復活する。 「自然に適度な関与」などとぬ

るいことでは里山再生はできまいぞ。 ましてや、持

続可能な社会の構築などというスケールならなお更

じゃ。 ガンガン破壊して、ジャンジャン再生させる。 

これが、わしらの未来を豊かにする方法に他ならん。  

 

 ウクライナの惨状を見て嘆き悲しむばかりでは能

がない。 どうしたら戦争を無くせるかという発想で

はなく、以前にも述べたが人間社会も自然環境も、長

い歴史の中で争いと破壊を免れることは実に困難じ

ゃ。 感染症も絶滅することなど不可能なんじゃから、

知恵を絞らにゃならんのは、いかに素早く再生・復活

させるかじゃ。 再生・復活の過程にこそ我々の目指

す高みがあるのじゃなかろうか。 里山から学び感じ

ねばならんものは、再生・復活の息吹なのじゃ。 

 

じゃからと言うて、ジジイを蔑ろにするでないぞ。 

わしらはもうほどなく朽ちるので、若い芽が伸びるの

を邪魔するつもりもない。 どんどん伸びておくれ。

わしらの存在などかき消すかのように。 未来はお前

たちの為にあるのじゃから。 

 

            

 

 

ぶつぶつ 



 梅雨入りしましたので、次の活動はどうなるか分かりませんが、ひとまず下記のとおり予定しました。 暑

いときなので、少し雨模様の方が良いかもしれません。下草類はこの時期に刈り払わないといけないのでち

ょっと頑張るつもりです。 新デッキ建築にまで手を伸ばせるかは天気と相談ということになりそう。 む

しろ汗をかいた後の温泉をメインに考えています。 ぜひご参加を。 

日 時 ：  ７月９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。 

 

今回は、ゆめさきの森公園

のボランティアグループ「ゆ

めもりクラブ」との共同作業を行いました。 「ゆめ

もりクラブ」とは公園で活動する 5つのボランティア

グループの有志たちで、虹技もその一員と言えなくも

ありません。 ともあれ、同じ森林整備を愉しみとす

る仲間同士、交流を深めるのは良いことです。 

 まず、「ゆめもりクラブ」の皆さんが作ってくれた

テーブルチェアセットを、虹の森活動拠点の東屋に運

び込む作業です。 他の誰より我々が一番使うこと間

違いないので、とてもありがたい。 りっぱなテーブ

ルは休憩時などにフル活用させていただきま～す。 

 

 次は、「ゆめもりクラブ」の活動斜面の伐木クズ撤

去作業です。 結構な面積を全伐木した斜面で、発生

した枝の量が半端じゃない。 20人がかりで 2時間

近く頑張っても、全ての枝を下すことはできませんで

した。 この日はすごく湿度も高く、みんな汗だくの

ヘロヘロに。 

 

 みなさん、午後から虹の森で作業をする元気がなく

なっちゃったので、この日はこれで解散。 「ゆめも

りクラブ」のリーダーさんからは、ぜひとも活動への

参加をと強いラブコールを受けちゃいました。 どう

しようかなぁ。 

 

 ともあれ、虹の森の整備は来月までお休み。 そう

なると 3ヶ月も間が空いた次の活動は、下草刈りを頑

張らなくっちゃと思います。 タケニグサがわっさり

生い茂っているはずです。 それに、新デッキの建築

材の伐木と皮むきもまだまだあります。 梅雨時は木

の皮もむきやすいと聞くので、来月がチャンスかもで

す。 先日、テレビでプロの皮むき装置を映していま

した。 なんと、高圧水であっという間にツルリとむ

いてしまいます。 うらやましい～。 

 

 活動の終わりに新しい公園職員の松本さんが紹介

されました。 フレッシュで、働き始めたばかりとの

事。 早く仕事に慣れて、色々と助けてくださいね。 

応援しています。  


