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平成２６年度に環境省が「循環型社会」の実現に向けて、３Ｒ（リデュース・リユース・

リサイクル）の促進に関する啓発活動に資することを目的に募集した「３Ｒ促進ポスター

コンクール」の応募作品をご紹介します。 
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鍋帽子®でエコでスリムな生活を！ 

～斐川環境学習センターで「鍋帽子®作り教室」開催～ 

平成 26 年 10 月 10 日（金）午前 9 時 30 分から午後 1 時まで、斐川環境学習センター主催

で、鍋帽子®作りの教室が開催され、８名の方が参加されました。講師は、「大社友の会」の松

尾貴子さん（代表）、藤原弘江さん、伊藤勝子さん、矢野礼子さんの 4 名の方で、作り方や利

用方法などを丁寧に説明されました。 

鍋帽子®とは、布や綿を使って帽子のような形を作

り、鍋全体を覆うことで、保温調理し、保冷すること

もできます。大正 5 年に「婦人之友」誌で「火なしこ

んろ」として紹介されたのが始まりで、その後、「友

の会」という組織が、電気・ガスの使用量を減らし、

Co２（二酸化炭素）の削減をしていこうと、工夫

を重ねながら、上の写真のような、現在の形に作

り上げられました。 

参加者のほとんどの方が鍋帽子®を作るのは初

めてで、最初に好みの生地を選び、次にミシンで

縫い合わせ、更にそれに綿を入れ、形を整えてい

きました。最後に裾部分の手縫いが必要で、この工

古布を再利用して作られた鍋帽子® 

鍋帽子®の作り方を熱心に聞く参加者 
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程は難しく手間がかかりますが、鍋帽子®作成の一番重要なポイントであるため、縫い方のコ

ツを教えていただきながら、一生懸命取り組んでいました。 

完成後は、鍋帽子®の利用方法の説明があり

ました。カレーやシチューなどの煮込み料理

は、まず材料を炒め、水を加え沸騰させてから

約５分間煮込み、その後、火からおろして鍋帽

子®を被せておきます。数分から数時間そのま

まにしておくと、材料に味がしみ込んでふっく

らおいしい料理が出来上ります。鍋帽子®を使

うことにより、火にかける時間が通常の調理時

間より短縮でき、ガス・電気の使用量を減らすことができます。また、保温中は手が空くので

別の調理ができること、いつでも温かい料理がスタンバイできるという利点もあります。 

この日は、大社友の会の方が、鶏むね肉のハムや、朝から煮込んだ野菜ポタージュを用意さ

れ、鍋帽子®を作成している間中（約 3 時間）保温しておられましたが、丁度よい温かさが保

たれており、参加者の皆さんも保温力の高さに関心しながら試食しておられました。 

この他にも、１時間鍋帽子®に入れておくだけで温泉卵が簡単に作れる方法や、茶わん蒸し、

これからの季節に美味しいおでんなどの調理方法が紹介され、参加者は、自宅で活用しようと

興味深い様子で聴いておられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

綿の縫い付け方のポイントを説明する様子 

鍋帽子®の型紙を裁断した後の布 

素敵な鍋帽子®を作成する参加者 
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Q：いつから活動をされていますか。 

A：全国また世界に「友の会」という組織があり、各地域で活動しています。 

出雲地域では、大社友の会が昭和２２年に設立され、世代を超え衣食住すべて

において知恵を出し合い、勉強しています。また家庭から何か情報発信はできな

いかを常に考えて活動をしています。 

大社友の会の会員数は、4９名で毎月各地域で「もより会」を開催し、会員相

互に情報交換しています。 

 

Q：鍋帽子®以外にも何か取り組んでおられますか？ 

A：「家計簿をつける」ことに、一番ポイントをおいて取り組んでいます。家計

簿をつけることによって、予算内でどのようにやりくりをするか、無駄をなくす

ために、どのような工夫ができるかを互いに考え、意見交換しています。 

家計簿をつけることによって、物にはすべて「自分にあった適量」があること

が分かります。例えば、食事を作るのにも、人数に応じた量があり、食べ残しは

ごみになるので、残らないように料理を作ることができるようになります。 

まずは、自分の適量を知ることが大切であり、それが、結果としてごみを減ら

すこと、また光熱費を減らす省エネにつながると思います。 

 

Q：このような活動をされて良かったことは、何ですか？ 

A：毎日の家事は、なかなか大変だけれども、このように「友の会」の活動を

通じて他の方から教わることも多くあり、刺激になってとても良いです。何かの

「きっかけ」があると、人は意識を変え、それが、毎日の生活を良い方向にして

くれると思います。 

このように、私たち一人ひとりの取り組みは小さな事かもしれないけれど、み

んなが行動に移せば、大きな成果をあげることができると考えています。 

今後も鍋帽子®について、各地域で要望があれば出向き、作り方の講習などを

行います。その他にもダンボールコンポストや、重曹やクエン酸を使った掃除の

仕方を紹介しています。家庭でできる環境にやさしいことをたくさんの方に紹介

していきたいと思います。 

 
家事家計講習会をつぎのとおり開催します。家計簿を付けることの大

切さを知り、今の生活を見直すヒントが得られるかもしれません。興味

のある方は、ぜひご参加ください。 

○11 月 6 日（木）午前 10 時～正午 パルメイト出雲 

○11 月 9 日（日）午前 10 時～正午 遙堪コミュニティセンター 

～問い合わせ先～0853-53-4677（藤原さん） 

 

～大社友の会ってなあに？～ 

教えて！ 

教えて！！ 



 

5 
 

 

 このコーナーでは、知っているようで知らなかったごみの出し方や、ついつい起こっ

てしまうトラブルなどをテーマに分かりやすく解説していきます。 

 今回は・・・ 

 

 

 

 

 

 

▷指定袋に入れる場合・・・       ▷収集券で出す場合・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

                          

袋に入る大きさ・重さであれば、「電

気毛布・電気カーペット」と張り紙をし

てから、埋立の袋に入れてください。 

 

袋に入らなければ、１ｍ四方に折り

たたんで、埋立ごみの収集券を直接貼

って出してください。 

 

コントロール部分・電

気コードは、取り除い

て、破砕ごみで出して

ください。 

収集者に中の 

ものが何か分

かるように、張

り紙をしてく

ださい。 

 

 
埋立の収

集券（赤

色）に氏名

を記入し

てくださ

い。剥がれ

易い場合

は、ガムテ

ープで補

強してく

ださい。 
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突撃！ごみ減量化レポート！ 
 このコーナーは、皆さんのご家庭や職場で、ごみ減量を工夫し実践している方を取

材し、紹介するという情報コーナーです。 

 今回は、エコ・レザークラフトに取り組んでおられる、斐川町在住の嘉 手 納 力
 カ  テ  ナ ツトム

さんにお話を伺いました。 

**************************************************************************** 

エコ・レザークラフトとは、何ですか？ 

皮革を使って、小物入れ等を作ることです。必要な

道具は、針や糸、目打ち・革を切るカッター・革の切

り口（コバ）を整える塗布物などです。道具を揃える

のが大変というイメージがありますが、100 円ショッ

プで売っている道具もありますので、難しく考え 

なくても大丈夫だと思います。 

皮革は、取扱い業者（例えば、鞄などを作る工場など）で、かばんなどの型を切り抜いた

後の余りの部分を、まとめて購入したり、以前自分が使っていたビジネスかばんを解体して

再利用しています。 

はじめられたきっかけは何ですか？ 

４～５年前から作り始めました。もとも

と、物作りが好きで、自分好みのかばんな

どをなかなか手に入れることができない

ので、それならば自分で作ってみようと思  

ったのがきっかけです。 

どのような物を作っておられますか？ 

ペンケースや名刺入れ、腕時計のベルト等を作っています。最近は、スケート靴の形のキ

通信販売などで購入した皮革の余り 

嘉手納 力さん 
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ーホルダーを

作りました。

既製品では、

自分が欲しい

ものがなく、

スケジュール

帳は、ポケッ

トを追加する

など、自分の使い

易い形にしまし

た。革は、手入れをすれば長く使うことができ、３世代まで引き継ぐことができるのも魅力

の一つです。 

こんな、すてきなものに生まれ変わるなんて、なんてスタイリッシュなのでしょう！！ 

でも、作るのは、難しそうですね(^_^;) 

いいえ、そんなに難しくはありませんよ！型紙があれば、それに沿って①革を裁断→②穴

を開けて糸を通す→③切り口（コバ）の処理をするという工程で、ペンケースなら約１時間

で作れます。 

はじめにコツさえ掴めば、だれでも簡単に作れます。小さな革でも、何かに使えるのでは

ないかと組み合せを考えたり、色合いを見ながら重ね合わせて自分の好きなデザインにする

ことができるので、作りだしたら夢中になりますから、皆さんにも、気軽に取り組んでいた

だきたいと思います。 

また、下記のとおり斐川環境学習センターで、「エコ・レザークラフト入門講座」を開催し

ますので、興味のある方は、ぜひご参加ください。お待ちしています。 

まさに、リデュース（ごみの発生抑制）・リサイクル（再利用）ですね。引き続き、嘉手

納さんの取り組みを、多くの方に伝えてください！ 

 

キーホルダーやペンケース・裁縫用のはさみのカバーなど、すべて皮革の余りを組み合わ

せて作成されています 

「エコ・レザークラフト入門講座」 

と き：平成２６年１１月３０日（日）午後１時 30分から４時まで 

ところ・申込先：斐川環境学習センター（☎ 0853‐72‐5242） 
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今回は、9月 24日（水）～26日（金）、出雲市役所で職場体験をした、出雲市立第一

中学校 3年生（3名）の生徒さんの書いた記事を掲載します。 

 

1 日目：海岸清掃にて・・・ 

遠くから見るときれいな海も、近くで見ると、ペ

ットボトルや空き缶などたくさんごみがあり、中に

はハングル文字の容器なども流れ着いていました。

海岸が汚くなると環境が悪くなり海や川の生物が

いなくなってしま

います。海の魚などがいなくなると、人間は魚を食べるこ

とができなくなるし、海の中の生態系にも影響を及ぼす可

能性があります。 

それを防ぐにはみんなが環境のことにもっとこだわり、ご

みを捨てないようにしなければいけないと思います。 

2 日目：ごみの処理施設にて・・・ 

平成 15 年に建設された出雲エネルギーセンター

には、３市１町から１日平均１５５トンの可燃ごみ

が搬入されています。エネルギーセンターで焼却さ

れて残った灰は、最終処分場の出雲クリーンプラ

ザで埋め立てられますが、処分場も約 20 年で一

杯になる予定のようです。 

一人ひとりが、ごみの分別・減量をする努力が必要だと思いました。 

出雲クリーンプラザで最終処分場（埋立場）

の説明を聞く生徒達 

大社地域の海岸で漂着ごみを回収する様子 

僕ら 
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３日目：出雲保健所にて・・・ 

出雲保健所では、狩野さんに

お話を伺いました。主に、保健

所で引き取られる犬、猫について、上記の図のように、返還・譲渡されるということ、それ

以外の犬・猫は、最終的に殺処分されるということなど、詳しく説明を受けました。「飼い

主が責任を持って最後まで動物を飼うことが一番大切」という言葉が印象的で、強く心に残

りました。 

職場体験を終えて… 

○職場体験をする前は、市役所の方は、ずっと椅子に座りっぱなしで、環境や自然に関する

仕事をしているイメージでしたが、３日間体験してみて色々な施設に行ったりするということ

が分かりました。今回学んだことをこれからの生活に生かしたいと思いました。（切川 雄太） 

○環境政策課とは、色々な所に出掛けて行き、環境を守る仕事だと思っていました。職場体

験を通じて、市内に出掛けて働いてる人もいれば、パソコンを使って市全体のエネルギーの管

理をする人もいて、それぞれ働き方は違うけれども、「出雲の環境を良くする」という一つの目

標のために頑張っているんだと思いました。また、ごみ処理施設や、保健所で働く方など、色々

な方の働く姿を見ることができとても勉強になりました。この職場体験ではたくさんのことを

学べたと思います。                         （竹内 壱輝） 

○一番心に残ったのは、市役所の職員の人と階段ですれ違うことが多かったですが、あいさ

つが徹底されていてあいさつが返ってこないことがありませんでした。あいさつが、やっぱり

一番大切だと思いました。                      （足立 皐月） 

飼い主がわからない 

殺処分 

返 還 

保 健 所 に や っ て 来 た 犬 ・ 猫 の 行 く 末 

譲 渡 

飼い主から 

 捕 獲（犬のみ） 
引取り 
保 護 

引取り 

公 示 不明 

判 
明 

譲渡適正判断 不適 

適 

引き取られた犬にエサを与える生徒達 
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シリーズ「リサイクルは先人に学べ！」は、江戸時代から昭和初期の私たちのご先祖

様が生活の中で普通に行っていたリサイクルについて学び、現代の私たちがどのように

その知恵を生かしていくか？というコーナーです。 

 

江戸時代はごみを減らすためのリサイクルではなく、「モノを大切に最後まで使う」

という考え方によりリサイクル社会を生み出していったのです。それは単に貧しかった

からではなく、先人たちの絶え間ない工夫と努力によるものだということも忘れてはな

りません。 

左の絵は「下駄の歯入れ（げたのはい

れ）」の仕事をしていた人を描いたもの

です。 

下駄は日本特有の履物で、様々な種類が

あります。足を乗せる部分を台と呼び、台

の下に「歯」と言われるものが前後に 2枚

付いています。この台部と歯部を別々に作

り、それらを組み合わせたものを「差歯（さ

しば）下駄」と呼び、鎌倉時代になって使われるようになりました。さらに江戸時代には多

様な形態の下駄が登場し、一般の日常生活に浸透していったようです。下駄の歯の部分は特

に減るのが早く、磨り減った歯だけを交換する「下駄の歯入れ（げたのはいれ）」の専門の

職人がいて、巡回して来るのを待ってその場で注文し、すぐに入れ直してくれたものでした。 

現代でも、靴底を張り替えて何度でも履くというスタイルがありますね！靴だけに限らず、誰も

が全ての物に対して、壊れても何度でも修理をして、長く使い続けていくエコライフ生活を続けてい

きましょう！ 

出展：「四時交加」国立国会図書館 
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今回のシリーズ「ごみに関するエトセトラ」は、知っているようで意外と知らない、

ごみの出し方・分別の仕方などについての、クイズです。 

題して「これであなたも、分別マイスター（名人）！ごみに関するクイズにチャレ

ンジ」です。ぜひ、皆さんも挑戦してみてください。 

※正解は、次ページに記載しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  空きびん（リサイクル

の袋）で出せないものは、次の

うちどれでしょう？ 

①飲み薬のびん 

②化粧品のびん 

③ジャムのびん 

  市で収集しないものは、次

のうちどれでしょう？ 

①電子レンジ 

②自転車 

③冷蔵庫 

④チャイルドシート 

 

    ふとんの出し方で、間違っているのは、次のうちどれでしょう？ 

①可燃ごみの袋に入る大きさなので、丸めてそのまま袋に入れた。 

②１ｍ四方に折りたたんで、ひもで絡んで可燃ごみの収集券を直接貼って出した。 

③５０㎝角に切って、可燃ごみの袋に入れて出した。 

④切らずにそのまま、出雲エネルギーセンターに持ち込んだ。 

 

第２問 第３問 

古布の回収にご協力いただきありがとうございました！ 

10月 4日（土）に平田・佐田・多伎・湖陵・大社地域で古布（古着）の回収を

実施したところ、多くの方にお持ちいただき、２．６ｔの古布を回収することがで

きました。ご協力いただきありがとうございました。 

 

第１問 
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お知らせ～information～  

      
    

衣類のリユース（再使用）を推進するため、次の日程で古着を無償で引き

取り、お求めの方に販売する「いずも古着市」を開催します。 

▷持ち込み 

平成 26年１１月２２日（土）午後１時～午後４時  

古着をお持ちいただいた方には、古着 1枚無料券を差し上げます。 

販売を希望されない場合は、無料で回収し、直接業者に引き渡します。 

▷販売 

平成 26年１１月２３日（日）午後１時～午後４時 

どれでも、1枚 100円で販売します。 

▷ところ 

出雲市役所 くにびき大ホール（出雲市今市町７０） 

▷ 持込みができる古着 

①洗濯がしてあり、リユース（再使用）できるもの 

②汚れ（シミ等）や変色、においがないもの 

③擦り切れ・補修・穴のないもの 

④ファスナーやボタン・縫付などに損傷がないもの 

⑤ネームがないもの 

などが条件です。詳しくは、市のホームページをご覧ください。 

→http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1346394659463/index.html 

 

「これであなたも、分別マイスター（名人）！ごみに関するクイズにチャレンジ」の正解 

第１問：①（50㎝を超えるものは、一度裁断をする必要があり、可燃ごみの袋にそのまま入れる

と、出雲エネルギーセンターの機械に絡まり、故障の原因となります。） 

第２問：③（家電リサイクル法の対象品目であるため、市で収集・処分はできません。） 

第３問：②（化粧品のびんや油のびん等は、リサイクルでの収集対象外ですので、埋立ごみの袋で

出してください。） 
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