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5月号クイズの答え　クレープ　投稿留意事項　▶投稿物は返却不可▶公序良俗に反しないこと▶政治・宗教団体、営利目的の投稿不可▶添削あり

● 子どもと所沢七福神めぐりや所澤
郷土美術館に遊びに行ってみたい
と思いました！生まれも育ちも所
沢ですが、まだ知らない魅力がた
くさんありますね（山口・20代）
● 八国山や荒幡富士に自転車で行っ
たことを懐かしく思い出しました。
新型コロナウイルスの感染拡大が
落ち着いたら、思い出を振り返り
ながら久しぶりに行ってみようと
思います（松葉町・60代）
編 集から●特集の「八国山・荒幡富
士みつけたび」では、狭山丘陵の
東端に広がるみどりと歴史ロマン
をご紹介。外出の自粛が求められ
る中ですが、紙面上で所沢での
「みつけたび」を楽しんでいただ
けましたか？

● 早速、手作りマスクを子どもと一
緒に作りました。縫わないのに意
外にしっかりしていて、子どもも
好きな柄のハンカチで気に入って
くれました（北中・30代）
編 集から●手作りマスクを作ってみ
たという多くの声が。今後も、不
要不急の外出自粛や手洗い・うが
い、マスクの着用などを心掛けま
しょう！

● 今年はお花見ができなかったので、
撮れたてNEWSの桜の写真がい
っそう美しく感じました（東町・
20代）
編 集から●こんな状況でも変わらぬ
美しさを見せてくれる桜。本号の
表紙にもきっと癒されるはず。

「コロナで大変な中、お疲れ
様」「体に気を付けてがんば

って」。プレゼントアンケートで寄
せられた温かな言葉の数々に胸が熱
くなりました。新型コロナウイルス
感染症に気が抜けず、誰もが大変な
時期が続いていますが、本号の表紙
には「みんなで乗り越えよう」とい
う思いを込めました。全国コンクー
ルでの受賞も、日頃から支えてくだ
さる皆さんの叱咤激励があってこそ。
改めてお礼申し上げます（加賀谷）

本号の折り込みで、身近な場
所にテイクアウトができるす

てきなお店を発見。9面には夏バテ
防止の梅レシピを掲載しています。
外出自粛中でも、充実した「おうち
時間」を過ごしたいですね（齋藤）
　　　本号の特集は 2本立て。トコ

トコ健幸マイレージは、いつ
ものウォーキングから健康を意識す
るきっかけになります。不要不急で
はない外出の際など、生活の中の一
歩一歩を数えてみませんか？（宮﨑）
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所沢市議会議員
一般選挙結果　
初夏のイベント、
届きました。
ひと足早く､夏の
思い出を予約

人口(前月比）344,300人（+388人）男170,547人( +101人) 女173,753人(+287人)　　世帯数160,742世帯（＋612世帯） 平成31年4月末現在
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海に囲まれた日本に暮らす私たち。
その海を埋め尽くそうとしている

“身近なごみ”を知っていますか？
　世界の海には、すでに1億5千万トン
を超えるプラスチックごみが存在してい
て、現在、1年間に少なくともジャンボ
ジェット機5万機分（800万トン）のプ
ラスチックごみが世界の国から流れ込ん
でいます。このままでは、2050年まで
に海のプラスチックごみの重さが、海に
いる魚の重さを上回るという衝撃的な予
測がされているのです（右図参照）。

　世界で発生するプラスチックごみの
47％は、私たちの努力次第で減らすこ
とができるペットボトルや食品トレーな
どの容器包装に使われるプラスチックで
す。そして、それらプラスチックごみの
一人当たりの発生量が世界で2番目に多
い国は、なんと日本。つまり、私たちの
努力で海を汚すプラスチックごみを減ら
すことができるのです。
　「所沢には海がないから関係ないな」
と思ったあなた。今、あなたが食べてい
る魚たちが暮らす海は、全て市内の川と
つながっています。そう、他人事ではな
いのです。

軽くて丈夫、しかも安価で手に入りやすいプラスチック製品。
いまや私たちの暮らしに欠かせないものです。
しかし、そんな便利なプラスチック製品が、使い捨てられてごみとなり、
ポイ捨てや間違った分別などの結果、
川を通じて最終的に海を汚していることをご存じですか？
海なし県の所沢市民も関係する問題を、海のカメさんが教えてくれます。
問資源循環推進課☎ 2998-9146

　5mm以下の細かい
プラスチックをマイク
ロプラスチックといい
ます。マイクロプラス
チックを食べた魚を人
が食べた場合、健康に
影響が出るのでは？と
懸念されています。

▲ハワイの海岸で見つかった日本の飲料用プラス
チック容器。日本のごみが、海を渡って海外まで
流れ着いているのです。

　世界経済フォーラムは、2050年まで
に「海のプラスチックごみの重さが海に
いる魚の重さを上回る」と予測を発表。

海のプラスチックごみ 海の魚たち

提供：九州大学 磯辺研究室

◎カメさんが海のプラスチックご
みのことを教えてくれる紙芝居
『ひろいうみのおは
なし（所沢市作成）』
は、所沢図書館や
市 HP（ 紙芝居）
でご覧になれます。

で

出典：NOAAアメリカ海洋大気局

海を漂う 5mm以下のプラごみたち 海とつながっている
　　　私たちの暮らし

2050 年の予測 
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まずは、基本のおさらい。ごみの
ポイ捨てをしないことはもちろ

ん、正しくごみを分別・処理すること
が重要です。

　たとえば、容器包装プラスチックご
みは、汚れたままだと資源化できませ
ん。残飯などは必ず取り除き、水をか

けたり、布などで拭き取ったり、汚れ
を落としてから捨ててください。
　正しい分別と処理が習慣化できれば、
誰でも簡単に日々の行動で海を守るこ
とができるのです。
　「それだけ？もっとできることはな
いの？」と思ったあなたには、次のス
テップをご紹介します。

買い物時についついもらってしま
いがちなレジ袋ですが、そのま

ま使い捨てたり、使わないまま貯まっ
てしまったりしていませんか？
　日本人は、年間305億枚、一人当た
り年間300枚のレジ袋を使っていると
いわれています。しかも、レジ袋の
製造から処理までに必要なエネルギ
ー（1年分）は、原油換算で25ｍプー
ル約1,200個分！マイバッグを使えば、
必要のないレジ袋の削減だけでなく、
資源の節約にもつながります。普段の

お買い物だけでなく、とことこ市や市
民フェスティバルなどのイベントにも、
ぜひマイバッグをお持ちください。

　レジ袋以外にも、ペットボトルやス
トローなど、身の回りには使い捨てに
なっているプラスチック製品がたくさ
んあります。生活の中で、「このプラ
スチック製品、使わなくても大丈夫か
も？」と自分に問いかけてみてくださ
い。必要のないプラスチック製品の多
さに驚くはずです。

海に流れ着く前にストップ！身近
な川をきれいに維持・保全する

ためには、定期的な清掃が大切です。
市内には川の清掃活動を行う団体が多
数あり、いつでも仲間を募集していま
す。「参加してみたい！」
と思った方は、市HP（ 川
の維持・保全）をご覧くだ
さい。
　5月30日（ごみゼロの日）から6月
8日（世界海洋デー）までは、「海ご

みゼロウィーク」＆「埼玉県プラごみ
ゼロウィーク」です。未来の子どもた
ちに美しい川や海を残せるよう、所沢
市は「マチごとプラスチックごみ削
減」に取り組むことを宣言しています。
海がなくても所沢市民にできることは
たくさんあります。暮らしの中で、使
い捨てプラスチックをやめる、清掃活
動に参加してみる、できることから始
めてみませんか？

　清涼飲料用のペットボ
トルだけでも、国内出荷
本数は 227億本（2017
年度）。一人当たり年
間 179本飲む計算です。
マイボトルを持ち歩くこ
とで、使い捨てペットボ
トルを減らせます。

◎川以外の場所で出たごみが風などで
川に飛ばされることも。地域の清掃も
大切です。各地域の清掃活動団体は、
市HP（ アダプト・プログラム）をご
覧ください。

▶ポイ捨て厳禁
▶正しいごみの分別・処理

▶マイバッグを使って、レジ袋を辞退
▶マイボトルを持ち歩く　など

▶川の清掃に参加
▶毎年5月と11月に行う「環境美化の日」
　など、地域の清掃に参加

　子どもたちにも海のプラご
みのことを知ってもらうため
に、市内保育園でもボクが登
場する紙芝居を読んでもらっ
ているよ。

子どもたちにも子どもたちにも子子どもたちに子どどどもたちにどども子

　

毎年 179 本は飲んでいるペットボトル飲料

こうすることで、所沢から出る
海のプラごみを
ストップ！

清掃活動に参加する

使い捨てのプラスチックをやめる

海がなくてもできることはいっぱい
STEP1

STEP2

基本のおさらい

使い捨てプラをやめる

清掃活動に参加する

　商品が入っていた容器や包装
で、プラマークのあるもの。

身近な容器包装プラスチック
▶レジ袋
▶パンやお菓子の袋
▶ペットボトルのラベル
▶食品のトレーやチューブ
　　　　　　　　　　　など

所沢市の容器包装プラスチック

【出典・参考】  環境省「海洋プラスチック問題について」、経済産業省「なっトク、知ットク 3R」、WWF ジャパン「海洋プラスチック問題について」、
PET ボトルリサイクル推進協議会「PET ボトルリサイクル年次報告書 2018」

家の中で過ごす時間が増えたこの
頃。"おうち時間"を広報マスコッ
ト「ひばりちゃん」と楽しく遊び
ませんか？素材は市HP（ ひばり
ちゃん）で入手できます。
問広報課☎ 2998-9024

ひもやテープに飾りをつけ
て、壁や天井に吊るす「ガー
ランド」。ひばりちゃんと
一緒に自分の写真やイラス
トを飾っても楽しいかも♪

疫病除けとして SNS で話
題の「アマビエチャレンジ」。
アマビエひばりちゃんを好
きな色で塗ってね♪

応募方法
①住所②氏名③年齢④ペン
ネーム⑤タイトル⑥作品コ
メント⑦広報紙の感想を記
入し、メール・郵送（写真
は 10MB以内）

▶ hiroba@city.tokorozawa.lg.jp
▶ 〒 359-8501 広報課みんな
のひろば（住所不要）

写真・エッセイなどあなた
の " おうち時間 " の過ごし
方を自由に送ってね♪

広報ところざわ広報ところざわがが
全国広報コンクール全国広報コンクールでで入選！入選！祝!祝!

ひばりちゃんと、おうちで遊ぼう！

ガーランドでおうちを
かわいく飾ろう♪

塗り絵で
「アマビエ｣に変身！

令和 2年全国広報コンクール（公益
社団

日本広報協会主催）「広報紙・市部」
で、令和元年 6月号が初の入選
に輝きました！
埼玉県審査で特選を受賞後、全国
審査に進み、初出品で初受賞とな
りました。

読者の皆さんあってこその広報と
ころざわ。「読みやすい・役立つ・
共感できる」広報紙を目指し、今
後も魅力ある広報紙をお届けして
いきます！
問広報課☎ 2998-9024

応募応募応募応募応募応募応募応募募応募募応募募応募方法方法方法方法方法方法方法方法方方法法方法方法方法方方方法

みんなの"おうち時間"をみんなの"おうち時間"を
大募集！大募集！

◀紙芝居から抜け出し
た「カメさん」が所沢
市民に海洋プラスチッ
クごみ問題を伝えた特
集「海のカメさん、所
沢に行く」。
本紙 7 月号からカメ
さんが再び登場予定！
お楽しみに♪


