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平素は会員のみなさま、関係機関のみなさまには、大変お世話になり感謝しております。
ＡＳＵの会は任意団体として、平成 17 年 6 月に発足し、約 3 年の経過です。昨年 2 月にＮＰＯ法人を
設立登記し、活動を本格化しました。
活動は、環境に取組むエコ倶楽部ＡＳＵと、パソコン・手芸・色鉛筆画・フラダンスな
どシニアのためのサロンマスターズ倶楽部ＡＳＵの、二つを中心に行っています。活動
はお蔭さまで着実に広がってまいりました。
ＡＳＵの会の会員、賛助会員のみなさまに、このたび私たちの活動のあらましを年 2 回
定期的にご案内していくことになりました。ご一読くだされば幸いです。また、近くに
お越しの折には「しんかな CITY」「SS ひろば堺東」の会場にお立寄りいただければ嬉
しいです。引き続き温かいご支援とご意見など、お寄せいただければありがたいことでございます。

旧役員交歓会にて

役員・事務局の一言メッセージ
あすも 元気で 楽しく

(稲木佶朗)

“地球にやさしい”をしています

(岩井日出治)

元気・やる気で ASU に出発 !

(上田篤子)

健康長寿で ASU の会を続けたい

(坂本 昭)

準備は整ってきました！

(柴田美治)

みんなで楽しもう未来(あす)も健やか (玉井陸雄)

新しい仲間に出会いました!

(西川都代美)

持っているものを出し合ってあすへ

(野口昭子)

仲間の絆を大切にしていきたい !

(森谷佐智子)

仲間の刺激を受けて、エコ活動 !

(雛本宜之)
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エコ倶楽部 ASU だより

(部長

岩井

日出治)

エコ倶楽部の目ざすこと
「温暖化防止 byＢＤＦ」をスローガンに、身近なところから環境問題へ取組める活動を始めました。
家庭の使用ずみ天ぷら油からバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）をつくり、これを普及させることは、地
球温暖化の原因である二酸化炭素（ＣＯ2）の増加を防止する一助になります。循環型社会の形成、次
世代を担う子どもたちへの環境教育・啓発に寄与できると考えています。何よりもこの活動をする私た
ち自身が“気軽に・楽しく・いきいき”とした仲間との交流をはかることを目ざしています。
エコ倶楽部の活動は
・ 平成 17 年６月に“家庭の使用ずみ天ぷら油からＢＤＦをつくる”をテーマに、活動を開始しました。
・ 平成 19 年４月に堺市西区の埋立地「堺第７－３区」で大阪府と共同実証実験を始め、同年 9 月から、
本格的にＢＤＦの製造実験を開始しました。
・ 準備を始めた家庭の使用ずみ天ぷら油の回収を、同年 11 月から堺市南区で自治会の協力を得て開始
し、現在は東区でも地域の女性会の支援により回収を実施しています。１ヶ月の回収量は 700Ｌを超
えるようになりました。
・ 平成１９年７月に発足した「堺市ＢＤＦ利活用推進検討会」に参加し、本年３月より堺市クリーンセ
ンター東工場内で大阪府立大学と一緒にＢＤＦの製造実験を継続しています。
・ 平成２０年６月から、この１００％ＢＤＦを使って堺市のごみ収集車（パッカー車）による試験走行
を「堺第７－３区」で行っています。１１月からは「バイオディーゼル燃料

走行実験中」のステッ

カーを貼ったパッカー車が、南区で走り出しています。
・ BDF のＰＲや啓発は、さまざまなイベントに参加し、ＢＤＦ製造の体験参加を含めた公開実験やパネ
ル展示、パンフレットの配布、体験談の発表などを通して、環境にやさしいＢＤＦ活動をより多くの
人に知ってもらう場としています。
エコ倶楽部のこれから
これからも地域に密着した活動を広げていきます。家庭の使用ずみ天ぷら油の回収によるＢＤＦの製造
と利活用を地域で循環する地産・地消、すなわち、家庭油田開発を目標にしています。身近に取組める
環境改善の場として、気楽につどえる交流の場として、みなさまの参加を歓迎いたします。
【私たちの活動現場です】

BDF の製造実験
(ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東工場)

使用ずみ天ぷら油の回収(東区)

堺市のパッカー車が BDF で走行(晴美台)

参加体験公開実験(ｴｺ･ﾘｻｲｸﾙﾏｰｹｯﾄ)

見学会(堺 7-3 区)
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マスターズ倶楽部 ASU だより

(部長

玉井 陸雄)

マスターズ倶楽部のあゆみ
生きがいを追求する元気なシニアには若者に負けない強いエネルギーが感じられます。シルバーアドバ
イザー養成講座を平成17年3月に修了した10名が中心となり、闊達なシニアの要望に応え、私たちの培
ってきた技能や経験を活かして、ともに楽しみ・自由に交流できる継続的な場(サロン)の提供と支援する
仕組みづくりを検討してきたのがこの倶楽部の始まりです。
マスターズ倶楽部の活動は
・ 平成18年7月から「しんかな CITY」で、目ざしていたサロン運営の試行に取組みました。
・ 平成19年1月には「堺市高齢者就労的生きがいづくり活動実施支援事業」の認定を受け、サロン運営に
必要なパソコン等の什器備品類も整備され、活動に弾みがつきました。
・ 法人化後の平成19年4月には「堺市セカンドステージ応援団運営協議会」からの受託により、
「SS広場
なかもず」でサロンの運営を行い、活動拠点も２ヶ所になりました。新たに多くの人たちとの出会いと
共感を得ましたし、活動を通してASUの会の知名度向上になりました。
・ 3年目を迎える平成20年4月から、
「SS広場なかもず」の会場を「SSひろば堺東」に移して、
「しんか
な CITY」とともに、活動の強化を図り、利用会員は増加してきました。
・ サロン開始当時のメニューに比べて、現在はパソコン、囲碁・将棋、手芸、色鉛筆画、フラダンス、お
肌のケア、ディスコンと広がってきています。
マスターズ倶楽部のこれから
この数年間に得た貴重な情報と体験を基に、これからもシニアの生きがいへの架け橋として、きめ細
かく応える活動を目ざします。そして、この倶楽部で出会った人と人とのつながりから、新たな仲間づ
くりの輪の広がりへと発展してきていることに喜びを感じています。みなさまの参加をスタッフ一同、
お待ちしております。
【私たちの活動現場です】

会員の作品

パソコン (しんかな CITY)

パソコン (SS ひろば堺東)

フラダンス (しんかな CITY)

手 芸 (しんかな CITY)
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今年度の主なできごと(春～秋)
朝日新聞に、エコ倶楽部の活動が掲載
エコ・リサイクルマーケット(堺市主催)で、子どもたちに BDF の製造体験実施
堺市の清掃車に 100%BDF 使用による走行テスト開始
堺市東区の日置荘校区で、市民による使用ずみ天ぷら油の回収開始
アクティブ・カレッジ(堺市南区役所主催)で ASU の会の活動紹介
ASU の会がソロプチミスト環境貢献賞における顕彰決定通知受領
ＢＤＦをテーマに講演（大阪ゴミゼロネット主催）
市民活動フェスティバル(堺市社会福祉協議会主催)に活動の PR とバザー参加
S コープ生協祭の環境セミナーの講演
堺市清掃車１台に 100％ＢＤＦを使用して、走行開始
「さかいっ子環境フェスティバル 2008」にて子ども達に BDF の製造体験実施、回収の事例紹介
同上の環境フェスティバルで、BDF のエコ体験をしている様子が NHK のテレビ・ラジオで放送
アクティブ・カレッジ(堺市南区役所主催)で ASU の会の活動紹介
ふれあいまつり(堺市南区主催)のイベントに参加
テレビ大阪の環境メッセの番組で、ASU の会が紹介
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ＡＳＵの会

入会のおすすめ

エコ倶楽部 ASU (略称:ECA)･･･････ みなさまの参加をお待ちしています !!
①使用ずみ天ぷら油の回収を手伝っていただける方

②ASU の会の事務を手伝っていただける方

③BDF の製造実験・製造装置の製作・製造デモンストレーションなどを手伝っていただける方

ECA 担当

部長 岩井

日出治

090-1008-3867

マスターズ倶楽部 ASU(略称:MCA)･･･みなさまのお力を貸してください !!
①私たちと一緒に活動していただける方

②ご自分の特技や資源を活かしてみたい方

③パソコンの指導を手伝っていただける方

④囲碁・将棋の対局をしていただける方

MCA 担当

部長

玉井

陸雄

090-4805-7512

しんかなＣＩＴＹ

ＳＳひろば堺東

地下道

堺第７－３区事務所

ＢＤＦ製造実験地

堺第７-３区

堺クリーンセンター東工

発行責任者
編

集

ＮＰＯ法人 ASU の会

者 上田

篤子・森谷

理事長 柴田

美治

佐智子

住所 〒590-0133 堺市南区庭代台 1-40-1
E-mail: npo-asu.ss@mbe.nifty.com
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