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射水市全地帯と富山・高岡市の一部地域に配布

道の駅・新湊に設置

巻頭特集
海洋プラスチックごみを

「アクセサリー」に
射 水 なう

堀岡児童クラブ協議会
いみずのエコ活

働くクルマをサポート

㈱双葉商会サービス工場
アップサイクル

へちまの「種」から

お肌用クリーム

.
No.115

海岸に流れ着くプラスチックごみには、ペ
ットボトル、バケツの破片、洗剤のボトル、
カップ、トレー、ライター、スプーン、歯
ブラシ、漁具など多種多様。写真は回収し
た海洋プラスチックからガラスや陶器、石
などのゴミを取り除く分別作業。

―それにしても、この「カエルデザ
イン リハス」のアクセサリー、ど
れも素晴らしいですね。思わず手に
とってみたくなります。
○指輪やイアリング、ペンダントな
ど 種類ほどつくっていますが、す
べて海岸に打ち上げられた海洋プラ
スチックごみからアップサイクルし
たものです。
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★クリーンセンター
至高岡

庄川

丸高木材

●

アースクリーン21

●

アースクリーン21●

井波

セレミューズ

至高岡

0120-488-548

○以前、プラスチックストローの代
替品として、「大麦ストロー」づく
りに関わったことがあります。それ
で、ウミガメにストローが刺さった
ニュースを聞き、海岸にプラスチッ
クストローが落ちていないか見に行
きました。

…… 平日のみの受け入れとなっております ……

お願い

検索

有限会社カク

TEL0766-82-1327・FAX0766-82-1328・
射水市沖塚原724
kaku@w-itaru.com
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0120 84 6648

―海岸の漂着物のなかでも、ガラス
や流木には、何か人を引きつける魅
力があります。
○ビーチグラスですね。流木もアー
トの素材に使われたりしています。
―同じ海岸のごみでも、プラスチッ
クにはそのような魅力が全くありま
せん。
○回収してもごみとして処分される
のが一般的です。
―そんなプラスチックごみを、アク
セサリーにしようとされた高柳さん
の発想がおもしろいですね。
○海のごみの量に比べれば、アクセ
サリーにできるのはほんのわずかで
す。海洋プラスチックごみを価値あ
るものに“カエル”ことで、多くの
人に海の環境問題を知っていただき
たいと思っています。

当社クリーンセンターへ

―あのニュースによって、ストロー
や海洋プラスチックごみが社会的に
関心を集めるようになりました。
○私は、ストローを海岸で見つける
ことができませんでしたが、浜辺に
打ち上げられた大量のプラスチック
ごみに驚きました。

粗大ゴミ・不燃物は

with
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―もともと高柳さんは環境問題やエ
コに関心がおありだったのですか

有限会社 カク

HySPEED工法
PERFECTパイル

天然砕石パイル工法

施工代理店

至富山

クリーンセンター

至富山

●明文堂

バッテリー、スプレー缶、消火器等、
爆発の恐れがあるものを混載され
る場合は事前に内容物をお申し出
願います。

▲

「第 回石川県デザイン展」の表彰式で、左が
高柳豊さん。右が寺井あかりさん。今年 月に
は持続可能な社会の実現を目的にした、「ソー
シャルプロダクツ・アワード２０２１」におい
て、ソーシャルプロダクツ賞を受賞。
▲世界の海にプラスチックごみが1億5,000万トン、
そこへ年間800万トンが新たに流入。2050年には
海洋プラスチックごみの量が魚を上回るとされる。
▲アクセサリーの制作工程。小さなピー
スをアクセサリーに組み上げる。高い
集中力が必要になる。

海洋プラスチックごみを

?

▲
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海洋プラスチックごみは色も多彩。赤、青、黄、
白、黒が多く、まれにピンクや紫などが見つか
る。大陸からの漂着プラスチックと、日本の川
からのプラスチックでは色合いが微妙に異なる。
それがアクセサリーにも生かされる。
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夢ハウスパートナー

有限会社カクは、自然素材を使った健康住宅「夢ハウス」の夢ハウスパートナーです。
▲

▲

▲

漂着ペットボトルをアップサイクルした
イアリング。
「カエルデザインwithリハス」の売
り上げの一部は、 海洋ごみの調査や
海や川の環境保全を行っている非営利
の環境NGO「一般社団法人JEAN」
に寄付されている。

―昨年はその「カエルデザイン リ
ハス」が、石川県内の優れたデザイ
ンが一堂に会する「第 回石川県デ
ザイン展」で石川県知事賞を受賞さ
れました。
○デザイナーやリハスの方々の取り
組みが実ったもので、これを一歩と
して、これからもっとこの輪を広げ
ていきたいですね。

板状にし、アクセサリーに加工しま
す。この作業をリハスの利用者がや
っていますが、自分がてがけた製品
が実際に売れるとうれしいと思いま
す。

「アクセサリー」に
―それがアクセサリーをつくるきっ
かけですか
○最初はプラスチックの破片をくっ
つけてアクセサリーにしようと、い
ろいろ試みましたがダメでした。や
はりアクセサリーデザイナー、リハ
スのセンター長・寺井あかりさんや
利用者のみなさんがいてくれたから
こそ、「カエルデザイン リハス」
が誕生できたのだと思います。
―もう一つは、様々な障がいをもつ
人が利用するリハビリ型就労スペー
ス「リハス」との連携です。アクセ
サリーは「リハス」でつくっていま
すが、障がいがあっても稼げるよう
にする狙いからですか？
○それもたしかにあります。障がい
のある人の仕事は、箱作りとかシー
ル貼りといった単純作業、低賃金に
なりがちです。一方で、働くことで
生きがい、充実感、プライドという
ものも必要だと思います。「カエル
デザイン リハス」は、そのような
ものにも結びつけばと思っています。

with

※クリエイティブユニット「カエルデザイン」
代表の高柳豊さんに話をお聞きしました。
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「カエルデザインwithリハス」は、海洋プラスチッ
クごみを回収し、アクセサリーに加工するアップサ
イクルブランド。クリエイティブユニットのカエルデ
ザインと㈱クリエイターズが運営するリハビリ型就
労スペース「リハス」(就労継続支援A型)がパート
ナーシップを組んで企画製造している。
株式会社クリエイターズ
〒920-0015金沢市諸江町上丁307-25
https://kaerudesign.net/
電話076-256-0962

with

―イアリングでもピアスでも、デザ
インや色合いなどを、自分でああし
よう、こうしようと、考えながらつ
くる作業なので楽しいでしょうね。
○そうなんです。海岸からプラスチ
ックごみを回収して選別し、よく洗
ったあと色別に分類します。そのあ
とアイロンを使ってプラスチックを

○「カエルデザインwithリハス」○

?

with

▲写真は東京都の海岸で回収したプラスチ
ックをアップサイクルしたアクセサリー。
▲海洋プラスチックごみは、石川県以外にも福
井県小浜市、神奈川県茅ヶ崎市、鹿児島県の
喜界島や 与論島など、全国からも受け入れ
ている。
リハスでは、能登ヒバ
製のしおりのほか、ブ
ライダルアイテムなど
も制作・販売している。

▲

○約 人が参加
堀岡児童クラブ協議会は、
今から 年ほど前に設立され、
児童の保護者や地域住民らに
よって構成されています。
堀岡漁港の清掃活動は、毎
年 回、春に小・中学生をは
じめ、老人クラブや母親クラ
ブ、地域住民ら約 人がボラ
ンティアで実施しています。
時間ほどの清掃で集めた
ゴミは、タバコの吸い殻、発
泡スチロール、紙くず、飲み
物の空き缶・空ビンなど、多
種多様です。これらは燃える
ゴミと燃えないゴミに分別し
て回収しています。
同協議会の会長・藤一貴さ
んは、昨年は「どのようなゴ
ミが落ちているか調査し、地
域の方に知って頂こうと考え
ていた」そうです。しかし、
新型コロナの影響で清掃活動
そのものが中止になってしま
いました。
年ほど前から清掃活動に
参加している藤さんは、「以前
に比べて釣り糸などは減って
いますが、プラスチック類の
ゴミは変わらない」そうです。

もしも・・・・！？

お気軽にお電話下さい

携帯 1 090−3298−8234

舟木保険

東京海上日動火災保険（株）代理店

生命

病気

ガン

ケガ

火災

自動車

堀岡児童クラブ協議会

○緑綬褒章を受賞
射水市でも富山新港東岸に
位置する堀岡地区は、２０１
２年に念願の新湊大橋が完成
し、西岸とダイレクトに結ば
れて東西交流が活発になり、
今後益々の発展が期待されて
います。そして富山新港埋立
地には、新しいスポーツの拠
点「フットボールセンター」

の建設も予定されています。
その堀岡地区で活動する
「堀岡児童クラブ協議会」は、
昨年 月の秋の受勲で「緑綬
褒章」を受賞しました。
「自ら進んで社会に奉仕す
る活動に従事し徳行顕著な
者」を讃える“緑綬”には、
今回、全国から 名・ 団体
が選ばれています。
堀岡児童クラブ協議会は、
年以上にわたる海浜の美化
活動が、国から認められたも
のです。
また、この叙勲に先立つ２
０１７年には、海をきれいに
するための奉仕活動を長年行
ってきたことが評価され、
「国土交通省大臣表彰」も受
けています。
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エコ ＆ エコな暮らし
環境に配慮するエコロジーも大切ですが、
経済性や節約のエコノミーも忘れることはできません。
この２つのECOを組み合わせた
「エコ&エコ」な情報をお届け致します。

家族や仲間とチームを組み、決められた
エリア内で制限時間内にゴミを拾い、その
質(種類)と量をポイ
ントに換算して競う
「スポGOMI」。ゴ
ミ拾いにスポーツの
要素を取り入れたゲ
ーム感覚の社会奉仕
活動です。

「自然とのふれあい」に最適な一つが
「木登り(ツリークライミング)」。“自然
と相撲をとる“ような
ものなので、からだ全
体で自然を体感できま
す。しかも、木は家の
庭や公園など身近にあ
るので、いつでも誰で
も体験できます。

ビジネスシューズ
などは、一足の靴を
毎日履き続けるより、
2足を交互に履いた
ほうが長持ちして経
済的です。また、交
互に履いて1日休ま
せることで、汗で湿った靴内が乾いて、蒸
れが発生しにくく、健康的です。

「ノープロブレム」商品
小さなキズやゆがみ
のある製品でも、機能
的に問題ないものを、
B級品ではなく、
「NO PROBLEM(問
題ない)」品、正規品
として販売する取り組
みです。過剰な品質に対する価値観を見直
すことで、資源ロスの削減になります。
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一つになっています。
「今回の緑綬褒章の受賞を
励みに、今後も地域のために
活動していきたい」と藤さん。
大いに頑張って頂きたいもの
です。

自然と相撲「木登り」

「靴は 2 足」で長持ち

1

ンキング」、また、夏の「ふ
れあい七夕・行灯カーニバ
ル」では、模擬店を出すなど
して祭りを盛り上げています。
なかでも紙ヒコーキ飛ばし
などのミニゲームで親睦を深
めるチャレンジランキングは、
今では堀岡地区の年中行事の

楽しく「スポGOMI」

○地域を元気にする
立山や五箇山などへの「合
宿学習」のほか、堀岡児童ク
ラブ協議会は、地域の行事や
活動にも積極的に参加してい
ます。
月の「左義長」や 月の
「三代ふれあいチャレンジラ

きょうから始める

2

3

サービス工場

大型車両の架装、ボディに関することなら、
お気軽にご相談ください！

○特装車の架装及び修理・メンテナンス、出張修理作業
○部品の販売、各種中古車の取扱い

〒934‑0056 射水市寺塚原344

〒934‑0056 射水市寺塚原809‑1

電話 0766‑84‑1234

広告を募集しています 「EC0 だより」に広告を出してみませんか ?

エコ活動をテーマにする

・発行部数/4万部(射水市全世帯+高岡市の一部世帯)
・発行/年4回(春・夏・秋・冬)
・判型B4・カラー

いみずのエコ活

「ECOだより」の概要

・お店や商品・サービスの紹介に
・お店や企業のイメージアップ向上に
・教室やサークルの紹介やメッセージの発信に

株式会社 双葉商会サービス工場

(特装指定サービス工場)
□新明和工業㈱ □極東開発工業㈱
□日本トレクス㈱ □㈱パブコ □KYB㈱
□昭和飛行機工業㈱ □自動車精工㈱

働くクルマをサポート

300

電話 080‑8697‑4451 (担当 岩門まで)

有限会社 イーシーエム

1段 3万円(税別)

《お問合わせ》

（縦45㎜×158㎜）

大きな看板が目に飛び込んで
きます。
この“ＦＵＴＡＢＡ”のロ
ゴ 文字には、
「得意先、取
引先、自社の
“三位一体の発
展”
と社会の発展 本･人の発展
家･族の幸せの為に
“自己啓発
を推進していく”
」という強
い意味が込められています。
新明和工業㈱ や極東開発
工業㈱ などの指定サービス
工場として、ミキサー車、タ
ンクローリー車、パッカー車、
大型ウイングトラックなど、
“働くクルマ”のメンテナン
スを行っています。また、新
規パワーゲートの取り付けや、
特装の修理及び部品の販売も
行っています。

特装・架装部分とメンテナン
スを受け持っています。
オーダーメイドでつくられ
る特装・架装部分は、一台ご
とに仕様や構造が異なります。
従って、メンテナンスには豊
かな経験と知識が必要ですが、
サービス工場では高い技術力
で応えています。
工場内の設備の充実はもと
より、工場照明もいち早く無
電極ランプを導入しています。
寿命がＬＥＤの ～ 倍長
い無電極ランプは、耐久性に
優れた省資源型ランプです。
加えて消費電力もＬＥＤと同
等とされ、省エネ性能にも秀
でています。しかも、自然光
に近く、照らす範囲が広いの
が特徴で、光がトラックの車
体下まで回り込むように届く
ことから、整備作業の安全性
にも一役買っています。
同社サービス工場では、
「働くクルマに関心のある方
は気軽に立ち寄ってくださ
い」とのことです。

（縦45㎜×78㎜）
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○多彩な特装に対応
特装 架·装車は、キャブ 運(
転席 と)シャーシからなるト
ラック本体の部分と、そのシ
ャーシの上に用途に合わせて
乗せる機械や装置・荷台など
の特装・架装部分の二つに分
けられます。
同社のサービス工場では、

●

1回 1.5万円〜 射水市内の全家庭へ。
広告の制作費も 無料!（広告の展開から制作までご相談）。

●

半1段 1.5万円(税別)

1945

㈱双葉商会サービス工場
○クルマ文化を支える
自動車部品・用品の北陸屈
指の総合商社「㈱双葉商会
高(岡市 」)は、創業が 年。
「お客様に喜ばれ、お客様に
信頼され、お客様とともに発
展する会社を築こう」をモッ
トーに、富山のモータリゼー
ションを牽引。まさに富山県
のクルマ文化を創ってきたと
いっても過言ではありません。
同社のもう一つの柱となる
事業が、クルマでも特装・架
装車に特化してメンテナンス
を手がける「㈱双葉商会サー
ビス工場」 射(水市 で)す。
県道 号新湊庄川線の坂東
交差点から庄川方面へ メー
トルほど進むと、左手に「Ｆ
ＵＴＡＢＡサービス工場」の
11

お届けします 〝快適で安全なくらし〟

廃材に眠る価値を発見し、デザインや新技術に
よって、価値の高い商品を生み出す「アップサ
イクル」は、リサイクルの新しいスタイル。

抽出・精製する。油は種の重さ
の１％程度しかとれないが、そ
のなかにオレイン酸やリノール
酸などの成分が含まれ、悪玉コ
レステロールを下げる効果が期
待できる。
また、へちまは昔から美容・
美肌の用途にも使われ、人肌と
の相性がよい。これに、人の皮
脂に近い馬油と組み合わせてク
リームをつくった。
瀧田さんは、「無臭で肌にや
さしいクリームなので、赤ちゃ
んからお年寄りまで、家族で安
心して使っていただける」製品
に仕上がったとのことだ。
○有限会社へちま産業
〒 ９３９ ０-２７３ 射水市中野
電話０１２０ ５-４５４ ８-７

633
▲広々とした射水平野で、
すくすくと育つへちま

アップサイクル

▲へちまの種

へちまの「種」から
お肌用クリーム
を開発・販売している。
防腐剤や着色剤、合成界面活
性剤といった合成添加物を一切
使っていないのも、同社のこだ
わりだ。
さらには、予約制によるへち
ま畑の見学会、収穫体験、へち
まを使ったリースづくりといっ
た体験型の観光にも目を向けて
いる。
このような独自の技術やアイ
デア、それに果敢な事業展開が
認められ、２０２０年度「射水
きらりカンパニー顕彰」を受賞。
そして昨年 月には、本来は
破棄されるヘチマの種を使った
「へちま馬油クリーム」を開
発・販売。へちまでも種を使っ
た商品は全国でも珍しいと、話
題を呼んでいる。
同社代表の瀧田秀成さんによ
ると、「へちま 本に約 個の
種があり、これが毎年 キロほ
ど採れるが、使い道がなく、長
年の間に トンほどたまった」
そうで、今回その種を活用した。
へちまの種は、圧搾、脱臭、
ろ過など つの工程を経て油を

大 門 高 校 前
射 水 市 庁 舎 前
0120−62−0131
損害保険ジャパン・SOMPOひまわり生命
不動産売買・仲介・管理

本社／大門ＳＳ
大 島 Ｓ Ｓ
灯油・LPG・ボイラー・ストーブ
保
険
部
不 動 産 部

500

100

10

1

保湿クリームとの相性が抜群の
「へちまローション」

40

10

▲

射水市の大島地区では、特産
品として 年以上にわたってヘ
チマを栽培している。室町時代
に中国から伝来したウリ科のへ
ちまは、「たわし」の原料とし
て、昔からよく知られた植物で
ある。
薬草としても広く用いられ、
せき・たん、気管支炎、利尿作
用など、様々の効能があるとさ
れる。
㈲へちま産業では、このへち
まを無農薬で栽培。定番商品の
「へちまたわし」を筆頭に、
「へちま水」
、
「へちまローショ
ン」
、
「へちま茶」
、
「へちま中敷
き」など、ヘチマの実や葉、茎
などを使って 種類以上の商品
1

7

▲
無農薬・無添加の安心・安全
な「へちま馬油クリーム」

鉄板 大衆酒BAR

はなび

ランチ(お好み焼き・焼きそば・定食有)
飲み放題90分1500円・2時間2000円
毎日17:00〜20:00 ドリンク350円!!
※すべて税別価格です。

４月号

〒939‑0341 射水市三ヶ2584 1(小杉駅南交差点角)

TEL 0766‑57‑0088

定 休 日
営業時間
《随時アルバイト募集中! ! 》

毎週火曜日+不定休
ランチ 11:30〜15:00(LO14:00)
ディナー 17:00〜23:30

【ホームページ】http://www.ec21.co.jp
【Ｅメール】ec21@ec21.co.jp
発行／
有限会社

イーシーエム

お住いの屋根・外壁塗装工事

〒934−0056 富山県射水市寺塚原344

り
見積も
無料

0766−82−7764

入れ歯でお困りの方は、
一度お越しください。

インキは大豆油インキを使用しています。

診療時間

●平日／ 9：00〜12：00
13：30〜18：00

休 診 日

土曜日・日曜日・祝祭日

やまざき歯科医院

〒939 - 0234 富山県射水市二口438 -1 ☎ 0766-52-7748

栄養相談 離乳食教室 季節の手仕事教室 商品開発 レシピ開発

ATELIER table
料理研究家
管理栄養士

山崎 亮子

yamazaki ryoko

〒939-0234 富山県射水市二口438-1
mobile. 090-6292-4571
e-mail.
e
- mail. ryokoyamazaki1106@gmail.com

