
みなさんは、環境に優しい生活といわれて、どのような行動を思

い浮かべるでしょうか？ 

 日々の生活における身近なエコライフについての川柳を募集した

ところ、８４句の応募がありました。 

 共感できる句や、「こんなこともエコなんだ」と気づかれる句が見

つかるのではないでしょうか？ 

増税後 ２円のままの マイバッグ 
松本 隆一 

【コメント】 

近くのスーパーでは、エコバッグ（マイバッグ）を持参すると２円のキャッ

シュバックがあります。増税後商品が軒並み値上がりしているのに、キャッシ

ュバックは２円のままです。値上げしてほしいと思うのは私だけでしょうか。 

トンボ飛ぶ 川を夢見て ごみ拾い 
まさる 

【コメント】 

とんぼもめっきりみなくなりました。川がきれいになってみれるようになれ

ばうれしいですね。 

夏盛り しぜんの風で 昼寝する 
まさる 

【コメント】 

冷房も大事かもしれませんが、暑いときに自然の風もありがたいものです。

じっとして居ると風を感じます。 

ティシャツも 市長が着れば クールビズ 
まさる 

【コメント】 

クールビズもだんだん定着しました。偉い人が着るとこちらもそれでいいの

かという気になります。 

エコロ爺 頭かかえて より分けて 
香月 

【コメント】 

ゴミの選別に、袋の前で頭をかかえているお爺さん。 

 



リサイクル いつかするなら 今でしょ 
香月 

【コメント】 

リサイクルするなら、早いに越したことはない。 

おはようと エコも始まる ボランティア 
香月 

【コメント】 

エコの一日は、まずあいさつから始めよう。 

美しい 地球を守る エコライフ 
トマト 

【コメント】 

エコを心がけることで、美しい住みやすい地球が続きます。 

歩きます 未来につなぐ エコ習慣 
トマト 

【コメント】 

少し面倒でも、歩いて体を使うことで自分にも環境にも良い未来が開かれま

す。 

少しずつ できることから エコ習慣 
トマト 

【コメント】 

節電、節水、こまめに動く、身近なできることを続けることで少しずつ変わ

っていきます。 

捨てられぬ アレコレ活かす 母を真似 
村山 まゆみ 

ささやかな もったいないを 咲かすエコ 
村山 まゆみ 

青い星 灰色にする ゴミの山 
村山 まゆみ 

エコの種 一粒咲かす みんなの手 
村山 まゆみ 

 

 

 



孫二人 夏だけエコに 坊主狩り 
渡し守 

【コメント】 

長男の男児（五・三才）、夏だけ限定で毎年坊主頭にする。本人達も気持ち良

さそうである。 

ク-ラーとめ センスであおぐ 夕涼み 
渡し守 

【コメント】 

定年後、縁側でビールを飲みながら夕涼みもいいものである。 

一人者 気楽なもので みんなエコ 
渡し守 

【コメント】 

何かにつき一人者の考えは、周囲みなエコ気分。 

近所との 話題も増えた エコカーテン 
荻野 昇 

【コメント】 

近所とのおしゃべりにゴーヤや胡瓜の出来等よく話題になる。 

風鈴の 音色広がる エコカーテン 
荻野 昇 

エコカーテン ゴーヤ朝顔 どれにする 
荻野 昇 

【コメント】 

朝顔は色がとてもきれいで見ていて心得良い！ 

毎年の グリーンカーテン 手慣れたものだ 
荻野 昇 

エコカーテン 美味と涼風 届く夏 
荻野 昇 

【コメント】 

ゴーヤやモロッコ印元はとてもよく出来近所の人達に食べてもらっていま

す。 

家々の グリーンカーテン 夏景色 
荻野 昇 

 



健康と 家計に優しい エコライフ 
藤原 正宜 

【コメント】 

エコな生活は体への負担も少なく、経済的であることから、少しの手間をか

けることによって一石二鳥の効果が期待できるのである。 

おせっかいと 誤解していた 親心 
藤原 正宜 

【コメント】 

電気はこまめに消す、水を出しっぱなしにしないなど、口うるさく親から言

われていたことも一つ一つがエコロジーであり、実際に自分が親になってみて、

改めて感じたことである。 

父親は 風呂も食事も 残り物 
藤原 正宜 

【コメント】 

可愛いい子供たちのため、父親は何時でも我慢するものである。それを苦と

は感じないのは、家族をして環境を思うからこそである。 

残り湯が 活躍してる 洗濯機 
大江 小太郎 

【コメント】 

風呂の残り湯で洗濯します。捨ててはモッタイナイ。 

敏感に 分別してる ビンと缶 
大江 小太郎 

【コメント】 

敏感に分別しましょう！ビンと缶。 

親を真似 「要らない」と言う レジ袋 
大江 小太郎 

【コメント】 

レジ袋不要です。子供も分かっているようですね。 

お買い物 メモとふくろを 忘れずに 
小野栗 

【コメント】 

無駄な買い物をすることが多くなるので必ずメモ。以外は買わない心がけを

するのが大切と思います。 



奥の奥 忘れてませんか つかいかけ 
小野栗 

【コメント】 

冷蔵庫のすみでひからびてる〇〇〇。「ごめんね」と言いながら捨ててます。

使い切ること、限られた資源を大切にしましょう。 

先づパチリ エコな生活（くらし）の 心がけ 
小野栗 

【コメント】 

一歩うごく時、消すものは？スイッチの確認をして、省エネ生活を実践して

います。 

エコ実践 地球と未来へ 助け合い 
エコケン 

【コメント】 

エコ活動は「誰のため何のために」という目的意識が大切に思います。地球

という有限な生活環境では、資源やエネルギーを未来・次世代のために、とい

う助け合いの共通の心が底辺にあって広く進みます。 

次世代を 思えばやはり エコですよ 
エコケン 

【コメント】 

以前から、エコ活動をする人とそうでない人がはっきりしているように感じ

ています。エコに関心をもってもらうにはいろいろなアプローチがありますが、

「誰のため何のために」にという原則を訴え続けることが必要に思います。 

コツコツと エコエコ実践 ハレバレと 
エコケン 

【コメント】 

あれこれ細かいエコ実践をコツコツと積み重ねる努力により、振り返ると「塵

も積もれば山となる」ごとく大きなエコの期待ができ、気持ちがハレバレし、

次のエコ活動への源泉や広がりに繋がります。 

省エネは 夏より冬が 大事なの 
エコケン 

【コメント】 

家庭のエネルギー消費、例えば夏の冷房より冬の暖房は約一〇倍のエネルギ

ーを使います。同様に給湯も給水温や外気温が低い冬は加熱エネルギーも多く

なります。したがって家庭の省エネポイントは「冬を重点的に」進めましょう。 



暑寒に ガソリン使うと 加速する 
エコケン 

【コメント】 

暑い寒い時、つい自動車を利用すると二酸化炭素排出量が多くなり、地球温

暖化や気候変動が自動車の加速と同じように加速します。エコドライブの前に、

二酸化炭素排出量多い「自動車を出来るだけ使わない」原則を広めたいです。 

ふき取った 油でかんたん 皿洗い 
美土路 順子 

【コメント】 

油をそのまま流すことにより、水がいかに汚れるか。一人一人の心がけでき

れいな水を取り戻す。まさに家庭の排水口から、地球のエコへとつながります。

習慣づけて実践するようにしたいと思います。 

手入れした 森がせっせと 水みがき 
美土路 順子 

【コメント】 

山歩きすると、伐採されていない森の多さに気づきます。暗くなった森を明

るくすることにより、本来の森の働きを回復させること。きれいな水をたくさ

ん育む森の再生。みんなで取り組むべき課題です。 

バーゲンに 行く前見よう タンス中 
美土路 順子 

【コメント】 

衣類が安く手に入るようになった現代、山程のバッグや服がたまって、あき

ると捨てるのくり返しです。一時的にあきた物でも時が経てば、また新鮮に見

えるものです。何が必要かをよく確認してからバーゲンへ。 

風呂の水 洗濯・花木と 使い切り 
美土路 順子 

【コメント】 

夏はぬるめのお風呂に入りますが、夏こそお風呂の水が大活躍。洗濯、水や

り、床のぞうきんがけとすべて使い切ります。汚した水は、外にできるだけ流

さないよう一年を通して工夫していきたいものです。 

 

 

 

 



パパ料理 段取り上手 無駄出さず 
美土路 順子 

【コメント】 

料理する前にレシピを頭の中にインプット。食材をそろえ、汚れた物を片づ

けながら、料理するパパ、水のムダ、ガスのムダを見事に解消しています。マ

マも見習わなくてはと思います。 

健康で 医療費ゼロの エコ家族 
美土路 順子 

【コメント】 

九〇才になる母は今まで一度も薬も飲まず、病気したこともありません。医

療費のムダを省くことこそ一番のエコではないかと思います。 

おさがりも 孫が気に入り 飛びはねて 
岩本 百代 

【コメント】 

上の子からのおさがりでも、お兄ちゃんのだと喜んで着ています。お兄ちゃ

んが大好きで… 

水のむだ 飲めず苦労の 国もあり 
岩本 百代 

【コメント】 

水道を出しっぱなし使いほうだい。もったいないなーと、世界では水で困っ

ている子供達がいっぱいいるのに。大事に使おう。 

金の価値 ゴミも変身 リサイクル 
岩本 百代 

【コメント】 

電化製品には貴重な材料が使われています。回収して再利用すれば、ゴミも

金の山となる。 

エコひとつ 家族で実行 エコ５つ 
岩本 百代 

【コメント】 

家族が自覚してひとりひとりが一つずつ実行すれば、五つのエコが出来そう。 

 

 

 

 



安売りの おどろかされ買い ごみとなり 
岩本 百代 

【コメント】 

エコエコと思いつつ、家族が少ないのに山盛りの野菜、特売の衣料とつい手

が出て無駄になってしまうことが多いです。 

陽除けには ゴーヤ朝顔 目にも効く 
ミーサ・モンキーブリッジ 

【コメント】 

ゴーヤの緑と朝顔の花は毎朝の楽しみ。 

水まきは 風呂残り水 ダイエット 
ミーサ・モンキーブリッジ 

【コメント】 

風呂の残り水は洗濯に、更に残った水はバケツにとっておいて、夕方水まき

にする。面倒だけれどダイエットに効きそう。 

エコ暮らし 財布地球に 効果的 
ミーサ・モンキーブリッジ 

【コメント】 

誰もいない部屋の電気を消す。少々でも電気代が減るかも。 

青い空 船橋に澄む 未来の子 
金子 和枝 

【コメント】 

船橋に住む二十一世紀を担う子に、美しい自然を残してあげることを願って

います。 

残暑見舞い クーラー切って 書いてます 
金ちゃん 

【コメント】 

八月七日は立秋。文字通りエコに協しています。 

倹約を 親がした分 子が浪費 
金ちゃん 

【コメント】 

子どもには子どもの世界があるようで、親の言う通りになかなか動かない。

倹約・エコは家庭内でよく話し合って決めることが大切だと思った。 

 



パソコンも スマホも持たず エコ人生 
金ちゃん 

【コメント】 

パソコンとケータイが走りだった頃、職場を定年退職した。あれから十数年、

今一昔前の時代を生きている感じがするが、楽しむべき物を見つけて高齢社会

を生きている。 

少年に 戻る短パン 半袖シャツ 
金ちゃん 

【コメント】 

エコ短パンと半袖シャツを身につけると、無邪気に田舎で過ごした少年時代

の夏の頃を思い出す。朝から晩まで真黒になるくらい泳いだ故郷の海は健在だ

ろうか。 

共有で 家族の縁は 温暖化 
上原 正博 

【コメント】 

最近よく耳にするワーム（クール）シェア。家庭内でも各自の部屋にエアコ

ンなどの家電製品があり、それぞれ付けていませんか？寒い（暑い）時間、家

族同じ部屋で過ごして、地球温暖化防止と家庭温暖化にあなたも貢献。 

シェアをして 確か（シュア）な一歩 エコごころ 
上原 正博 

【コメント】 

最近よく耳にするワーム（クール）シェア。寒い（暑い）時間公共の施設な

どをみんなでシェアをして、エコにシュア（確か）な一歩貢献をしませんか？ 

買い物を頼んで我が子に エコバック 擦れた生地
みて目になみだ 

柳田 麻里 
【コメント】 

お使いで味噌をたのんだのですが、帰ってきた長女はくたくたでエコバック

は擦り切れてました。重くて引きずったことが容易に想像でき愛おしくなった

思いを表現してみました。 

 

 

 

 



コマワリを 効かせるネンピ エコライフ 
咲智子 

【コメント】 

小型車で動けば役に立ちます。 

ふとん干し 心の眠汁 地図絵描き 
咲智子 

【コメント】 

太陽のエネルギー、体が受け止め元気な体に。 

根野菜 カラダグルグル 大掃除 
咲智子 

【コメント】 

サプリメントよりも本物の野菜が一番かな。 

野菜室 いつも出番を 待たされる 
咲智子 

【コメント】 

核家族少量に無駄へらし民の声。 

野菜クズ 煮込みニコミと エコ料理 
咲智子 

【コメント】 

たとえばジュースにしたカスを捨てずにジャムにする。 

ベジタブル 体カラフル ダイエット 
咲智子 

【コメント】 

しっかり野菜を食べてスリムな体作りにトライする。 

エコの果て ゴーヤチャンプル 美味なりや 
大明神 

【コメント】 

大事に育てた緑のカーテンも結局は季節の変わりめになくなってしまうが、

我が心には美味しかったので OK。 

 

 

 

 



エコしても 電気料金 変わらずか 
大明神 

【コメント】 

省エネ、こまめにコンセントを抜いても、結果としての電気料金は余り変わ

らない。 

朝日あび 緑のコケシ ゆったりと 
大明神 

【コメント】 

ゴーヤが残って来てコケシのように見えてきらきらと朝日にはえている。 

冷房切り 扇子を持てば 漢（おとこ）前 
はちみつれもん 

【コメント】 

粋な漢（おとこ）は多少の暑さに弱音をはくことなく、熱中症にならない程

度に冷房を切り扇子で涼をとります。 

無駄なくし エコも仕事も うまくいく 
はちみつれもん 

【コメント】 

不要な電気は消すなど、小さなことでも無駄をなくすことで、エコも仕事も

うまく進むようになるのではないでしょうか。 

電源を 切るほど輝く この地球 
はちみつれもん 

【コメント】 

宇宙から地球を見ると都市部はネオンなどの灯りで輝いているように見える

そうですが、地球のことを想えば不要な電気を切ることで、真に地球は輝くの

ではないでしょうか。 

クマゼミは 猛暑疲れが 似合わない 
黄色いゴーヤと赤い種 

【コメント】 

特に西日本。シャーシャーとなくクマゼミ。船橋へも押し寄せてくるのでし

ょうか。 

 

 

 

 



温暖化 海に期待を かけすぎる 
黄色いゴーヤと赤い種 

【コメント】 

地球上、海の存在は大きいですが、大切にもっとしないと悲鳴が聞こえそう

です。 

リデュースと となえる前に 作りすぎ 
黄色いゴーヤと赤い種 

【コメント】 

３R、大切なのはわかっていても、最初の一歩から直さないといけないので

は・・・。 

エコだけど 早寝早起き 続かない 
黄色いゴーヤと赤い種 

【コメント】 

特に夏は早寝早起きが良いのに、つい夜ふかしををしてしまいます。 

ゆでガエル 温い温いと 知らん顔 
黄色いゴーヤと赤い種 

【コメント】 

地球温暖化のことをもっと知らないと、本当にゆでガエルになりそうです。 

クローンだと ソメイヨシノに 気付かされ 
黄色いゴーヤと赤い種 

【コメント】 

将来、桜はどうなるのでしょうか。お花見は続けたいですね。 

いつまでも あると思えぬ 水の国 
黄色いゴーヤと赤い種 

【コメント】 

水の豊かな日本とは言え、国土を大切にしていかないと、不安な面もあるよ

うですね。 

エネルギー 自然がまちを 選んでる 
黄色いゴーヤと赤い種 

【コメント】 

まち作り。一過性のものではなく、長続きするまちの基本にあるものを大切

にするべきと。 

 



イベントで たまる資料は ゴミなのか 
黄色いゴーヤと赤い種 

【コメント】 

環境イベントで、わかっているのに、つい資料をたくさんもらってきてしま

うのですが、ゴミにするかどうかは自分次第。 

無駄でんき 消す孫をほめ だんらんす 
涌井 栄作 

【コメント】 

三世代同居での一家団欒の習慣を持つ幸せ。そこで語られたエコ習慣の約束。

大人がつい忘れがちなことを孫が守っている。そんな孫を誉める、祖父の幸せ

のひと時。 

省エネと 一家で外食 財布冷え 
環境憂士 

【コメント】 

結果は判っていても裏腹な行動を時には黙ってやってみるのも良いではない

か。 

親が子に 叱られて消す むだ灯り 
環境憂士 

【コメント】 

子どもをやかましくしつけたが、親がうっかり消し忘れた無駄な灯り。子に

叱られてうれしい親心。 

エコバッグ 提げてゴーヤの 棚くぐり 
山川 鈞司 

【コメント】 

町会のエコ活動に参加して久しい。エコバッグ持参の買い物も板につきまし

た。ゴーヤの棚もすてたものではありません。 

 


