
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、１５４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？ 

LED エコライフへの 初期投資 
藤原 正宜 

【コメント】費用はかかりますが、長く使用できる点でエコに貢献です。 

エコロジー 心がければ エコノミー 
藤原 正宜 

【コメント】意識して節約したぶんだけ、経済的な負担の軽減につながり、自

然にもお財布にも優しいのです。 

我慢する 生活だけが エコじゃない 
藤原 正宜 

【コメント】負担に感じるほどの生活を送るのではなく、小さなエコの毎日の

積み重ねこそが持続するエコライフなのです。 

風鈴と 金魚を売って 江戸のエコ 
小沼 光義 

【コメント】夏をエコして涼してくらす江戸生活は風鈴、金魚ですね。 

小食して 言わずもがなの 老人エコ 
小沼 光義 

【コメント】生活を小さくし老いをシンプルにすることエコなり。 

墓いらず 千の風なり 子を守る 
小沼 光義 

【コメント】葬儀、墓。終活のエコが究極のものです。しかし、死して尚、子

を守る願いは忘れず。 

三番瀬で 美化協働の アサリたち 
築上子 

【コメント】私達自身とアサリなど貝類の協働で海を浄化し COD を低下させ

る。これは稚魚の快適な住みどころとなり、また潮干狩りも楽しめる船橋市の

誇る三番瀬を創る。 



海老川に ホタル再起の 汗をかく 
築上子 

【コメント】海老川にホタルが住める BODの低い清らかな水が流れ、緑はえる

岸辺にホタルが飛び交う。これは船橋市民が創る寛ぎの海老川です。 

近距離は 徒歩優先で エコ暮らし 
築上子 

【コメント】出来るだけ自動車を使わず排気ガスを減らし、光化学スモッグ対

策、また化石燃料消費を減少させる。これ等で地球温暖化防止の一助とする。 

廃棄物を 減らしています 地球人 
築上子 

【コメント】無駄な買い物、過剰な食事の献立は資源の浪費です。PLAN、DO，

CHECKを生活習慣にして REDUCE，REUSE，RECYCLEのエコライフに各

自務める。これが地球を元気にする人です。 

あさぼらけ 幾度起きたか つゆ知らず 
斉藤 博太郎 

【コメント】高齢者になると、季節のことは一切考えられなくなります。 
たまに来て ここは違うで 日本橋 

斉藤 博太郎 
【コメント】（昼でも暗い）五街道の起点がある日本橋の上に、オリンピック（東

京）の前までは晴れた空があったのに、誰が決めたかのか？この頃の話では建

て直すとのこと。大変なこと・・・ 
起きて直ぐ 窓を開ければ 気が晴れる 

斉藤 博太郎 
【コメント】顔を洗う前にでも目が覚めるような気がします。涼風がいっぺん

に顔に当たることで・・・ 
生ゴミの 水切り乾燥 あたりまえ 

新美 健一郎 
【コメント】言われて久しいですが、水分を多く含む生ゴミを焼いて処理する

には大量の補助エネルギーが必要で、温室効果ガスの排出も多くなります。わ

かりやすいキャッチコピーで周知普及させたいです。 
 

 

 



家構造 暑い寒いは 非省エネね 
新美 健一郎 

【コメント】いろいろな取り組みで、節電や省エネの効果が出て来ていますが、

家庭生活の長期的・持続的・効果的な省エネ実践にはほど遠い感じです。家の

中が、寒い暑いは家の熱的構造に問題があることを周知したい。 
エコ実践 まずはおすすめ 窓エコ化 

新美 健一郎 
【コメント】効果的な住まいの省エネ化を進めたい時、まず夏冬とも「窓」か

ら熱が入ってきたり、熱が出ていくのを知ることがポイントです。費用対効果

に優れた内窓の付加を実践経験上おすすめしたいです。 
北の窓 内窓つけて 健康に 

新美 健一郎 
【コメント】普段生活している住まいは市民が取り組める省エネルギー対象で

す。その中でも冬の効果的な省エネとして、北風吹き付ける北側の小窓に内窓

を付けると効果を実感できます。特に小窓は DIYでも取り付けできます。 
車には エコドラもちよ 乗らぬこと 

新美 健一郎 
【コメント】自動車からの温室効果ガス排出量が極めて多いことは知られてい

ます。自動車を運転するならエコドライブは当然ですが、エコドライブを 

免罪符としないため、できるだけ「車に乗らない」を周知したい。 
温暖化 省エネ忘れず 一日を 

新美 健一郎 
【コメント】現在の温暖化などの環境問題の多くはエネルギー問題に集約され

ます。そのことを皆さんで共有し、常に資源やエネルギーをできるだけ使わな

い、あるいは効率良くエネルギーを使う省エネ生活を普及させたい。 
リサイクル ゴミが宝と なる時代 

佐竹 明吟 
【コメント】一人一人がリユースを考えたい。 

ゴミ出しの 仲間と話す 温暖化 
佐竹 明吟 

【コメント】ゴミ出しの仲間が今日もまた一人。 
 

 



冥王星 地球の微熱 遠く見る 
佐竹 明吟 

【コメント】温暖化の進む地球を悲しんでいる。 
腹八分 個人も国も この地球(ほし)も 

ムーチャンパパ 
【コメント】何事も腹八分目が大切。個人だけでなく、国単位でも地球単位で

も。食糧やエネルギーを消費しすぎないようにいきたいものですね。 
百年で ２度上がるって どんだけー！ 

ムーチャンパパ 
【コメント】地球温暖化で平均気温が百年に約２度上がったという説があるが、

本当に寒冷地の氷が溶けるのが心配だ。 
水素カー 普及でゼロに 排気ガス 

ムーチャンパパ 
【コメント】車は便利だけど、排気ガスは無くしたいですよね。早く水素カー

と水素ガスステーションが普及してきれいな空気を実現したいです。 
出窓に ネットを張り ゴーヤ植え 

竹三梅 
【コメント】日当たりのよい住宅の周辺を緑化して、冷房の温度を１度でも控

えめにしてシャワーの時間を１日１分でも短くしよう。 
ショッピングには レジ袋 使わない 

竹三梅 
【コメント】県内で使われているレジ袋は年間約１７億１千万枚(１万７千ト

ン)。この生産にドラム缶１５万本分以上の石油が必要です。更にゴミとして焼

却される二酸化炭素は５万３千トンにもなる。 
エコドライブ 急加速 空ふかし避け 

竹三梅 
【コメント】外出には公共交通機関・自転車を使い、できるだけ自家用車の使

用を控える。ドライブでは停車中にまめにエンジンを切りエコドライブを心掛

ける。 
この夏(じき)は ビールとうちわが 大親友 

ポモ 
【コメント】ビールが美味しい時期ですね。 
 



ゴーヤ花 ゆれて香りて 涼運ぶ 
ゴンズゥ 

【コメント】今年春、市役所の１階ロビーで初めてゴーヤの苗を頂き、育てま

したのですべてそのゴーヤについて書きました。 
ゴーヤの葉 ベランダの欄干 一人じめ 

ゴンズゥ 
強い陽ざし 我更に嬉しと 手をひろげ 

ゴンズゥ 
【コメント】ゴーヤの気持ちになって書きました。”手をひろげ”は葉の形がも

みじややつ手のように人間の手に似ているので。 
涼しげな ゴーヤの葉すだれ 愛注ぎ 

ゴンズゥ 
ぐんぐんと のびにのびたり 二階窓 

ゴンズゥ 
水を打ち ゴーヤ育てて 凌ぐ夏 

しまねしゃた 
【コメント】エアコンを減らしたい 

お日様に 今度は電気 願い出る 
しまねしゃた 

【コメント】お願いします 
エコバッグ みんなで地球 包み込む 

しまねしゃた 
【コメント】全員が使えば大きな節約に 

水燃やす 夢の車が 走り出す 
しまねしゃた 

【コメント】水から水素を取り出して 
量り売り 増やして減らす プラ容器 

しまねしゃた 
【コメント】量り売りが減りましたが 

歯磨きを 切って底まで 使いこむ 
しまねしゃた 

【コメント】節約とエコの両立で 



ジェット機を 夢で飛ばせる ミドリムシ 
しまねしゃた 

【コメント】油が取れるすごい虫 
江戸の知恵 古着がつなぐ リサイクル 

しまねしゃた 
【コメント】帯が小物に変身中 

昭和での 消費は美徳 今タブー 
しまねしゃた 

【コメント】エコライフできないと 
縫い直し 娘を飾り 嫁ぎゆく 

しまねしゃた 
【コメント】伝統の着物をいつまでも 

人生で エコを貫き MVP 
伊藤 道一 

【コメント】エコ活動の考え方を取り入れて、人生を生きてきて、人生の勝利

者となれば最高ですね。 
人生に リユースあれば いと嬉し 

伊藤 道一 
【コメント】人生において、もう一度やり直すことができればこんなに嬉しい

ことはありませんね。 
天国は エコ励む人 優先か 

伊藤 道一 
【コメント】エコ活動の考え方を取り入れて、人生を生きてきた人はあの世に

旅立つ時は、天国に優先して行けるといいですね。 
審議時 ストップさせたい 無駄な野次 

伊藤 道一 
【コメント】地球温暖化の対策をして停車時、無駄なエンジンはストップする

よう要求されていますが、この主旨を踏まえ議員の方が、法案などを審議する

時には、品格のない野次は是非ともストップして欲しいものです。 
 

 

 

 



年老いて リユースしたい やさしさを 
伊藤 道一 

【コメント】世間では年をとるにつれて終活として、断・捨・離が勧められま

すが、心のやさしさだけは是非とも残して、やさしい社会(地球)づくりに役立ち

たいものです。 
バイキング 無駄は禁物 ハラに聴々 

咲智子 
【コメント】もったいないを合言葉、資源のない日本です。 

残さずに 完食イイヨ ハラ七分 
咲智子 

【コメント】食の大切さ、命の恵、大事にすること。 
がま口も 赤字ケトバシ 暮らす日日 

咲智子 
【コメント】本当に庶民の生活は苦しいよ。その反対、権力と皇室にだけ甘い

汁注ぐよね日本。もっと考え直す今後課題よ。 
回り道 心も散歩 足にイイ 

咲智子 
【コメント】ガソリン代の節約に体を動かして心も元気になれ。 

値引き品 その日のうちに 使い切り 
咲智子 

【コメント】今は核家族少量パック又賞味期限に目をつけて、ゴミ減らす努力

する事大事よ。 
時間割 無駄なく過ごす パート先 

咲智子 
【コメント】再雇用時間潰しに来るジジ、振子を見ながら本当に働かないまま

に時給ぼったくり。 
減量を やればできるよ ゴミとオトン 

青柳 和樹 
【コメント】ゴミとお父さんの体重が少なくなって欲しいから。 

エコのため 冷房切って 熱中症 
船橋メダカ 

【コメント】無理をしないで、自分の限度を考えてちょっとづつでも。 
 



カーテンを 家族で作り より円満 
船橋メダカ 

緑増え 虫さん達も エコの輪に 
船橋メダカ 

エコの輪で 町内まとまり 和気あいあい 
船橋メダカ 

ボランティア 毎日出かけ エコ達成 
船橋メダカ 

ゴーヤ摂り 熱中症も ふっとんだ 
船橋メダカ 

 


