市民 一般公募で

人から寄せ られた﹁交 野市環境基 本計画

推進会 議﹂の愛称に ついて厳正 な審査の結 果︑愛称は ﹁交野
みどりネット ﹂と決定致しました ︒

25

自然環境

本年度の主活動は﹁里山を知
ろう 里山大好き﹂のＰＪを掲
げ︑交野の里山や自然に関心の
ある︑より多くの方々と共に活
動していきたいと年間計画を立
てました︒また活動の充実を図
るためにネットワーク部︑講座・
観察部︑広報部の３つに分かれ
て具体的な取り組みを行ってい
きます︒主な年間計画として
里山見学会２回︑講座３回︑観
察会３回︑竹炭体験１回を予定
しています︒
定例会は毎月第１木曜日 時
分〜︑また交野市内の里山ボ
ランティア活動との情報交換会
を不定期ですが持つ予定です︒
当面の企画として５月６日の
観察会があります︒参加対象は
市民です︒
私市〜すいれん池〜傍示の里
〜八橋〜河内森コースです︒交
野の自然に興味を持ってもらい
自然環境ＰＪへの参加を呼びか
けていきたいと計画しています︒

13

リユ ース自転車は 抽選で妙見 坂の大原良 満さんに決 まり︑

▲贈呈された自転者 喜びの大原さん(代理)

30

)

30

推進会議玉井 代表から贈呈されま した︒ 写(真参照

▲玉井代表から表彰状が授与されたお二人

交 野 のイ メ ー ジ であ る 織
｢姫
︵おりひめ︶ を｣つけてはどう
かとの検討も行いましたが︑最
終的に﹁交野﹂を付記して﹁交
野みどりネット﹂とすることが
望ましいということに落ち着き
ました︒
愛称﹁みどりネット﹂には大
原さん︑市川喜代子さんの２名
から応募がありました︒抽選の
結果︑大原さんにリユース自転
車︑市川さんに記念品が贈呈さ
れました︒
これから﹁交野みどりネット﹂
が親しまれ﹁環境基本計画﹂が
いっそう推進されて定着するこ
とが望まれます︒

４月８日 月( )時 分〜開催
した第６回運営委員会で各部会
別に活動計画のロードマップと
プロジェクト︵以下︑ＰＪ︶の
活動計画の報告が行われました︒
また︑４回の﹁記念講座﹂を終
えて︑全体の課題などを出し合
い︑今後の活動に活かしていく
こととしました︒
18

27

① みどりネット
② みどりエコネット
③ みどり促進会
市民 人から寄せられた﹁愛 ④ エコロジン交野
⑤ エコパ交野
称﹂は︑３月 日に開催された
さらに審査をした結果︑﹁み
臨時運営委員会で﹁交野市環境
どりネット﹂が選ばれました︒
基本計画推進会議﹂にふさわし
しかし︑一般的で何処でも使
いもの５篇に絞り込まれました︒ える愛称ではないか︑交野らし
さがないなどの意見があり︑
27
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エ ネル ギー 資源 の枯 渇と
言わ れ︑ エネ ルギ ーの 輸入
依存 も限 界に なり 再生 可能
エネ ルギ ーへ の変 換が 叫ば

分野の活動を次の三つに分 イ ブ﹂
類して啓発︑推進をしてい
エ コド ラ イブ を 市民 ・ 事業
きます︒
者 に広め︑温室 効果ガスの排
１．﹁そらいけ！ソーラー 出 削減の啓発・ 支援を行いま
す︒
パネル﹂
再生可能エネルギーの一 ３ ．﹁風を活か したまちづく
つである太陽光発電の普及 り ﹂
風 を活 か した 天然 の 涼み
啓発を進めるため︑講座・
学習会などを実施します︒ 処 探し で︑省 エネ
ルギーを推進します︒
２．﹁星のまち☆エコドラ

56

先行ＰＪ﹁自転車のマナー
向 上 大 作 戦 ﹂と 関 連 し て

﹁自転車の似合うまち・か
たの﹂ＰＪも並行した活動
を行います︒
１．講座の開催︑年間数回
︵４〜５回︶を目標とする︒
２．講座開催に向けての活

動︒
① 市内の自転車講習会な
どの実態調査︒
② 交野警察と暮らしの安
心課との意見交換会を開
き実態を調査︒

﹁めざせ！かたのエコ達
人﹂ＰＪを推進する︒
年間 回の講座を通じて
﹁エコ生活部会﹂の活動を
知ってもらい︑一緒に活動
していただく方を増やすこ
とを目標にしています︒

12

と き ５月 日 火( )
時 分〜
ところ 市役所別館３Ｆ
中会議室
内 容 夏を涼しく過ごすた
め︑ゴーヤのカーテ
ンの育て方を学ぶ
講 師 土田 真奈見さん

各部会で熱
心な議論 が交
わ され ︑具 体
的な活動が本格的に始まりま
した︒
﹁愛称﹂も決まり市民に広
く呼びかけ︑見える活度が期
待されています︒ ( )

＊ゴーヤの苗をプレゼント

エスペックみどりの学校

28

れて いる 中で ︑エ ネル ギー
として１時間 分の講座で
した︒菅井先生は交野の自
然に詳しく先生のフアンも
多く︑市民を含む 名の参
加がありました︒
先生は﹁自然の恵みの太
陽を受けて人々は憩う︑自

﹁豊かな自然を観察するた
めに︑よく見ることが何よ
り大切である︒生体系にお
いても外来種が入ってくる
とその身近な自然が壊れて
行く︑身近な自然を見れば
その価値観が変わってくる︒﹂
と熱のこも る講座でした ︒

③ 市内の自転車屋さんへ
ＰＪへの協働参加できな
いか継続調査︒
④ 自転車マナー講演会を
９月開催を目途に計画し
検討を進める︒

13

３月 日 土( )時 分か
らいきいきランドで﹁設立
記念講座﹂の最終回が開催
されました︒
講師に京
都ノート
ルダム
女子大学
心理学部

か な自 然
が ある

30

g

30

然を守ってこそ︑人々の心
を豊かに育ましてくれるも
のである︒自然は一度壊す
と元には戻らない︒それに
多くの人が気づくことが大
切である︒﹂と力説されま
した︒

３．部会の他のＰＪの立ち
上げについて 月以降︑
次年度計画の検討︑予算
要求の準備を進める︒

10

30

56
交野 ﹂

▲自然の大切さを真剣に学ぶ参加者

13

菅井啓之先生をお招きして
﹁ 人々 が
憩う 豊
▲自然を語る菅井先生
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