第７・８回の運営委員会は、各部会から活動内容と問題点
などについて報告を受け、今後の「交野みどりネット」の活
動を議論しました。また各部会ごと出納管理者を置くことや、
「運営委員会だより」の発行態勢などについて議論を行いま
した。

また、監査については年２回
行います。
事務局から交野みどりネット ＊１回目 ９月末締め 月監査
の平成 年度予算執行にあたっ ＊２回目 ３月末締め４月監査
て、「地方自治法」の定めによ
り、市の事務局が預金通帳、現

「交野みどりネット」全体の

運営委員会・各部会の活動
など全会員に繋げる「たより」
として、交野みどりネットの
活動を内部広報宣伝する目的
で毎月１回、定期発行をめざ
しています。
各部会の「広報宣伝担当者」

83

金の保管はできないとの説明が
ありました。お金の支払いにつ
いては各部会に手持ち資金とし

そのため全体広報宣伝費用と

に充当します。
例えば、「リーフレット」や

は、それぞれ部会行事や活動

予定、報告などを作成し、必

日までに事務局へ送

要に応じて写真などを添付し

て毎月

なお、運営委員会は、昼と
夜、隔月で開催します。

信することを決定しました。

20

オダモの白い花、ヤブムラサキ
自然環境
第１回
のふわふわした葉を触り、薫風
(
)
の中無事終わった。
「交野の里山・
大好き観察会」 最期に参加者の寺田政信氏が感
想をしたためてくれた２句を。
どうぞ 雨の恵みだけは ご
勘弁を！当日の空模様を気にか 山野草 学ぶ小道に 風薫る
けながら・・・申し込み者 名 さえずりや 恋のささやき
のこじんまりとした観察会を想 谷渡し
定していた。さにあらず。「当
記 安永
日参加いいですか？」
慌しく受付終わればなんと 名。
嬉しい誤算であった。圧倒的に
熟女が多数を占めたが 歳の男
性には驚かされた。拍手！
総勢 名の観察隊はウグイス
の鳴き声に迎えられ、滝が近づ
くにつれカラスの集会に遭遇。
その後、野鳥の姿にはとんとお
眼にかからず。しかしマルバア

自然環境に親しむ参加者

て仮払い金５万円を保管して貰 広報宣伝費として、当初予算は
い、「支出命令書」にしたがっ 計上されていませんでした。
て支出します。そのため各部会

更に会計業務の出納マニュア

を行います。

に出納管理者を置き、会計の浅 して各部会の事業費から約 ％
田さん、大原さんとの受け渡し 程度を捻出し、全体広報宣伝費

20

20

32

10

ルは会計が作成し、運営委員会 ホームページの開設などの費用
に報告することとなりました。 に充当したいと考えています。

45
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でした

活

エコ生

31

21

30

58

ゴーヤダンスもしました

★イベントの開催 予定
来年３月２日 日( 環)境フェ
スタに交野みどりネットと
して参加します。

第２回を除く３回は三世
代の参加を目標に開催予定。
秋の交通安全週間中にあ
わせて自転車のマナー向上
をはかる。
講習会は婦人警察官によ
る安全講習会と自転車の実
技運転講習を行います。
講習会は座学と実技。そ
の模様を「ビデオ」編集し、
広く地域にも活用して貰う。
参加者に「リュース自転
車」が抽選で当たる！呼び
込み、自転車マナー広報宣
伝を行うなど関心を高める。

第９回運営委員会

各部会で 開
催される講
習会、行事
などには自らが所属していな
い部会・ＰＪであっても、他
の行事にも積極的に参加して、
良い経験は自らの部会にも活
かしましょう。
ｇ( )

)

と き ７月１日 月
( )
午後 時 分～
ところ 市役所別館

30

小会議室 予
(定

1

エコ生活

47

11

30

５月 日午後１時半から市 活動として２００７年、小学
まちづくり部会は「自転
部会における各ＰＪのエネ
役所別館３階で「エコ生活」 校、保育園から取り組みをス
車のマナー向上大作戦」を
ルギー使い方を啓蒙する。
部会の主催で「みどりのカー タート。現在は「みどりのカー
テーマにした「自転車マナー
① エコドライブ推奨のため
テンにチャレンジ」が開催さ テン日本一」をめざして市民
講習会」を４回開催するこ
にステッカーを作成する。
れました。「広報かたの」や を巻きこんだ活動をされてい
とを目標にしています。
デザインは「おりひめちゃ
口コミで集まった市民 名と ます。
交野警察署の協力を得て
ん」のデザインを挿入する。
スタッフ 名の 名が参加し
講座ではゴーヤの土づくり、
開催の予定で、三世代の参
② 風を活かしたまちづくり
ました。
苗の植え方から日常管理の方
加を目標に取り組みます。
昨年、天の川星まつりに時
講師の土田真奈見さんは福 法や、成長具合を写真に収め
集めた「涼みどころ」情報 開催日程予定
知山市で るなど、楽しいゴーヤの育て
をもとにマップ作り、公表 ★１回目 ８月 日 土( ま)
環境基本 方を教わりました。
たは９月７日 土( )
③ ソーラーパネル
計画の環
参加者の一人は「良く分か
場所＝倉治小学校または
太陽光講座について講座内
境家族育 る話を親切に教えて貰って、
倉治公民館前を予定
容
の
検
討
、
事
業
者
会
員
に
成プロジェ 『苗』まで戴いて恐縮です。
★２回目 ９月 日～ 日
「
太
陽
光
」
に
関
す
る
情
報
提
クトのま 早速やってみます。」と楽し
の秋の交通安全週間内
供を依頼、各会員を対象に
ちづくり い講座でした。 記 吉坂
場所等未定
した研修会などの検討。
(
)
★３回目
月 日 土( )
場所＝交野小学校を予定
★４回目
２月８
日 土( )
場所＝
郡津小
学校を
予定。

天野が原町での講習会事例
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