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            発行：交野みどりネット 代表：玉井 八恵子 編集：交野みどりネット広報担当者会 

               事務局：交野市みどり環境課内 TEL/FAX 072- 807- 4163  MAIL: info@midorinet.main.jp   

  ※今回からリニューアルして「運営委員会だより」にかわり、「交野みどりネットＮＥＷＳ」を発行いたします。 

 交野みどりネットの事務所ができました！！ 

 発足以来の念願の、交野みどりネットの専用事務所が

できました！ 

 場所は市役所別館2階、みどり環境課の隣の部屋です。 

すでに電話と FAX、パソコン、リソグラフが準備でき、

その他の機能も順次そろっていく予定です。 これから交

野みどりネットの活動拠点として使っていきます。事務

所内のカレンダーは、部会や班・ワーキンググループの

活動ですでにびっしり。毎週なにかの会議や作業がここ

で繰り広げられています。さらに、もっと魅力的なみど

りネットのために、「事務所ステキ化プロジェクト」が始

動して、現在アイディア募集中。 

 「お茶が飲めるといいなあ」「自然物が飾られている」

など、いろいろな意見が集まってきています。楽しみで

すね♪ 

 この事務所を楽しくいきいきとしたものにしていくの

は、交野みどりネットの会員の皆さんです。まだ事務所

に足を運んでいない方は、ぜひのぞきに来てくださいね。 

そして、交野みどりネットの活動をみんなでどんどん盛

り上げましょう！ 

 ＨＰ・リーフレットもできました！！  

★ホームページ（ＨＰ）のＵＲＬは 

    http://midorinet.main.jp/ です。 

   一度アクセスしてみてください。 

★新しいリーフレットもただいま配布中です。 

『交野みどりネット』のことをお知り合いの方々にも知

っていただくために、ぜひ広くご活用ください。必要な

ときは、いつでも事務所にお声かけください。 

１部同封しますので、よろしくお願いいたします（*^_^*） 

 会員交流会を開催しました  

 2 月 16 日（日）、交野みどりネットの会員交流会を開

催しました。 

 「4 つの部会がばらばらに動いていて縦割りになって

しまっているんじゃない？」「環境基本計画の推進には、

もっと横の連携が必要なんじゃない？」という監事の意

見を受けて、代表と副代表が企画したものです。 

 当日はゆうゆうセンターに 23 人が集まり、部屋の一

面の壁には、各部会の力作のポスターやパネルがずらり

と並べられました。 

 まず、交野みどりネットが発足以来どんな活動をして

きたか、代表から報告がありました。そして「自然環境

部会」「エコ生活部会」「エネルギー部会」「まちづくり部

会」が、それぞれ趣向を凝らして、これまでの活動と今

後の計画について発表しました。会員は自分の所属する

部会の活動はよく知っていても、他の部会の活動につい

ては具体的にはあまり知らないことが多かったようで、

皆さん興味深げに聞かれていました。 
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 後半は部会を混ぜたメンバーで四つのグループに分か

れ、お茶とお菓子を楽しみながら、気楽に、時に白熱し

ながら、話し合いました。その後、各グループで出た話

が発表されました。「イベントに参加してくれた人を仲間

に引き込むにはどうしたらいいのかな？」「年に一度は部

会で協力して一つのイベントができればいいね。」「もっ

と団体会員を活動に巻き込みたい！」「若い世代に活動の

楽しみを伝えていきたい！」……などなど。 

 あらためて課題として明らかになったのは、“「交野み

どりネット」と「環境基本計画」の市民への周知”に、

力を入れないといけないこと、そして「環境基本計画」

の推進のためにそれぞれの部会が有機的に連携していく

必要性です。 

 市民の皆さんにもっと知っていただき関わってもらう

ための、また、お互いの活動に相互乗り入れするための

いろいろなアイディアが出てきました。 

   

 環境フェスタへの参加報告 

 3 月 2 日（日）、「環境フェスタ IN 交野」に、交野み

どりネットとして出展し、四つの部会の活動を紹介しま

した。それぞれの部会が工夫した出し物を準備し、子ど

もから大人まで楽しめる内容で、子どもを含め 500 人

以上が来場しました。 

 

【当日の各部会の内容】 

 

  

 

 

 

 

 

 各部会からの報告 

 エネルギー部会 

●そらいけ！ソーラーパネルの講座を開催しました 

 2月 23日、第 2回「知って得する！太陽光発電講座」

をゆうゆうセンター3 階の展示活用室で開催しました。

会員でもある大阪ガスの河上さんから太陽光発電のシス

テムやメリットについての話、続いて「りょうしん電気」

の梅木さんから太陽光発電の施工、設置、導入への手順

や留意点等について説明を受けました。その後、参加者

から具体的な点についての質問、意見が出され、有意義

な講座になりました。参加者は 16 人。耐震問題や価格

面でハードルが高いシステムですが最大のエコエネルギ

ーであるソーラーパネル。市内で一つでも多くの設置が

期待されます。エネルギー部会では、「市民発電所をつく

りたいなあー」という思いで取り組みを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●エコドライブ体験実施！！ 

 3月2日の環境フェスタではエコドライブの体験がで

きる、ドライブシミュレーターを大阪府の協力も得て実

施しました。子どもも含め、44 人の方が体験。おりひ

めちゃんエコドライブシールを持ち帰られました。同じ

スペースでソーラーシステムを利用したオモチャを懐中

電灯の光で動かし、隣のエコ生活部会の取り組みとあわ

せて来場者にエネルギーの理解を深めていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

・自転車発電を体験しよう（エコ生活部会） 

・エコドライブにチャレンジ！（エネルギー部会） 

・交通マップをつくろう＆自転車マナー講座の 

 ＤＶＤ上映    （まちづくり部会） 

・里山保全の仲間になろう （自然環境部会） 
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 自然環境部会 

●交野の里山を守るには・・・ 

１月１９日（日）第２回講座「交野の里山を知る」を開

催しました。当初予定の講師渡邊清夫さんが体調を崩さ

れ、急きょ講師を森林インストラクターの渡辺晋一郎さ

んにお願いしました。参加者は３２名で講演内容は以下

の通りです。 

１．交野の山の地形 ２．交野の山・交野山（３４４ｍ） 

３．里山とは ４．里山と人とのつながり ５．交野の

里山の現状 ６．交野の山地の所有、管理 ７．山地の

植生 ８．交野で確認された動物  ９．生物多様性、

食物連鎖のピラミッド １０．里山の管理、里山を守る 

森林の遷移 １１．交野の植林地 １２．山地の整備事

業 １３．ボランティア団体の育成 １４．保全活動を

しているその他の団体 １５．カシナガ被害について 

１６．カシナガ被害の広がり １７．交野のナラ枯れ  

１８．ナラ枯れの防除 

 講演の最後には、『里山は放置していると変化していく

ものであり、生物多様性や美しい里山を維持するにはど

うしても人の手がいる。交野の里山を守るには市民一人

ひとりが、何ができるかを考え、一人でも多くの人が里

山に関心を持ち 少しでも保全活動に参加することが大

切である』と熱く語られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エコ生活部会 

●2 月 12 日（水）10:00～、青年の家・学びの館で、

「ダンボールを使って、生ごみを堆肥化しよう」という

講座を実施しました。参加者は 40 名を越えるという大

盛況。講師は中野留義さんです。中野さんは、ごみ焼却

場で働いていた経験をもとに、「まず生ごみを出さない＝

減量することで、焼却量＝焼却費を減らす」こと、その

ために家庭からの生ごみの減量が大切だということ 

を指摘され、その一つの方法が、「生ごみの堆肥化だ」と

話されました。「上手にやれば生ごみが消滅しますよ」と

の発言に、参加者はビックリ。ダンボール箱の作り方・

腐葉土の敷き方・糠の使用法・水加減など、経験者も「あ

ぁそうか」と納得する説明がなされ、好評の内に講座は

終了しました。参加者の質問も、「臭い対策は？」「生ご

みの種類は？」「日当たりは？」などと実際の作業に欠か

せないものばかりで、それぞれトライしようとしている

ことが分かるものばかりでした。予定の正午を過ぎ、盛

況の内に終了しました。 

 

 運営委員会からの報告 

●第 17 回運営委員会が 3 月 5 日（月）13:30～開催

されました。 

１．会員交流会（2 月 16 日全体会）のふりかえり 

 初回としてはよい企画だったこと、こういう機会が必

要だということ、今回よりステップアップした形でまた

開催することを確認しました。 

２．環境フェスタ（3 月 2 日）出展のふりかえり 

 盛りだくさんの企画で昨年度より格段にいい展示にで

きたということを共有しました。次回出展するなら参加

目的をしっかりと認識し、みどりネット全体の取組にな

るように考えていきたいと全体で確認しました。 

３．平成 26 年度の年間計画について 

 全体として何をするべきかアイディアを出し合いまし

た。研修、視察見学、交流会、出展機会などについて具

体的な中身を、次回の運営委員会に代表・副代表が提案

します。 

４．その他 

 より PR を強化するため交野みどりネットののぼりと

スタッフジャンパーを年度内に作成することにしました。 
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 今後の予定   

  ※活動にはどなたでも参加できます。 

  予定が変更になる場合がありますので、 

  参加の場合は事前に必ずお問いあわせください。 

 

 

 

 交野みどりネット総会の案内  

●平成 26 年度の『交野みどりネット総会』を以下の 

要領で開催します。 

 会の活動や計画を報告するほか、交野の未来を考える

講演会、会員交流会の、楽しくて今後の活動に役立つ 3

部構成を考えています。詳細は次号でご案内しますので、

今から予定を空けておいていただければうれしいです。 

                 （*^_^*） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部会会議日程】 

・自然環境部会    

      4 月 3 日（木）13:00～ 

・エネルギー部会    

      4 月 17 日（木）15:00～ 

・エコ生活部会     

   ４月１４日（月）13:30～ 

・まちづくり部会    

   ４月１７日（木）午後 

・広報担当者会     

      4 月 17 日（木）18:30～ 

  ※関心のある部会に 

      ぜひ気軽にご参加ください。 

【講座案内】 

「かたの未来の里づくり講座」（全 7 回）  

4/13（日）、5/11（日）、6/8（日）、 

7/6（日）、8/10（日）、9/15（月祝）、

10/19（日）※各日 1０:00～15:30 

場所：ゆうゆうセンター、ふれあいの森、 

   ほか市内各所 

内容：講座と実習を通して、交野の美しい

自然を守るための知識と技術を身につけま

す。交野の生きものに詳しくなれ、市民憩

いの森づくりに参加することができます。 

定員：30 名   参加費：無料 

講師：植松千代美（うえまつちよみ）さん、 

   田淵武夫（たぶちたけお）さん他 

（ただし交通費・保険料等の実費負担が必要） 

企画：自然環境部会 

日時： 

平成 26 年（2014 年）5 月 25 日（日）

午後 1 時半から 5 時 

 

場所：市役所別館 3 階 中会議室 

内容：総会、講演会、会員交流会（予定） 

 

ＨＰ  見てく

ださいね！！ 


