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環境のまち・交野－「とかいなか」って？
（交野みどりネット平成 26 年度総会）

●内容：交野市環境基本計画は、市民・事業者・行政の

平成 26 年度の総会は、①会の活動や計画を報告する

委員が集まり、1 年半にわたる丁寧な議論を重ねて平成

ほか②交野のすてきな未来を考える講演会、③交流会の、

24 年（2012 年）3 月に策定されました。その計画を

楽しくて今後のまちづくり活動に役立つ 3 部構成です。

実行する組織として同年 11 月に立ち上がったのが『交

交野の環境をよりよくしたいという思いをお持ちの方な

野みどりネット』です。環境基本計画には、10 年後の

ら、どなたでも参加できます。講演会のみ、交流会のみ

交野のビジョンが描かれています。めざすのは、都会と

の参加も OK！

田舎が融合する「大切なものがあるべき姿のまま、未来

お友達を誘って、あなたの交野への思

いを語りに来てください。

へつながるまち」。それはどんなまちなのでしょうか。
実現のためには、市民・事業者・行政がどのようにお

★日時：平成 26 年（2014 年）5 月 25 日（日）

互いの責任を果たし、協力し合えばよいのでしょうか。

午後 1 時 30 分から 5 時
★場所：市役所別館 3 階

パートナーシップ（協働）によるまちづくりに多くのま

中会議室

ちで携わり、計画の策定時から交野を応援し続けてくれ

★主催：交野みどりネット（交野市環境基本計画推進会議）

ている下村さんより、
“環境のまち・交野”について語っ

★定員：80 名

ていただきます。

★参加費：無料

●講師プロフィール：下村

しもむら

★申込み・問合せ先：交野みどりネット事務局

し づ こ

委津子さん

交野市環境基本計画の策定を行った「かたの・環境を考える
委員会」にコーディネーターとして参画。めざすのは「年齢性
別を問わず、生命あるものすべての存在が価値あるものとして

★プログラム（予定）
1 時 30 分～

第1部

大切にされ、安全に安心して活き活きと暮らせる環境を大切に

交野みどりネット総会

したまち」。日本各地でパートナーシップにより実現する環境

発足からこれまでの歩みを報告し、今年度の計画

まちづくりに関わる。環境首都コンテスト全国ネットワークが

の承認を受けます。
2 時 30 分～ 第 2 部

実施した「日本の環境首都コンテスト」の活動に 10 年間参加

記念講演

し、自治体の環境政策を支援してきた。パーソナリティとして、

“みんなでつくろう！ 住み続けたい

テレビやラジオ等のメディアを通じた環境情報の発信も行っ

環境のまち・交野－「とかいなか」って？－“

ている。

講師：下村委津子さん（フリーランスアナウンサー、
eco パーソナリティ、
NPO 法人 環境市民理事）
4 時～

第 3 部 交流会/楽しいティータイム

おいしいお茶とお菓子を囲み、たくさんの人と出
会って、新しい活動のヒントを見つけましょう♪
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各部会からの報告
交野みどりネットの“のぼり”ができました！

まちづくり部会

みどりネットののぼりを作りました。

●「自転車のマナー向上大作戦」プロジェクト

下の方におりひめちゃんをあしらったデザイ

第 3 回講習会＠郡津小学校を開催！！

ンは、目の覚めるような緑色でよく目立ちます。

3 月 21 日（金・祝）
、3 回目となる講習会「正しい自

これから、みどりネットのイベントの際などに積

転車の乗り方を身につけよう！」を郡津小学校にて開催

極的に利用する予定です。どこかでのぼりを見か

しました。

けたら、ぜひお声をかけてくださいね。（*^_^*）

この日は風も強く、晴れたかと思うとすぐに雨がぱら
つく寒い季候でした。そのせいか、参加人数はこれまで

活動に役立つ本をそろえました。

より少なめでした。年齢層は高めの方が多かったです。

みどりネットの事務所に新しい本が 4 冊入りました。

講習をすすめてくれる交野警察では、今回、大きな紙

環境活動、市民活動を楽しく円滑にすすめるためには、

芝居を上演してくれました。物語の中で、自転車のルー

いろいろなノウハウが必要です。そんなヒントを満載し

ルやマナーと、それを無視すると危険であることがとて

た本を事務所にそろえました。皆さんの現場の活動でも

もわかりやすく紹介されていて参加者からも好評でした。

役に立つはずです。貸し出しなど活用方法についてはこ

紙芝居のあと、会場からは「あそこのスーパーの前のあ

れから考えていきます。まずは事務所まで読みに来てく

の道はどう走るのが正しいのか」といった生活に即した

ださい。環境や自然に関するおすすめの本の提供も受け

具体的な質問があがりました。また、
「先日あの角で車と

付けています。

自転車との接触事故があった」など、地域の危険な箇所
についての報告が上がっていました。
続いて校庭での実習の予定でしたが、ぞろぞろと外に
出て行ったかと思うと、すぐに戻ってきた皆さん。なん
と、急に大雨が降ってきたのです。こんな寒い日に濡れ

●「プレゼンテーション・パターン」
（井庭崇＋井庭研究室著

ては大変だと、残念ですが実習は中止になりました。

慶應義塾大学出

仕方がなく、リユース自転車が当たる抽選会に移り、

版会）人の心をつかむ話し方を身につけるための

見事に自転車を射止めた方は大喜びでした。

コツとは？

最後の挨拶では、自分たちのまちを地域に住む自分た

●「実例でよくわかる！人が集まるチラシの
作り方」（坂田静香著

ちでよくしていこうというまちづくり部会からの呼びか

家の光協会）

けに、会場の皆さんは大きくうなずいていました。

講座申込み率が 300％もアップするちらしの

今回までの 3 回のマナー講習会をはずみに、今年度は

作り方を紹介。

次なる活動「ハザードマップづくり」にとりかかります。

●「人やまちが元気になるファシリテーター
入門講座」（ちょんせいこ著

解放出版社）

話し合いや会議をよりいきいきと意味あるもの
にするためのヒントがいっぱい。

●「不都合な真実」（アル・ゴア著

ランダ

ムハウス講談社）これはノウハウ本ではなく、
元米副大統領による地球温暖化問題がよくわかる
本です。
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自然環境部会
●第 3 回

講座「竹炭について学ぼう」

●「かたの未来の里づくり講座」がスタートしました！

今年度最後の講座「竹炭について学ぼう」が 3 月 16

自然環境部会では、昨年行った講演会、観察会に加え、

日、星の里いわふねで開催され、24 名（スタッフ含む）

今年度から「自然、自然環境の保全」を系統的に学べる

の参加がありました。今回の講師は「交野竹炭づくりボ

講座を企画し「かたの未来の里づくり講座」を発足させ

ランティア」の方々でした。
「交野竹炭づくりボランティ

ました。狙いは、自然とはどのようなものか、自然環境

ア」の活動は、交野の里山に竹がはびこり荒れ放題にな

保全とは何かを、交野の実情を把握し、交野では何が大

っている状況から、竹を伐採して竹炭づくりを始めよう

切なのかを考え、議論し、交野における自然環境保全活

と 2002 年にスタートしました。当初は竹炭の全工程に

動を企画・立案・実行できる人材を養成、そして結集す

数日かかっていたところを、今では短時間（12～15 時

ることにあります。

間）で使用目的に合った炭を多量に焼く技術を身につけ

この講座は全７回ですが、終了後、年度後半には実習地

たという苦労話もされました。

を利用して実践活動を行い、知識・技術の向上を計画し

★講座の内容は
２、実際の炭焼き

１、炭（竹炭）とは一体なんだろう

ています。

３、交野竹炭ボランティアの紹介

４、竹炭絵付け同好会の紹介

活動レポート

５、今後

・４月１３日、市役所別館３階中会議室に受講生２５名

で進められました。

（自然環境部会員６名も受講）を含む総勢３２名が集合

★講座の後半には、炭焼きの最中の「いわふね窯」の

し、１０時から第一回講座が始まりました。挨拶、メン

見学と孟宗竹の竹切りと竹割り体験がありました。竹割

バー紹介に続き勉強開始。今回の講師は大阪市立大学大

り体験をした人から「竹切りは大変だけど

竹割りはス

学院理学研究科の植松先生。大阪市立大学理学部附属植

カッと割れるので気持ちよい」との声が聞かれました。

物園の特徴・意義、植物園を利用した環境問題研究プロ

また「竹炭づくりボランティア」の頒布品である竹炭や

ジェクトの内容・成果の紹介などを織り交ぜ「生態系と

竹酢液の紹介がありました。竹炭は燃やした時に炎や煙

生物多様性」の講義が進められました。森を作っていく

が出ないことから茶の湯や炭焼きに、多孔質で表面積が

上で、
“バランスをどこにおくか？人の取り分と動植物の

大きいことから床下や押し入れなどの吸湿や水の浄化に、

取り分“など三つの視点の必要性も説明して頂きました。

また竹酢蒸留液は化粧液やお風呂のお湯に利用されてい

昼食後、マイクロバスで今後の実習地となるふれあいの

ます。午後からは希望者対象の“絵付け竹炭”の講習会

森（私市公園）に移動し、大阪自然環境保全協会理事の

があり、参加者は用意された竹炭に見本絵を見ながら絵

田淵先生から、水田の畔の植生の説明を受け、畦道を歩

付けを楽しみました。

きながら植物を観察、植物園に向かいました。植物園で
は、再び植松先生から天野川の護岸工事の影響や園内で
タンポポの観察やナラ枯れの被害状況など説明を受けま
した。
・以下は、一日の講座を終えた受講生の感想の例です。
＊タンポポの花をルーペで覗いたときは驚きました。新鮮な気持ち
で勉強させていただきました。
＊午前の講義も午後の実習・見学も大変良かった。交野の自然を保
持するために、微力ながら協力したい。よろしくお願いします。
＊大変参考になりました。次回が楽しみです。

絵つけ竹炭
（参加者の作品）

・なお講座を企画し、実施するにあたっては、公益社団法人大阪自然
環境保全協会の指導、大阪市立大学理学部附属植物園の協力、そして

参加者に配られた

交野で活動されているグループ、交野里山ゆうゆう会、交野竹炭づく

お土産の「竹炭」

りボランティアの協力をいただいています。
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第 1 回かたの未来の里づくり講座

写真記録

2014.4．13

【午前の部】
オープニング

講義：生態系と生物多様性

植松 千代美先生

【午後の部】
ふれあいの森へ移動

近くの田んぼで

水田の植生 田淵 先生

私市植物園て
天の川の護岸工事について

ここに便利な
メジャーが。

事務所あたりで タンポポ観察

最後のまとめ

樹木の炭素量測定
２回目が楽しみですー
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エコ生活部会

３．平成 26 年度の総会の企画
ろじん

今年度の総会について、企画内容を相談しました。詳

●Ｈ.２５年最後のエコ良人講座
「春の得うまエコクッキング」開催！！

細は 1 ページの記事をご覧ください。

３月２０日ゆうゆうセンター調理室にて、
「春の得うま

４．平成 26 年度の年間計画について

エコクッキング」を開催しました。

5 月 25 日に総会（会員交流会）
、7 月頃に研修、2 月

参加者は定員いっぱいの３０人でした。

に会員交流会、3 月に環境フェスタに出展することを決

エコクッキングは４回目で、募集すると２～３日で満

めました。9 月から 12 月の間にも研修または視察を計

席となり断らなければならないほど好評を得ています。

画します。

最初に「エコクッキングとは」の学習をし、旬の食材

５．事務所ステキ化プロジェクト

筍、鰆、新わかめ、菜の花などを使ってちらし寿司、す

4 月 22 日に各部会からメンバーが集まり、事務所を

まし汁、鰆のホイル焼き、あずきういろうを作りました。

整理整頓したうえで、今後の事務所のレイアウトやイン

参加者からは、「環境学習が良かった」「油分のない食器

テリア、活用方法などを考えることになりました。

まで洗剤を使っていた。気をつけようと思った」
「生ごみ
を少なくすることもエコなので工夫したい」などの感想

今後の予定

があがりました。
次年度も、生活の基本であり、工夫するところが意外

※活動にはどなたでも参加できます。

とたくさん見つかるエコクッキングを企画していきたい

予定が変更になる場合がありますので、

と思います。

参加の場合は事前に必ずお問いあわせください。

【部会会議日程】
・自然環境部会
6 月 5 日（木）13:00～
・エネルギー部会
５月１５日（木）15:00～

運営委員会からの報告

・エコ生活部会

●第 18 回運営委員会を 4 月 7 日（月）18:30～開催

５月７日（水）13:30～

しました。

乙部浄化センターにて

１．平成 24・25 年度の事業報告

・まちづくり部会

部会ごとに昨年度の事業について報告をしました。当

５月２０日（火）10:00～

初の計画と比べ、できたこと、できなかったことなどを

（自転車マップの学習会）

明らかにしました。

・広報担当者会

２．平成 24・25 年度の決算、26 年度の予算について

５月 1４日（水）18:30～

平成 24・25 年度の予算の執行状況を見ました。交野

※関心のある部会に

市からの委託金額の一部を使い残したため、それを市に

ぜひ気軽にご参加ください。

返還することになりました。また、平成 26 年度の予算
の部会ごとの割り当て金額を確認しました。次の年度は
残ることのないよう、事業計画に沿って活動を進めるこ
とを確認しあいました。
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●事務所、ステキになってきました☆

【講座案内】

不要な物品をお譲りください

●「かたの未来の里づくり講座」（全 7 回）

事務所ステキ化プロジェクト第 1 弾、片付け大会が終

5/11（日）
、6/8（日）
、

了しました。

7/6（日）
、8/10（日）、9/15（月祝）
、10/19

4 月 22 日、いらないものをすべて放り出してやる！

（日）※各日 1０:00～15:30

と息巻いてやってきた代表と副代表をはじめとする 6 人

場所：ゆうゆうセンター、ふれあいの森、

の片付け部隊がみどりネットの事務所に集結。
「これ何？」

ほか市内各所

「どこの部会の？」とわあわあ言いながら、物ものが収

●里山・大好き観察会

まるべきところに 1 時間強で収まり、事務所内はひろび

日時：5 月 18 日（日）

ろスッキリ！

内容：くろんど園地の新緑と春の草花を

何がどこにあるのかがわかりやすくなり、時計もつい

う～んと楽しもう！※詳しくはＨＰ参照

たし、お茶も飲めるようになりました。

●交野みどりネット総会

次は、より美しい

日時：5 月 25 日（日）13:30～17:00
場所：市役所別館 3 階

事務所と、より楽し

中会議室

く機能的な事務所を

内容：総会、記念講演、会員交流会

目指して、第 2 弾で

●広報力アップセミナー第 1 回

す。皆さんより以下

「伝えるコツ」でたくさんの人を集めよう！

の物品を募集します。

あなたの団体の魅力、発信できていますか？

いただきもので余っ

日時：6 月 28 日（土）13:００～1６:００
場所：ゆうゆうセンター

ているような茶葉やお茶菓子の提供も大歓迎です。でき

研修室

るだけ環境や健康に配慮したものを探しています。

講師：古賀桃子さん（ふくおか NPO センター代表）
参加費：交野みどりネット会員

・食器の洗いかご

500 円、

・コーヒーサーバーまたはドリッパー

会員外 1,000 円 （※当日入会可）

・ふきん

内容：イベントに参加者が集まらない、新し

・文房具類

・トレイやかご（文房具やお茶セット入れに）

な悩みはありませんか。団体の魅力を伝える

（※それぞれお持ちいただく前にご一報ください）
。

には「コツ」があります。広告大手の電通の

また、インテリアコーディネーターも募集中！ 今は殺

ノウハウを活かした、全国で大好評を博して

風景なみどりネットの事務所を私のセンスでステキにし

いる「“伝えるコツ”セミナー」がついに交

てやろうという方、ぜひお力を貸してください。

広報のプロから人を惹きつけ

みんなの力で、人が集まりたくなる、もっとステキな

るコツを学んで、あなたの活動を一気にステ

事務所を実現しましょう♪

ップアップさせましょう！
重要なお知らせ

・延長コード

・お盆

・布（物品を隠したりテーブルクロスに）

い人が入らなくて活動が停滞している、そん

野に上陸！

・ティーポットまたはきゅうす

平成 26 年度の会員更新をお願いします。

交野みどりネットの会員期間は毎年 3 月 31 日までとなっています。別紙のご案内にしたがって、
今年度の会員登録手続きを 5 月 12 日（月）までにお願いいたします。会員更新申込書は、郵送、持
参、FAX、メールのいずれかで提出することができます。年会費は 5 月 25 日の総会にご持参いただ
くか、5 月末日までに事務局（みどり環境課）までお持ちください。
5 月 15 日ごろに総会の議案書をお手元にお届けしますので、よろしくお願いいたします。
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