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   特  集 

◆交野みどりネット平成 26 年度総会報告 

 

「交野市環境基本計画推進会議 平成 26 年度総会」を

平成 26 年 5 月 25 日（日）13 時 30 分から市役所別

館３階中会議室で開催しました。 

 

★第１部 総会 

まず、玉井代表に続き中田仁公市長より挨拶がありま

した。続いて、司会の前波運営委員から出席会員数 23

名、委任状提出者数 11 名の参加で総会成立の報告があ

りました。その後、議長に「天野が原まちづくり委員会」

の道上氏が選任されました。 

議事は、はじめに第 1 号議案の「平成 24・25 年度

事業報告」を堀副代表が、第 2 号議案の「平成 24・25

年度収支報告」を会計の浅田委員が、監査報告を梅本監

事が行いました。会員よりの事業受託会計の詳細につい

ての質疑応答の後、拍手で承認されました。また、第 3

号議案「平成 26 年度活動計画」について足立副代表よ

り、第4号議案について会計の大原委員より提案があり、

それを受けて、会員から今後の活動への希望と期待の意

見が出され、和やかなうちに拍手で承認されました。参

加者からは「各プロジェクトの内容が良くわかった」と

の感想がよせられました。 

 

 

 

 

 

  

 みんなでつくろう！ 住み続けたい 

  環境のまち・交野－「とかいなか」って？  

 

 ★第 2 部 総会記念講演 

NPO 法人 環境市民の理事であり、エコパーソナリテ

ィの下村委津子さんに、「みんなでつくろう！住み続けた

い環境のまち・交野―“とかいなか”って？」と題して

講演していただきました。 

いきなり会場の参加者へ「とかいなかって？」と講師

からインタビュー。『どきっ！』 始めから緊張！！ 

参加者も受け身でなく、主体的に。 

同じ言葉でも人それぞれに思いが微妙に違うことがわ

かったことから話がスタートしました。 

 交野みどりネットはパートナーシップで進める団体で

あることから、以下の内容のお話がありました。 

 

・パートナーシップがなぜ必要か。 

・パートナーシップは、違いを知るところから出発。 

・パートナーシップを成立させるために必要なことは？ 

・違いはエネルギー！！ 

・パートナーシップの相乗効果 

  １(住民)＋１(事業者)＋１(行政) ＞３  

・プロジェクトをつなげてみよう。 

『縦割りになっていませんか。』 

・パートナーシップの視点で事業を評価しよう。 

・活動で地域の課題を解決する。 

※ みどりネットの活動によって、交野にある課題を解決 

できるものにする。 
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【他市・町の事例の紹介もありました。】 

 

  ・池田町のキャンドルナイトー食 U ターン事業 

   ・高畠町―エコドライブ講習が日本一多い町 

    ・水俣市の「茶飲み場」―観光＋ゴミの軽減 

  

交野みどりネットのこれからの活動にとって身につけ

ていきたい大切なお話をしていただきました。 

 

◆質問コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆第 2 部で心に残ったこと（皆さんの意見より抜粋） 

 

・具体的でわかりやすかった。 

・これからのみどりネットの活動に関して、その考え方など

をアドバイスいただいたと思います。 

・パートナーシップは、お互いの違いを知ることから始まる。 

・一人では何もできない。みんなで力を合わせて、仲間同士

として活動。 

・住民ははじめから主役にはなれない。脇役を何度もやって

経験を積んでから。 

・活動していく中で意識も変わり、主役もはれる力をつけて

いくって本当かなあ？ 

・市民、事業者、行政が対等に。指針が必要。 

・パートナーシップを評価するには市全体での評価軸が必要 

・自分の思いを伝えるためには、相手の今の言葉がどんな思

いで出てきたかを瞬時に考え、次の言葉を考える。 

・コーディネートとは、「信じる力」と「為す力」 

・自分がおもしろくないことに共感は得られない。 

・“人を巻き込む”、自身が下手すぎるので惹かれる。 

・ニセコ町の行政トップの熱意、評価の仕方について。 

・高畠町の事例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.「違いはエネルギー」の 

「エネルギー」とはどういう意味か？ 

A.市民・事業者・行政、それぞれ違っていることが、

力になるということ。 

 自分がマスコミ業界にいるとき、ふれあった市民活

動をする人たちは、テレビは自分たちの思いを伝えて

くれないと感じていた。メディアと市民、双方の話を

聞いて通訳した。違う人と一緒になると、違う発想が

生まれる。 

Q.持続することが大切。評価はどのようにすればいい

のか？ 

A.自分たちの活動が社会にどんな影響を与えること

ができたのかを知る必要がある。 

 評価は、報告書に載せていく。そして、「市民が参

加できたからこんなことができた」ということを出前

講座などでも広く伝えていくこと。パートナーシップ

の指標は、関わるみんなで議論してつくる。ガイドラ

インをつくっている自治体もある。 

まだつくっていないなら、つくりだす手がある。 

Q.１＋１＋１＝新しい１、という考え方がよいと自分

は思う。三つの主体が集まって、新しい団体をつくっ

ていくのはどうか。みどりネット内部ではまだ、その

１になりきっていない。 

A.その考え方もすばらしいですね。 
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 ★第３部 交流会 

事務局の南村さんによるアイスブレイク、楽しいゲー

ムから始まりました。班分けもゲームの中で。 

それぞれ飲み物を手に持ち、自分の班へ移動。流れは

比較的スムーズに運んでいました。総会ちらしの裏を利

用した(無駄なく)仕掛けを使って交流開始。肩の力も抜

け、素直にそれぞれの意見を交わせたと思います。ちな

みに２班では、自己紹介(書いてあるので気楽に)の後、

それぞれが書いた「心に残ったこと」を糸口に話が進み

ました。進行役なしでも自然にお話の翼が広がっていき

ました。途中、突然の席替えがあったり、仕掛けが続き

ましたが、おかげで、他のグループがどんな話で盛り上

がっていたのか全体で発表し合わなくても共有でき、面

白かったですね～。話は尽きませんでしたが、時間切れ

でお開きでした。皆様、長時間、お疲れ様でした～。 

 

☆第 3 部 交流会の感想から（皆さんの意見より抜粋） 

 

・いろいろな立場の人の話を聴けて、楽しく勉強になった。 

・グループ分けの方法がおもしろかった。途中でシャッフルと

いうのもいいですね。 

・人数はそんなに多くはないが、意見交換できる“場”は大切。

お互いを刺激しあう意味でも、定期的に開催すべきと思う。 

・物の見方は人それぞれだ。前向き、後ろ向き、横向き、暗い

話ととるかありがたい提言ととるか、これから考えてみよう。 

・みんな違ってみんないい。バランスが大切。 

・言いたいことの言えるスタイルは good。 

・協働するとき、相手が、何ができるか知ることが重要と聞い

たことが印象に残った。 

・「とかいなか」の持つ意味、その背景、深いです……！ 

・気持ちを持っている人がたくさんいる。 

・交野は星のまち。星がよく見えるようにライトダウン、みど

りネットでやってみたい。 

・最後に「こんなことできたらいいな！」のアイディアが出て

うれしかった。 

・これからや、みどりネット！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      みどりネット広報力アップセミナー第 1 回 

        「伝えるコツ」講座 参加者募集！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「伝えるコツ」でたくさんの人を集めよう！ 

あなたの団体の魅力、発信できていますか？ 

イベントに参加者が集まらない、新しい人が入らな

くて活動が停滞している、そんな悩みにお応えしま

す！団体の魅力を伝える「コツ」をＧＥＴしよう！ 

 

・日時：6 月 28 日（土）13 時～1６時 

・場所：ゆうゆうセンター 研修室 

・講師：古賀桃子さん（ふくおか NPO センター代表） 

・資料代：500 円 （※参加費無料） 

・定員：30 人（先着順。定員に達し次第締め切ります） 

・申込み締切：6 月 25 日（水） 

 

・広報担当者会では、広報力の向上を目指して、全

国で好評を博している「“伝えるコツ”セミナー」

の開催を企画しました。「伝える“コツ”セミナー」

は広告界トップ「電通」の社会貢献活動の一環とし

てＮＰＯとともに取り組んでいるプロジェクトで、

広報活動をしていく上での『伝えるコツ』をまとめ

たオリジナルテキストを用いて、経験豊かな講師

が、グループワークをおりまぜながら、楽しく学ぶ

セミナーです。広報のプロから人を惹きつけるコツ

を学んで、あなたの活動を一気にステップアップさ

せましょう！！ 

今回は、「考え方のコツ」をメインに学びます。 

団体から参加される場合は、2 人以上での参加をお

すすめします。パワーアップ間違いなしです！！ 
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  各部会からの報告 

 まちづくり部会 

●「ハザードマップ学習会報告」 

 5 月 14 日（水）の定例部会の決定を受け、環境フェ

スタより取り組み始めた『交野市内学童通学路を含めた

良い道・危険な道・走り易く楽しい道』等のマップ化を、

今年度の新しいテーマとして事業化したいと考えていま

す。 

 その一環として、「自転車マップとはどんなものか」を

知るために、木津川市在住の“自転車ライフプロジェク

ト”の藤本芳一代表を講師に招き、まちづくり部会全員

で 5 月 20 日の午前中、学習会を開催し、内容の濃いお

話を聞かせてもらいました。（ここで知ったのですが、な

んと藤本氏は、みどりネット事務局のＭさんのご主人だ

という事。イメージを少しふくらませるために紹介しま

すと、昔“小さな恋のものがたり”という少女マンガがあ

ったと思うのですが、その主人公である「ノッポのサリ

ーとオチビのチッチ」そのものであり、ほっこりです。）

と、余談はこのあたりにして、本題の“自転車マップって

①“どんなもの？”  ②“どうやってつくるの？” 

について、1.マップの目的、2.調査方法、3.調査のポイ

ント、4.制作手順等について質疑応答をザックバランな

やりとりで行いました。最後に堀部会長がまとめ、「この

様なノウハウを持った方には、今後もアドバイザー的な

立場で応援をお願いしたいですね」と投げ掛け講習会は

有意義に終了しました。 

 筆者も当日教授してもらった事に、プラスアルファー

を考え、「“交野サイズの自転車マップ”作成にかかわる

ぞ！」と自身に誓った次第です。筆者は、交野みどりネ

ット NEWS で、今回より“まちづくり部会”を担当させて

もらう事となりました梅本です。宜しくお願いします。

部会のニュースのみならず裏情報を含めていろいろ情報

提供をしたいと考えていますので、ご期待下さい。 

  

 

 

 

 

 自然環境部会 

●２０１４．第１回 「里山大好き観察会」開催 

◆活動テーマ：「交野の里山大好き観察会」 

～くろんど園地の新緑と春の草花を満喫しよう～ 

（※5/１８（日）９時３０分～１５時） 

今年度はじめての観察会を行いました。参加者の電話

での受付状況が当初７名という心細い状況でしたが、当

日になって直接現地で申し込まれる方が多くスタッフを

含めて２５名の参加がありました。 

交野みどりネットの紹介と当日の観察会のルート（私

市駅前―月の輪の滝―すいれんの池―八ツ橋―河内森駅

前）を説明した後、準備体操。そして出発となりました。

五月晴れの青空の下、講師の田中英明さん（交野自然の

杜クラブ）と堀内信彦さん（交野自然の杜クラブ）の説

明を聞きながら目的地に向かって歩を進めました。 

少々汗ばむ気温となりましたが、満開のモチツツジの

萼片を手で触り、その粘々した感触が虫への防御策であ

ることに参加者は感動していました。また新緑の中の３

枚の若葉の木「タカノツメ」の名前の由来を知って納得

していました。“くろんど園地”への山道では“これから

咲く花”（コツクバネウツギ、ナナミノキ、ミヤマガマズ

ミ、ヤブムラサキ、ムラサキシキブ、アオハダ、カマツ

カ、ツリバナ等々）や“樹木で咲き終わった花”等や 

草花（ツクバキンモンソウ、チゴユリ、ショウジョウバ

カマ、センボンヤリ、キッコウハグマ、ホナガタツナミ

ソウ、シュンラン等々）が見られ、参加者から「いろい

ろな種類があるのですね。こんなにあるなんて知らなか

ったです」との声も聞かれました。この日は行楽日和で、

ハイキングを楽しむ、家族連れや他市からのグループな

どと沢山出会うことがありましたが、参加者全員怪我も

なく無事に観察会を終えることができました。 

観察会アンケートより 

・「立ち止まって植物観察できて楽しかった」 

・「山歩きがすごく楽しくなりました」 

・「草、木の名前を教えていただき楽しいハイキングでした」 

・「初めての参加 小人数のグループで尋ねやすかった」 

・「歩きは少しきついが花丸です」 

・「引率の方がとても親切でよかった」 

・「秋の実の季節も楽しみにしています」等々 
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 ①観察会のルート説明   ②モチツツジの花の観察 

 

 

             

 

 

 

  

③講師の説明に頷く参加者 

 

 活動レポート  

●いよいよ実習開始！「かたの未来の里づくり講座」 

「かたの未来の里づくり講座」２回目が５月１１日

(日)に行われました。１回目に欠席の受講生も顔をだし、

今回から４班に分かれて研修を進めることになりました。 

午前中はゆうゆうセンターで「里山保全と生物多様性

について」学習。植生調査の方法についても説明を受け

ました。 

午後はいよいよ実習地へ。現場へ入る前に、下準備。 

 

ヘルメットをか

ぶり、ゲートル

の代わりにスパ

ッツを装着？ 

準備万端。 

 

   

先生から説明を受け、班毎に作業を開始しました。あ

とは夢中になって「この木何の木？」「X 方向に何 m」「Y

方向は？」と急な斜面をものともせず作業を。あっとい

う間の２時間でした。けがをする人も無く一安心。 

受講生は「また来月！」と、充実感溢れる後ろ姿で帰

路についていました。 

一口感想 

 

・「午前中の講義で生態系の多様性を聴き、大変興味深かった」 

・「今まで経験したことがなかったので良い経験になった」 

・「体を動かして楽しかった。植物の名前を教えてもらった」 

・「測定が大変だったが興味がわいた」 

・「コドラートでの毎木調査をきちんとしたのは初めてだった

ので勉強になった」 

・「楽しくチャレンジできました。高さや広がりを目測するの

は難しかったです。木の名前があまりわかりませんでした」

等々。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エコ生活部会 

●Ｈ.２６年第 1 回エコ良人
ろ じ ん

講座  （速報） 

 「ゴーヤ先生がやってくる！みどりのカーテン」 

★６月１２日(木）①１０：００～ ②１３：３０～ 

※市役所別館３階 中会議室にて 

夏の省エネに向けて、今年も昨年度好評だった“みど

りのカーテンの育て方”を｢エスペックみどりの学校」の 

土田真奈美さんより学びました。詳しい報告は次号に掲

載します。 

昨年とちがい、育てるだけでなく、みどりのカーテン

にチャレンジされた方から写真を募集し、９月２５日(木）

にみどりネット事務局にて展示する予定です。その日は

｢カフェ」を開催し、お茶をのみながら、写真を見ながら、

我が家のみどりのカーテンの自慢をしたり、他の人の工

夫を聞いたり、ゴーヤ料理のレシピを交換したりして交

流もしたいと考えています。 

  今回は講座の参加者に持って帰ってもらう苗を、エコ

生活部会員で育てました。 
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【種まきをしました！】 

 

❤はーやく芽を出せ ゴーヤの種♪♪ 

   

       ❤元気に大きくなれ ゴーヤの苗♪♪ 

 参加者には２株お渡しの予定です。 上手に育ってね！ 

 

 

 

 

 

 エネルギー部会 

●5 月 15 日（木）、部会の会議を開きました。 

 テーマは、(1) 新年度の運営体制について、(2) 新年

度の活動計画について、の 2 項目です。 

 (1)(2) について、昨年度の反省も踏まえて、役割分担

をはっきりさせ、 

『具体的に今年度の取組を話し合いましょう』、 

『夢を描いて、実現するための一歩を踏み出そう！』と

いうことで、①講座の充実と、②昨年度に計画してやり

残している“クリアファイルを作る”ことを、活用方法

を含め具体化していくことにしました。また、“市民発電

所をつくる”という夢への第一歩として、見学研修や学

習を進めることを考えています。次回の会議では、これ

らをより具体的に考えていく予定です。 

 皆さん、エネルギー部会の活動に、ぜひたくさんの会

員の参加を待っています！ 

 

 広報担当者会 

●広報担当者会では、毎月第２水曜日にミーティングを

開催し、主にこの『みどりネットＮＥＷＳ』の誌面構成

などを中心にミーティングをしています。 

 企画やＨＰ、ニュースレター作りに興味のある方はも

ちろん、ちょっとのぞいてみようかなと思われましたら 

いつでも大歓迎です。市役所別館２Ｆみどりネット事務

所でお待ちしています！！ 

 

 運営委員会からの報告 

●第 19 回運営委員会を 5 月 12 日（月）13:30～開催

しました。 

１．総会の議案書について 

 議案書案（平成 24・25 年度事業・決算報告、平成

26 年度事業計画・予算）を確認し、総会資料を会員に

14 日（水）に送付することとしました。 

２．総会の運営について 

 5 月 21 日（水）に実施する監査の結果を報告するた

め、総会当日（5 月 25 日）に臨時運営委員会を開催す

ることや役割分担等について話し合い、決定しました。

また、担当を決め、団体会員に議案書を持参して総会へ

の出席をお願いすることにしました。 

３．生駒市との交流企画について 

 環境基本計画の策定・実行の先行都市、生駒市を訪問

し、その推進組織である「ECO-net 生駒」と交流をし

て、先進事例を研修することを決めました。時期は 7 月

頃を検討していきます。 

４．各部会の新年度の運営体制について 

 年度が変わったので、運営委員・部会長・副部会長・

会計・広報担当について、部会ごとの体制の変更を確認

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。 

 

 

 

 

 

交野みどりネットの事務所には、あなた
・ ・ ・

を待っている

ボランティア活動がありますよ。 

 ①三つ折りリーフレットの間への紙の挟み込み 

  交野みどりネットのカラー三つ折りリーフレットの

間に、入会案内を挟み込む作業です。短時間でも、少

しの数でもこつこつと作業してもらえると助かります。 

 ②消耗品などに、「交野みどりネット」と記名作業 

交野みどりネットの持ち物に、名前を書き込む作業

です。イベント等で持ち出した時になくならないよう

に、消耗品など一つひとつに書いていこうと思います。 

 ③整理整頓、片付け、掃除、飾りつけなどの作業 

  毎日のように誰かが出入りしているので、だんだん

散らかっていく事務所の、気になる箇所をさっと片付

けてくださる方を期待しています。また、整理に使っ

ている空き箱にきれいな紙を貼るなどして、見栄えを

良くすることも、していただけるとうれしいです。 

  

 

 

 

 

 

 

※交野みどりネットの活動は、会員みんなでつくりま

す。部会の活動に参加する以外にも、あなたにできる

ことがきっとあります。お手の空いたときに、こまご

まとした作業を助けてくださいね。 

☆引き続き、皆さんより以下の物品を募集します。 

できるだけ天然素材のものなど、環境や健康に配慮し

たものを探しています。いただきものなどで余ってい

るような茶葉やお茶菓子の提供も大歓迎です。 

  ・ティーポットまたはきゅうす  ・ふきん 

・ごみ箱  ・文房具類 

・布（物品を隠したりテーブルクロスに） 

・トレイやかご（文房具やお茶セット入れに） 

※それぞれお持ちいただく前にご一報ください。 

 

【講座案内】 

●「かたの未来の里づくり講座」（全 7 回）  

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 

●広報力アップセミナー第 1 回 

「伝えるコツ」でたくさんの人を集めよう！ 

あなたの団体の魅力、発信できていますか？ 

日時：6 月 28 日（土）13:００～1６:００ 

場所：ゆうゆうセンター ３Ｆ研修室 

講師：古賀桃子さん（ふくおか NPO センター代表） 

参加費：無料※資料代 500 円（１人につき） 

定員：30 名（定員になり次第締め切ります） 

申し込み締め切り：6/25（水） 

 

【部会会議日程】 

・自然環境部会    

   7 月 3 日（木）13:30～ 

・エネルギー部会    

      ６月１９日（木）15:00～ 

・エコ生活部会     

   ６月 2５日（水）9:30～ 

・まちづくり部会    

   ６月１９日（木）1３:00～ 

・広報担当者会     

      ７月９日（水）19:00～ 

※関心のある部会に 

      ぜひ気軽にご参加ください。 

 

●あなたのおしごと、 

   あります！！ 


