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   特  集 

◆第１回広報力アップセミナー 

「伝えるコツを身につけよう」講座レポート 

6 月２８日(土)、ゆうゆうセンター研修室（３F）において、

広報担当者会主催でふくおかＮＰＯセンターの古賀桃子さん

を招いて、広報力アップセミナー（テーマ：「伝えるコツ」講

座）を開催しました。 

 

まず講師の自己紹介があり、引き続いて、映像を通し

て広報を改革した企業の事例が紹介されました。 

その後、１、テキストの演習ドリルへの記述、２、グ

ループ内で発表、３、交流から次へのステップという流

れで講習会はすすめられました。 

「広報は、●その団体のメンバー同志で意識の統一性

を確かめること、●伝えることの目的を明確にし、見る

人の立場に立って考えることが大切である」ということ。

そして具体的には、10～15 字ぐらいのキャッチコピー

をたくさん作り、その中から自分の団体のキャッチコピ

ーを決め、自分の団体の価値観を訴えていくこと」が重

要であるというお話がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、次のようなことに注意することが大切である

というアドバイスもありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほかに、良いチラシを作るためのレイアウトにつ

いて大切なポイントをいくつか話されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師自身が集められたすてきなチラシも紹介され（左

の写真参照）、中にはハッとするものもあり、さまざまな

チラシを収集すること自体が、良いチラシを作るための

ワンステップになるようです。 

その後、みどりネットのＮＥＷＳやチラシをもとにグ

ループで討議、交流し、なごやかな雰囲気の中で講座は

終了しました。 

広報をする基本、キャッチコピーやチラシを作るため

の基本が理解でき、ますます広報の大切さを実感したセ

ミナーでした。 

             （記：今谷・久保） 
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①キャッチコピーは 10 字以内とする 

②よく使われることばは使わない 

（例：まちづくり、子育てなど） 

③漢字や横文字をたくさん使わない 

④対象は基本として小学 5 年生位の思考と考えること 

⑤自分たちのことばを見つけること 

 

 

 

①チラシは「いかに手に取ってもらうかがポイント」。

レイアウトは載せたいものを整理し、組み合わせる。 

②余白を作ることが大切で、字体・大きさ・字間・行

間・色づかいなどをよく考える。 

③重心をどこにおくかを考え、さらに紙の大きさや折

り方にも工夫をする。 
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  各部会からの報告 

 まちづくり部会 

●“交野サイズの自転車マップ”作成途中 

 ５月１９日（木）午後「まちづくり部会」定例会。 

 参加者が少なく、流会かの声もあった中、みどりネッ

ト事務所において、「交野サイズの自転車マップ｣作りの

スケジュールやコンセプト等について話し合いました。   

 毎回の事なのですが、余り会議次第にとらわれず、と

いうか元々無いのですが、フリートークが始まりました。 

 ここで、冒頭に書いたように、数少ない部会メンバー

を紹介したいと思います。部会長の妙見東のＨさん、天

野が原の女性Ｍさん、同じく天野が原のＭさん、倉治の

O さん、同じく倉治の梅本とみどり環境課の S 氏、交野

市役所のＴ氏の合計７名です。 

 「交野みどりネット」の前の組織である｢かたの・環境

を考える委員会」の時は、もう少しメンバーがいたので

すが。 

 なぜこのような事を書くのかと思われるかもしれませ

んが、我が“まちづくり部会”の現状を｢みどりネット」会

員の方々に知っていただき、そして、“まちづくり部会”

を応援していただきたいからです。ぜひ、読者の皆さん

に、各部会への積極的な参加と同時に会員募集にも力を

注いでもらいたくお願いをする次第です。 

 他にも同じように、メンバーの数が少なく活動がなか

なか思うように進まない部会もあります。 

 少しお願い事を書きましたが、ここで本題にもどりた

いと思います。 

 まずスケジュールについて今年度中に成果品までもっ

ていくためには、タイトになるが、それでもやるかどう

かを検討中、少し遅れて参加のＭさんより、この内容を

聞いていたかの様に「別に今年度中にこだわる必要はな

いのでは」との発言があり全員、ホットした気分になり、

スケジュールは少し幅をもたせたもので再考する事とな

りました。そんな中、「かたの・環境を考える委員会」時

代に議論し、「交野市環境基本計画」に盛り込んだ６つの 

プロジェクト（まちづくり分野）について見直しをせざ

るを得ない部分が出てくる可能性もあるように感じられ

ました。 

 『進行管理には｢ＰＤＣＡサイクル」を用い繰り返し 

継続的に改善していけばよいのかな？』という筆者の意

見です。 

 【ＰＤＣＡサイクル】※参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★１０年計画で実現をめざそう！ 

  

 終了頃、事務局 M さんより、頭の痛い宿題を受けてメ

ンバー全員“黙して語らず”。 

 15 時前、ドアが開き、エネルギー部会のみなさんが

顔を見せ、次は私達の出番ですよとのこと。 

 当“まちづくり部会”はこの辺でおいとまを。 

また「交野みどりネットＮＥＷＳ５号」で 

お目にかかりましょう。       （記：梅本） 
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 自然環境部会 

活動レポート  

●「第 3 回かたの未来の里づくり講座」 

6 月 8 日（日）に第 3 回講座を行いました。 

 午前中はゆうゆうセンターにおいてタケの種類や見分

け方、特性、竹林の管理など、現在、森林において問題

になっている「竹」についての話と、第 2 回に行った『植

生調査』の結果についての説明を受けました。 

 午後は、ふれあいの森（実習地）において竹の伐採の

実習。装備を整え、4 班に別れ、交野里山ゆうゆう会の

皆さんの指導の下、伐倒と枝の処理を行いました。倒す

方向の検討、その方向に倒すためののこぎりの使い方、

ロープの使い方、安全確保のための周囲の作業者への注

意喚起などについて学びました。 

 「日本ののこぎりは引いて切るのですよ！」の注意に

「なるほど！うまく切れます」との返事、「そちらの方向

に倒れるのでよけてください！」といった声が飛び交う

中、無事実習を終えました。  （記：Ｉ．Ｈ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一言感想 

  

・安全に作業する前の準備の手順や、安全な竹の切り方を教え 

 ていただき大変良かった。 

・竹林伐採の一連の作業ができて、勉強になりました。 

 竹炭づくりや、活用実習も機会があればしてみたい。 

・予想以上に大変な仕事ですがとても楽しませてもらいました。 

・実際に竹伐り、片づけをして、しんどさを含め、いい経験が 

 できた。次回もがんばりたい。 

・足場が悪いところ、大変な作業でした。 

 でも天候にめぐまれよかったです。 

 

 

 

● 「第４回かたの未来の里づくり講座」 

７月６日（日）は第４回講座を行いました。 

午前中はゆうゆうセンター体験学習室で、午後は、

ふれあいの森で実習を行いました。 

  講師は、田淵武夫先生（公益社団法人大阪自然環境

保全協会理事）と交野里山ゆうゆう会です。 

 

◆午前中の講義は「安全作業について」学習しました。 

１、活動中に考えられる危険なことは ３つです。 

◎自然現象・・・日射、高温、大雨、強風、台風、 

        落雷、地震、水害等 

◎生物による・・植物（ウルシ等）、動物（マムシ等） 

        病気伝染（マダニ等） 

◎人為的・・機械（チェンソー等）、道具（ナタ、鎌等） 

 

２、これらの危険から回避するには次のことに気を付

けましょう 

①天気予報に注意する 

※（河川で晴れていても上流では降水の可能性あり） 

②雷鳴が聞こえたら作業は中止する 

※（高い木から４ｍ離れる） 

③熱中症への注意：水分や塩分を取る（アルコールは 

         不可。）木陰で休憩を取る。  

④マムシ対策：足首を露出しない。 

※マムシとわかったら逃げる 

 ●処置・・傷口から１０ｃｍほど心臓に近い部位を 

      幅広い布でゆるくしばる 

⑤スズメバチ対策：黒い衣服はさける。 

※長袖・長ズボンで香水は避ける 

 ●処置・・・毒をぬく（ポイズンリムーバー等で） 

       ステロイド軟こうを塗る  

⑥作業服装を整える  

○保護帽子 

（あご紐はしっかりしめる） 

○呼子（笛） ○腕カバー 

○長袖長ズボン 

 ○はきもの 

 （すべり止めがついている） 
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午後からはふれあいの森へ移動し、昼食後に竹切り作

業やロープ結びの実習を行いました。 

講座生の中の若い女性の方々は、日頃体験しない竹切

りやロープ結びの結び方を何度も確かめ、熱心に取り組

んでいました。最後は伐採しない木々のマーキングをし

て、今日の振り返りをしました。  （記：Ｎ．Ｍ） 

 

一言感想 

 

・「竹切り、うまく切れるようになりました」 

・「里山保全の目的が、具体的に少しわかってきました」 

・「竹の伐採で受け口、追い口、むずかしかったです」 

 

 エコ生活部会 

●Ｈ.２６年第 1 回エコ良人
ろ じ ん

講座  

 「ゴーヤ先生がやってくる！みどりのカーテン」 

6 月 12 日（木）午前午後の 2 回、「ゴーヤ先生がや

ってくる！みどりのカーテン」の講座を開きました。 

講師は“エスペックみどりの学校”の土田真奈見さんで

す。昨年に続き大好評。今年は職員研修を兼ねていたた

め市民に交じって市職員も受講し、合計 79 名の参加が

ありました。 

 まず土田さんが、福知山市で①なぜ環境のことを始め、

“みどりのカーテン”に取り組むことになったか、②私

達交野みどりネットと似た組織でどのように活動されて

きたかを話されました。 

“みどりのカーテン”を市民に広げるには、子どもを

巻き込み、ゴーヤダンスなどで楽しく、そしてきちんと

効果も宣伝するなど、ヒントになることもありました。 

ゴーヤの育て方についてもガイドブックにそって細か

い指導があり、みんなが「頑張って素敵なカーテンをつ

くろう」と思えるものでした。 

参加者からは 

 

 

 

 

 

 

などの感想がありました。 

 また、9 月 25 日に開催する“みどりのカーテンギャラ

リー＆カフェ”に向けて写真募集を8月18日～9月19

日にすることもお伝えしました。参加者が帰りに持ち帰

った 2 株の苗はどんどん育っていることでしょう。 

★自慢の写真をお待ちしています！！ 

なお、ゴーヤ先生が見本に植えたゴーヤたちは、総務

課の管理のもと、市役所の窓辺で大きくなっているそう

です。（*^_^*）                      （記：Ｋ．A） 

  

 

  

 

 

 

 

 エネルギー部会 

●総会後の第一回部会を６月１９日（木） 

に行ない、今年度の取り組みを話し合いました。 

まず、①「エコドライブ」で昨年作った「おりひめち

ゃんシール」を幅広く普及しよう。②そのために他団体

との協力をすすめよう。ということを話し合いました。 

つぎに、今年はぜひとも『自然エネルギー利用“市民発電

所』を作ろう”と夢を語り合い、具体的な取り組み方につ

いて話しました。 

◎実際に各地で行われている（作られている）市民発

電所の見学や講師を招いての勉強会をしよう！ 

◎特にエネルギー部会メンバーで市民発電所作りのた

めの具体的な取り組み方を学習研究し、市民の中に広げ

ていこうと、計画。 

交野での『自然エネルギー普及の第一歩』をふみだし

たい!! 

そのためにも意識的に動いていこう！と話し合いまし

た。 

“市民発電所作り”に関心のある方は、 

 ぜひエネルギー部会にご参加ください！！ 

毎月第３木曜日に部会を行なっています。（時間はその

時により変更になりますのでみどりネット事務局にお尋

ねください。）                  （記：Ｋ．Ｔ） 

 

●環境について学べた 

●ゴーヤ先生に会えて良かった 

●勉強になった 

●今年は失敗しないよう頑張る 

  

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1301h44co/EXP=1405617824;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMQRvaWQDYnV6ejExSktEZUtKQlFhcTIEcAM0NEswNDRPODQ0T2sEcG9zAzEwBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/mino-life.way-nifty.com/photos/uncategorized/2008/08/07/sdscf1477.jpg
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 運営委員会からの報告 

●第 21 回運営委員会を開催しました。 

 7 月 7 日（月）13:30～ 

１．第 20 回運営委員会（6 月）は、運営委員数の二分

の一以上の出席がなかったため、不成立となりました。

以後は欠席連絡を徹底することを確認しました。 

２．5 月 25 日の総会のふりかえりをしました。反省点

を次年度に活かすため、役割分担、資料の準備態勢、ス

ケジュールの前倒しなどについて確認しました。 

３．年間スケジュールを作成しました。今年度は全体の

取組みとして、生駒市の「ECO-net 生駒」と交流をす

ること、また組織運営に関する研修（ロードマップづく

り、グループ運営、ミーティング運営、プロジェクト運

営等）を実施していくことを確認しました。 

４．今年度は予算の適切な運用を行えるように、10 月

に中間決算を行い、部会ごとに責任を持って資金計画を

実行することを申し合わせました。また、全体に必要な

予算の確保のため、部会の予算から一定額を融通するこ

とを確認しました。 

５．かたの環境フェスタ市民会議からの「環境を考える

デー」（2015 年 2 月 1 日）共催の提案について、先方

と協議していくことを決めました。 

                                   （記：玉井） 

 今後の予定   

【部会会議日程】 

・自然環境部会    

   8 月 7 日（木）13:30～ 

・エネルギー部会    

      ８月 20 日（水）13:00～ 

・エコ生活部会     

   ８月 8 日（水）9:30～ 

・まちづくり部会    

   ※ホームページでご確認ください。 

・広報担当者会     

      8 月 7 日（木）19:00～ 

※関心のある部会にぜひ気軽にご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容紹介】 

 「交野市環境基本計画推進会議」（交野みどりネット）

の設立記念総会でご講演いただいた、『NPO 法人 環境

市民』代表のすぎ本育生さんの著書です。買い物という

私たちの日々の行動によって、社会をよりよく変えてい

くことができることが紹介されています。自分にもでき

ることがあると、元気の出る 1 冊です。 

【講座案内】 

●「かたの未来の里づくり講座」（全 7 回）  

  ★第５回講座のお知らせ 

・講座内容：交野の自然・生物多様性、保全 

森林・川・水田・ため池の自然学習 

・講師：夏原 由博さん 

（名古屋大学大学院環境科学研究科教授） 

・日時：2014 年 8 月 10 日（日）10:00～15:00 

・集合：9:50 ゆうゆうセンター体験学習室   

・場所：午前 ゆうゆうセンター体験学習室、 

     午後 交野市内バスツアー  

◇「かたの未来の里づくり講座」も 5 回目を 

迎えます。やりたい時が「やりどき」です！！ 

定数に若干空きがあります。 

今からでも・・（*^_^*） 

・連絡は「交野みどりネット」へ 

★次回第 6 回は、9/15（月・祝）「森づくり、

グループづくりのプラン」「除伐の実習」です！ 

   

 

●お知らせ  

新しい本が入りました！！ 

 ※会員より寄付をいただき、新しい本を

1 冊、事務所に配架しました。 

「グリーンコンシューマー  

世界をエコにする買い物のススメ」 

  すぎ本育生著 昭和堂 2007 年  
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 事務局より  

“生駒市への視察“ 

◆8 月に「ECO-net 生駒」（生駒市環境基本計画推進

会議）を訪問します。 

 ECO-net 生駒は、生駒市の環境基本計画の推進組織

で、計画の策定・推進の先輩にあたります。私たちの計

画策定の際にも訪問してお話を伺いました。このたび生

駒では計画 5 年目の中間見直しを終えたということで、

再び訪問して情報交換し、交野みどりネットの運営に活

かしていきたいと思います。 

 交野市役所からバスで行きます。参加を希望される方

は、事務局までご一報ください。詳細はお申し込みいた

だいた方にご連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●物品の寄付をありがとうございました。 

 皆さんのご協力により、事務所に足りなかった物品が

揃ってきました。 

 あと足りないのは「ごみ箱」です。環境や市民活動に

関する本、茶葉やお菓子なども受け付けています。 

 それぞれお持ちいただく前にご一報ください。 

 

 

“事務所ステキ化プロジェクト”第２弾 

 

●みどりネットの事務所でお昼ごはんを食べよう！ 

 「みどりごはんの日」開催します♪ 

 

 第 1 弾の片付け大会よりなりをひそめていた“事務所ステキ

化プロジェクト”、第 2 弾を発動します！ 

第 2 弾の目的は、人の集まる楽しい事務所づくりです。 

★その 1「みどりごはんの日」 

 8 月 7 日（木） 12:00～13:00 頃まで 

 みどりネットの事務所で、おしゃべりしながら一緒にお昼ご

はんを食べましょう。事務所でお茶をいれることもできます。

みんなでわいわい食べると、新しい活動のアイディアが生まれ

るかも！？ 

・持ち物：お弁当（みんなで分け合える 1 品があれば、 

なお楽しくなります）。※環境配慮のため、できるだけごみの

少ないごはんにしましょう。弁当がらは、お持ち帰りください。 

 

 

 

 

 

◆8 月 7 日は 13:30 から自然環境部会の会合があります。見

学者歓迎です！お昼ごはんのついでにのぞいてみてください。 

※「みどりごはんの日」は、部会の集まりに合わせて月 1 回程

度、開催していく予定です。スケジュールはみどりネットホー

ムページのイベント案内でご確認ください。 

★「みどりゼミ」 

 みどりネットのメンバーが話題提供をして、気軽にみんなで学ぶ会。

話してみたい人、話したいテーマ、勉強したいこと、募集中です。 

★「みどり茶会」 

 お茶を飲みながらしゃべるサロンを開催。企画準備中です。 

 

 

 

 

 

●次回の NEWS 発行は 9 月下旬の予定です。それまでのスケ

ジュール等は、みどりネットのホームページでご確認ください。 

 

●あなたを 

お待ちしてます！！ 

   あります！！ 

“事務所ステキ化プロジェクト”では、みどりネ

ットの事務所をもっとステキにするアイディアを

いつでも募集しています。何か思いついたら、事

務局までご一報ください。 

 

 

・日時：8 月 21 日（木）  

13 時頃出発、18 時頃解散の予定 

・場所：奈良県 生駒市役所 

・申込み締切：8 月 14 日（木） 

※ただし定員に達し次第、締め切ります。 

・内容（予定）：互いの活動内容および運営体制、環

境基本計画を着実に推進するために大事にしている

こと、問題を乗り越えるために行った研修などの対

処法、事務局（市）と市民との距離感（パートナー

シップのあり方）等について紹介しあい、意見交換

します。 

 


