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集
他に、

◆「来年度活動を考える会員ワークショップ」
10 月 16 日（木）午前の部および夜の部を設けて、来

・おそろいのユニフォームをつくろう！

年度の“みどりネット”の活動を考えるためのワークシ

・とにかく露出してアピールしていこう！

ョップを、市役所別館小会議室にて行いました。のべ 13

・活動する層をしっかり育てていこう！

人の参加があり、意見やアイディアを出し合いました。

・市内の色々な既存団体のニーズややりたいことを
知ろう！そして一緒にできることを提案しなが
ら連携しよう！
などすぐ取り掛かれそうな話、これからの活動にとって
大事にしたい話も出ました。

“みどりネット”は、部会ごとに計画を立てて活動し
ています。立ち上がりから 3 年目を迎える平成 27 年度
に向けて、各部会だけでなく、みどりネット全体の計画
もみんなで考えてみようと、今回の「会員ワークショッ
プ」を開催しました。
参加者は“みどりネット”のこれからに対して、熱心
に声を上げ、たがいに耳を傾けました。

・市長や議員へみどりネットＮＥＷＳを届けて活動
の様子を知ってもらう。
・ポスターを図書館や青年の家などに貼る。
・部会横断でプロジェクトの相乗り協力。
・ロードマップづくりに向けた下地づくり。等々
さまざまな意見やアイディアがたくさん出ました。

また、活動の内容を「市・行政向け」「一般向け」「団
体向け」と対象ごとに分類・整理しました。

その中で、来年度計画にぜひ入れたいと提案されたも

・「市庁内の推進組織の確立や事務局体制の強化など」

のに、

・「紙芝居･寸劇･カルタなどのツール活用やイベント

●“みどりネット強化月間”と銘打ち、

など」

①全体の連続講座（4 部会共同）実施や、

・「団体と活動分野ごと（例：川の美化活動・森づく

②夏至の日のライトダウンと星を観る会や
③環境活動団体サミット

り活動）の連携など」

などがありました。
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です。

今回のように、それぞれの部会の活動という視点だけ

『私の幼少時代は、どこに出掛けるにしても自転車だ

でなく、
「みどりネット全体」という大きな枠で考えるこ

った。名も無い細い路地を知り、知らない街を通り抜け

とができたことは、とても楽しかったです。

た。自分でペダルをふみ、遠くまでの移動が可能な自転

部会をこえて意見を出し合うことで、ますますいろい

車は最速の移動手段であり、自力で進む楽しさや達成感

ろな分野・部署・団体・人との連携の大切さを感じまし

等が味わえるものだった。が、大人になるにつれ、あん

た。

なに利用していた自転車に乗らなくなって・・・・・

会員の皆さん！

なぜなのか？

これからもぜひ、互いにアイディアを出しあったり、
話し合ったりしていきましょう。

それは自動車やバスなど、身体に楽な移動手段が広く

（記：Ｋ）

普及したからか。けれど昔から生活に密着し、実用的で
あり、乗り手を選ばず老いも若きもどの世代でも利用で
き、長年にわたって愛用でき、気軽に楽しめる乗り物、
それが自転車であると、私は、信じてみたいかな・・・』
と。
そんな思いにばかりふけらず、午後からの会議内容を
次に記します。

①まち歩きの感想

各部会からの報告

・全体的に道が狭く、その道が通学路であり生活道

まちづくり部会

路になっている。

●『自転車の似合うまち・交野』を探し、まち中を歩く！

・危険と感じられる曲がり角、交差点にカーブミラー

10 月 9 日（木）11 時、まち歩きには最適な曇天の

が無い。

中、“万代倉治店”の駐車場に「まちづくり部会」のメン

・街灯もほとんどなく、夜間の通行は防犯上も含めて

バー6 名が集まりました。『自転車マナー講習会』以来

危険度が数倍となる。

久々に事務所を出ました。

それらを考えあわせ、自転車にとってとても危ない

自転車マップ作成のため、自転車と道路の関わりにつ

地域である事を実感した 1 時間でした。

いて、直接現地を歩き、調査･確認します。
第一弾として倉治 6 丁目を 1 時間程度、あらかじめ下
調べした資料を基に、危険度をチェックして廻りました。
昔の村中の道であり、道幅は狭く、自動車が通れば歩
行者や自転車は端へ避難しなければならない道ばかりで
した。又、クランク型・Ｔ字型・5 差路型など、自転車
にとっては気の抜けない道ばかりでした。

昔の道は、まよい道ばかりである事も実感した、まち

②将来的な活動目標に、コミュニティバスの普及を

中歩きでした。

「誰もが利用しやすいバスを走らそう」プロジェクト

1 時からの部会会議出席のため、

のための準備・調査等に着手したいという案が議題にあ

市役所へ向かう帰路にふとこんな事

がったが、自転車マップ作成との同時進行は厳しいので

を思い浮かべました。

はという意見もあり、再度検討となりました。
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③まちづくり部会の今後について

午後は、ゆうゆうセンター研修室において岡先生から、

まちづくり部会の今後について憂える意見があり、厳

これからの活動のプランとグループづくりについて 1 時

しいやりとりとなりました。イベント・研修会等を活発

間半にわたって、講義を受けました。

に実施し、他部会を参考に、新規部会員の獲得に力を入
れるべきであるという意見がでました。

【講義内容】

この問題は、他の部会でも多かれ少なかれ起こってく

１．前回（第６回）講座のアンケートから

る課題となるのでは？と思います。それではまた次号で。

講座の受講生に対しての「ふれあいの森をどうしたい

（記：梅本）

ですか？」というアンケートの結果をまとめ、そこから
あがった提案を大別しました。
①a 全体のイメージ/生態系の保全
①b 全体のイメージ/自然の楽しみ方
②ab

具体的な個別アイディア（ソフト面/ハード面）

③

自然の利活用

④

行政との協働

２．各①～④の提案を、
「“森づくり”の基本的な考え方」

自然環境部会
活動レポート

に当てはめて進めよう。

１

（１）最も上位の目標を定める。

● 「第７回かたの未来の里づくり講座」

（２）活動の目的を明確にする。

10 月 19 日（日）に第 7 回講座（最終回）を行いま

（３）具体的な活動の計画、行動、成果が見える形で

した。

活動をする。

午前 10 時。開講の挨拶と当日のスケジュール説明後、

３．これからの活動と企画推進する役目

ふれあいの森（実習地）に移動しました。

それらの活動を進める上で次のような役目（例）が考

ロープの整理の仕方と広げ方、竹の切り方などをまず

えられるので、これからの活動の中で詰めてゆくとよい。

復習し、２班に分かれ、実習地のまわりの竹を大阪自然

・植生管理

・土木作業

環境保全協会の田淵先生の指導のもとに伐採しました。

・森の活用と普及

・グループ運営

写真はその風景のひとコマです。
講義後、修了式が行われ、来賓挨拶に引き続き、今回
の受講生（第１期）に受講証が授与されました。
今回の講座を足がかりとして、みなさんの想いをでき
るかぎり反映しながら、無理のない、自然で充実した活
動を続けることが期待される「かたの未来の里づくり講
座」の最終回でした。

活動レポート
今回も実習をとおして、

HI）

２

●「第２回 里山大好き観察会」

・他の作業者との間隔を十分にとる、
・竹を倒す時は必ず声かけをする

（文

10 月 26 日（日）に観察会「くろんど園地で小さ
などの伐採時の

な秋を見つけよう！」を行いました。

安全の確保についてさらに学びました。
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午前９時半に京阪私市駅前に集合し、準備体操後、

などの意見（感想）があがりました。

参加者（スタッフを含む）総勢 30 名で、秋晴れの中、

さわやかな疲労を感じ、これらの意見に耳を傾けな

予定のコースに向けてスタートしました。

がら、
「次回の観察会はさらに充実させよう」と、新た

（京阪私市駅―月の輪の滝―すいれん池―キャン

な意欲が実感としてえられた有意義な一日でした。

プ場―傍示の里―京阪河内森駅）

（記：

HI）

紅葉には少し早く、目立つ花も少なかったのですが、
交野の希少種の「コモチシダ」や、可憐な花をつけた
「キッコウハグマ」などが見られました。
「ツルリンド
ウ」の鮮やかな種には、参加者から歓声も上がりまし
た。
写真は、その時に撮った「キッコウハグマ」の花の
姿です。

エコ生活部会
●かたのエコ良人講座
『ごみを減らして楽しさアップ』（連続 4 回講座）
◆第 1 回「楽しく学ぼう！ごみのこと」◆
10 月 15 日（水）10：00～12：00 ゆうゆうセン
ター3 階研修室にて、参加者 23 名で開催しました。
参加者感想

大阪産業大学の花嶋温子先生から、『ごみ』について、
交野市や他地域での事例などを引いてお話がありました。

①知らない植物の名前を新たに知ることができて良かっ

クイズ形式で明るく元気いっぱいに進行された先生の

た。②当日の配布資料（くろんど園地の植物、花と実のこ

お話は、①日本のごみの処分方法は自治体によってまち

よみ）が良かった。

まちということ、②交野市民のごみの捨て方はマナーが

③春に観察した植物の、秋にその様子が見ることができて

よいことなど、とても興味深く、参加者はグイグイ引き

良かった。

込まれました。また、カナダのハリファックス市では市

④草木の説明が丁寧で良かった。

民参加でごみの半減計画を策定して実際に達成したとい

⑤初参加であったが、次回、また参加したい。

う話も紹介され、脱石油文明を見据えて、みんなで話し
合って納得できるところを探していこうという提案もい
ただきました。

当初予定の解散時刻を約 20 分過ぎた午後 3 時 20
分に、京阪河内森駅近くにある天田の宮神社前で、
「ま
とめの挨拶」後、解散しました。
終了後のスタッフミーティングの中で、
・「はじめに、班分けをした方が良かったのではない
か？」
・
「現地説明にマイクの使用を考えてみたい」、しかし
音量が大きいと他のハイカーに迷惑をかけるおそれが
ある」
・
「秋の観察会の時期を考えてみたい」
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エネルギー部会

［講座終了後のスタッフのふりかえりより］

●第１回

「エネルギー☆カフェ」で楽しいひととき

10 月 10 日（金）15:30～17:30、交野市役所別館

・ごみを減量せねばという気づきがあり、講座
の目的に合っていた。

１階の市民活動ルーム（通称：
「わいわいネット」みんカ

・タイトルどおりに楽しく進行され、クイズ形

フェ）で、おいしいお茶と菓子をいただきながら、とく

式でよくわかった。

に議題を設けず、エネルギーに関わる話題提供を中心に、

・ごみにならないようにと配付資料のないお話

市民発電所から温室効果ガス（炭酸ガス）の話まで、広

だったことが、新鮮でよかった。

範囲にわたって､フリーなトークでお互いの思いを語り

・赤ちゃん連れの若い世代が 3 人参加され、頼

合いました。

もしく感じた。
【話題提供のあらまし】
１、電源別電力構成比率（2013 年）
：
●『ごみを減らして楽しさアップおまけ編・

日本の電力の 88%は火力発電所、つまり化石燃料（天

リメイク工房

然ガス、石油及び石炭）で発電し、温室効果ガス（炭酸

鍋保温カバー講習』

10 月 31 日（金）10：00～12：00、市役所別館

ガス）を排出している。再生可能エネルギー（水力を除

みどりネット事務所において、みどりネット会員でもあ

く）で発電している比率はわずか 2%である。
（下図参照）

る坂本茂代さんを講師として、調理のエネルギーを節約
できる鍋保温カバーづくりを行いました。スタッフも含
め 16 名の参加がありました。
これから寒さが厳しくなってきますが、身も心も“ぽ
っかぽか”、財布にもやさしい『省エネ鍋カバー』へと、
持参したセーター・トレーナーが素敵に大変身！
その上、講師が朝のうちに温めて、鍋カバーをして持
ってきてくださったおでんもあり、お昼ご飯時にも再加
熱することなく温かくいただくことができました。
参加者の中には、手作り作品（布切れで作ったポーチ
など）を持参してくださった方もおられました。スタッ
フのＫさんのお母様による、着なくなった洋服や着物を

２、投入エネルギーが電力に転換される比率（例）
：

リメイクしたいくつものバッグや服も持ち寄られました。
これからも「もったいない精神」を学んでいきたいと

発電の原理としくみの制約から、投入エネルギーの約
40%しか電力に転換することができない。残りの 60%

思った 1 日でした。

は利用出来ずに廃熱として捨てられている。電力は使い

（I.Y & O.T）

勝手が良い半面、効率の悪い「貴重な」エネルギーとい
える。

フリートークで交わされたおもな話題
１．生駒市の市民発電所では、売電保証と製品保証を
考慮して、メーカーを決められたようだ。
２．市民発電所をつくる場所は、休耕地や地区の会館
のようなところが良いのでは。
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3,

市民発電所は「地域のために……」というコンセ

プトで取り組むのが良い。
4,

運営委員会からの報告

シニア世代では老い先のことを考えて、太陽光発

電を自分の家には付けないという人もある。
5,

●第 2４回運営委員会を開催しました。

自らの今現在だけのことではなく、将来の世代の

１０月６日（月）13:30～

ことを考える視点にたつと、再生可能エネルギーによる
発電を伸ばすことは重要になる。
6,

１．上半期の活動報告及び決算報告について

個人では太陽光発電設備を設置できないというケ

中間監査に向けて、各部会からそれぞれの予算執行状

ースでも、
「市民発電所に一口 10 万円程度の出資は可能」

況について紙面での報告がありました。

という人はいると思う。
7,

現状では、電力会社による「太陽光発電の電力買

い取り拒否」という状況もでており、これからは「電力

２．下半期の活動計画と予算について

の地産地消」が重要になる。

計画をしっかり推進していくことを確認しました。ま
た、年度当初の予算に含められていないが、これから全

参加者の感想

体で必要とされる予算の使い方について話し合いました。
みどりネット全体で半年間一つの事業に集中するという

・発電所が捨てる廃熱で海水温が上がってしまって

ことも考えてよいのではという意見も出されました。

いるとは知らなかった。
・新しい情報やみんなの意見が聞け、自由にしゃべ

３．次年度（平成 27 年度）の全体計画と予算立てにつ

れておもしろかった。

いて

・市民共同発電所に向けたみんなの思いが共有でき

10 月 16 日（木）の会員ワークショップで来年度計

て良かった。

画のアイディアを出し合い、みどりネット全体としてや
りたいことを話し合うことが報告されました。

・第 2 回は？
いろいろな意見が出て、これからのエネルギー部会の
活動を考える上で、貴重なヒントをいただいたひととき

４．今後の個別事業の進め方について

でした。次回は 1 月下旬頃の開催を予定しています。エ

年度後半はみどりネット全体として取り組む事業が増

ネルギーに関心のある方はどうぞご参加ください。

えるので、昨年同様に①「会員交流会」②「環境フェス
タ」③「総会」の三つの作業班に分かれて準備を進めて
はどうかという提案があり、話し合いました。負担が増
えたりバラバラの取り組みになったりしないように、運
営委員会の時間を区切って、テーマ毎の班に分かれて話
し合いの場をもつのはどうかという意見も出ましたが、
結論は次回に持ち越されました。
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５．広報誌の作成について

３．来年度の計画と予算について

広報担当者会で来年 1 月に発行を予定している広報誌

10 月 16 日に開催した「来年度計画を考える会員ワ

（A4 サイズ、6 ページ三つ折り）について報告があり

ークショップ」から提案された、みどりネット全体で取

ました。
「交野みどりネット NEWS」と広報誌の違いに

り組む来年度の事業計画について承認されました。その

ついて質問があり、NEWS は会員対象、広報誌は一般市

事業をすすめるために 8 人程度の企画チームをつくるこ

民対象と、性質が異なること等が説明されました。

とになりました。また、平成 27 年度の予算申請につい
て、内容と金額が確認されました。

６．全体行事について
11 月 30 日の「里山大好きウォークラリー」の取り

４．今後の全体事業の進め方について

組みについて、エネルギー部会・まちづくり部会・エコ

11 月の里山ウォークラリーの

生活部会が、各 1 カ所のチェックポイントを担当し、残

実施体制について報告がありました。

り 7 カ所のポイントを自然部会が担当することが報告さ

3 月の『環境フェスタ』、
『交流会』
、

れました。受付等も 4 部会で協力して進めていくことと

5 月の『総会』に向けた取り組みは、

なりました。

作業班に分けずに運営委員の全員体
（記：大原）

制で進めていくことになりました。

５．第 23 回「環境自治体会議“いこま会議”」への参加
について
来年 5 月 21 日（木）～23 日（土）に開催される環
境自治体会議に、研修としてみんなで参加したいことが
提案されました。

（記：事務局 南村）

●第 25 回運営委員会を開催しました。
11 月 10 日（月）13:30～

広報担当者会からのお知らせ

１．中間監査のふりかえり
中間監査で指摘された事項について報告されました。
次の本監査では各部会より部会長が出席して、活動につ

【交野みどりネット

広報ボランティア募集！！】

いて説明することを決めました。
あなたのアイディア、趣味、特技、時間を“交野み
どりネット”で活かしませんか？

２．下半期の活動計画と予算のふりわけ

みどりネットで

は、ただいま広報ボランティアを募集中です！！

年度後半の計画と予算の振り分けについて、代表・副

会報誌や広報誌・チラシ、ウェブサイトの企画・

代表による提案がありました。◆来年 1 月に会議の研修、
◆2 月に協働に関する研修、◆3 月頃にロードマップ策

運営など、伝えることで、交野をもっとエコに、ス

定に向けた研修を行うこと、また、予定していた会員交

テキにするお手伝いをしてください。
インターネットでの在宅ボランティアも

流会は、◆一般参加もできる『みどりネット交流会』と

ＯＫです。興味のある方は、ぜひご連絡ください。

して 3 月後半に行うこと、◆スタッフジャンパー、T シ
ャツ等の作成を具体化していくことが報告されました。
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平成 26 年度

中間監査の報告

10 月 21 日（火）10：30～12：30、市役所別館
3 階小会議室にて中間監査がありました。

出席は代表（玉井）、副代表（足立、堀）、事業会計（浅

テーマは恋バナ！？

田）、会員会計（大原）と監事（安養寺、梅本）、事務局

事務所で、みんなでお昼ごはん

（加門、南村）の計 9 名でした。

を食べる「みどりごはんの日」
、

平成 26 年 4 月から 9 月までの交野みどりネットの活

先月は特に盛り上がりました。

動（全体と四部会）と会計（委託事業、会員管理）につ

第 4 回は 10 月 16 日（木）
、

いてそれぞれ資料に基づいての説明の後、両監事から質

来年度計画を考える会員ワーク

問を受け、監査意見が述べられました。

ショップの朝の部が終わった後
に行いました。ワークショップ

■事業について主な指摘は以下のとおりです。
①

参加者を中心に、6 人が集まりました。

計画どおりに進めていない分野については、楽しめ

この日のおいしい差し入れは、お寿司と手作り海苔巻

る企画で人数を増やしたり、他分野と連携した取り組み

き。そして、うれしいお花の差し入れも。ホトトギス、

を実行されたい。

ミズヒキ、ナデシコが花瓶に生けられて、事務所の雰囲

②

気がぱっとやわらかくなりました。

各部会ではなく、全体でやることを考えて欲しい。

スタッフジャンパーやクリアファイルのような統一グッ

今回はまずメンバーおのおのの夫婦なれそめ話に花が

ズがいるのでは。

咲く！皆さん、何年経っても仲のいいご夫婦でうらやま

③

しい♪

事務局体制の充実が欠かせない。専門性を持ったス

その話が一段落したら、ちょっと聞いてヨ！と、

タッフと事務作業をこなすスタッフを確保されたい。

交野の山にこれまでなかったカタクリが植えられようと

④

しているという情報を入手してきたばかりの自然環境部

市と市民の協働のあり方について、全体で議論して

整理されたい。

会の O さんが、熱く語り出しました。そんなんいいじゃ
ないか、いいや良くない、そもそも自然環境の保全とは、

■会計について、特に指摘はありませんでした。

と白熱のトークバトルです。同じ自然環境部会の中でも、
保全についての考え方はいろいろあっておもしろいです

これら監事からの指摘事項（監査意見）について、真

ね。

摯に受け止め、今後運営委員会で検討していきます。
（記：玉井）

次回のみどりごはんの日は、11 月 19 日（水）の 12
時半ごろから、みどりネット事務局で行います。その前
には代表と副代表で会議をしている予定。
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みどりネットの代表、副代表ってどんな人？と思って

【イベント案内】

いる方、会いに来てくださいね。
お昼ごはんを食べるなら、ぜひ交野みどりネットの事
務所で！

“事務所ステキ化プロジェクト”

楽しい仲間とおもしろい話とおいしいおやつ

に出会えます。あなたのお越しをお待ちしています。
（記・事務局

●みどりネットの事務所でお昼ごはんを食べよう！

南村多津恵）

「みどりごはんの日」開催しています♪

●第 5 回、第 6 回、第 7 回「みどりごはんの日」開催
します♪

事務局より
とき：12 月

4 日（木）12:15 頃～13:15 頃まで

2015 年 1 月 14 日（水）12:00 頃～13:00 頃まで

●お知らせ

みどりネットの事務所で、おしゃべりしながら一緒に

新しい DVD が入りました！！

お昼ごはんを食べましょう。事務所でお茶をいれること

※みどり環境課に所属していた DVD

もできます。みんなでわいわい食べると、新しい活動の

等を事務所に配架しました。

アイディアが生まれるかも！？
持ち物：お弁当

ＤＶＤ紹介

※みんなで分け合える 1 品があれば、
なお楽しくなります。

★「未来の選択−地球温暖化の現状・影響・予測

そして

環境配慮のため、できるだけごみの

私たちからできること」特定非営利活動法人環境市民 企

少ないごはんにしましょう。

画制作（2007 年）31 分

弁当がらはお持ち帰りください。

【内容紹介】

※「みどりごはんの日」は、部会等の集まりに合わせて

地球温暖化問題について、貴重な映像、写真、研究成

月 1 回程度、開催していく予定です。

果、データを用い、世界各地で起こっている影響、将来

★スケジュールは、みどりネットのホームページかブログで

の予測、そして私たちが毎日の暮らしから何ができるか

ご確認ください。

を紹介しています。ナビゲータは環境市民代表の杦本育
生さんです。
◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆

★「知ろう 学ぼう 考えよう 地球温暖化−温暖化防止の

かたのエコ良人(ろじん)講座 2014

ための環境学習 DVD 教材」環境省

連続講座「ごみを減らして楽しさアップ♪」

企画制作（2002

年）85 分

◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆

【内容紹介】

ちょっと待って！

地球温暖化問題の原因から影響、対策までの約 30 テ

第 3 回は必見！！私たちのごみが最後にたどりつく場

ーマが 3 分程度ずつにまとめてあります。各テーマにつ

所とは！？一般には見ることができない、フェニックス

いて NHK の豊富な映像資料が使用され、小学校から市

計画の最終処分場を船に乗って見学に行きましょう。

民講座などで使用できる内容です。

第 4 回は、これまでに学んだことをふりかえり、暮らし

＊その他、
具満タンなどの素材集ソフトもありますので、

がもっと楽しくなる「ごみとの新しい付き合い方」をみ

ちらしづくりなどにご活用ください。

んなで考えます。
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捨てたそのごみはどこへ行くの？

■第 3 回「見てみよう！ごみの終着駅」
日時：11 月 25 日（火）11:00 出発

16:00 頃解散

★交野みどりネット組織運営研修★

場所：大阪沖埋立処分場見学

『会議をもっと楽しく、有意義に！

申込締切：11 月 14 日（金）まで

ホワイトボード・ミーティング入門講座』
■第 4 回「ごみよさらば！なかまと一緒に e-くらし」
日時：12 月 4 日（木）10:00−12:00

「いつも同じ人しか発言しない」
「何のためにやってい

場所：交野市ゆうゆうセンター3 階研修室

るのかわからない会議になる」
「結局、何が決まったの？」
「毎回同じ話をしている気がする」
「いつ始まっていつ終

※詳細については申込者にお知らせします。

わるのかわからない」……
“よい会議”をするのは意外に難しいもの。そこで、ホ

参加費：無料
主催・問い合わせ：エコ生活部会

ワイトボードを使って、会議を見える化！
ちょっとした工夫を取り入れ、民主的で創造的な会議
をつくりだします。会議が変われば、チーム運営も活動
内容もぐんとステップアップします。短時間で効果を上
げる充実した会議をするためのコツを学びましょう。
●日時：2015 年 1 月 20 日（火） 9:30-12:30

★「自然環境部会の活動はどうしてうまくいってい

●場所：市役所 別館 3 階 中会議室

るの？成功のヒミツに迫ろう！」

●講師：宝楽陸寛（ほうらくみちひろ）さん
（ファシリテーター養成師）

交野みどりネットの 4 部会の中で一番盛り上がってい

●内容：

るのが自然環境部会。テーマが取り組みやすいから？ 人

１．基本的な考え方とコミュニケーション練習

の関心を引きやすいから？ 人数が多いから？

２．質問の技「オープン・クエスチョン」の練習

いえいえ、それだけではない、運営のヒミツがそこに

３．情報共有を進める「定例進捗会議」

はきっとあるはず。メンバーを増やすために、結束を固

４．みんなで進める「役割分担会議」

めるために、目標に向かって着実に進めるように、外か

５．みんなで作る「企画会議」

ら見えないどんな努力をされてきたのかな？

あれこれ

●対象：交野みどりネット会員

聞いて、探ってみましょう。あなたの活動が壁を乗り越

●定員：28 人

えるためのすばらしいヒントが隠されているかもしれま

●申込み：準備の都合上、1 月 13 日（火）まで。

せん。

定員に達し次第、締め切ります。

●日時：2015 年 1 月 14 日（水）午後 1:30-3:30

●参加費：無料

●場所：市役所 本館 3 階 第 1 委員会室

【講師プロフィール】宝楽陸寛さん

●話題提供：入江豪宣さん（自然環境部会 部会長）

株式会社ひとまち講師、NPO 法人 SEIN 事務局長。

●参加費：無料

広報や情報発信、組織運営のコンサルタントとして活

※自然環境部会への質問があれば、1 月 9 日（金）まで

動。特に NPO や市民と行政、企業が恊働で地域課題

に事務局へお送りください。また、できれば部会のイベ

を解決し、人やまちが元気になるコミュニティづくり

ントやミーティングに事前に参加されることをおすすめ

を行う。子どもから高齢者まで、多様な人が集まる場

します。より理解が深まります。

において、互いの強みを活かすチームワークづくりを
進めている。
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◆◆◆

まちづくり講座

◆◆◆

「あつまる・つながる・うごきだす
−カフェ的手法がまちを変える」

【イベントカレンダー】

まちづくり部会では新しい活動を始めるにあたって、

●11 月

“カフェ”を企画しようとしています。

25 日（火）

最近ちょっとはやりの“カフェ”では、誰もが気軽に

・ごみを減らして楽しさアップ

参加できて、ゆるやかに情報交流が行われます。それは、

第３回「見てみよう！ごみの終着駅」

何かが生まれるきっかけとなっています。ちまたの意見

30 日（日）・里山大好きウォークラリー

を集めるために、人と人がつながる機会をつくるために、

●12 月

“カフェ”には何ができるのでしょうか。魅力的なカフ

4 日（木）

ェをつくるには、また、カフェで得たものを次の活動に

・みどりごはんの日

活かすにはどうすればいいのでしょう。住民と住民、地

・ごみを減らして楽しさアップ

域文化、行政をつなぐ「洗堰レトロカフェ」の取り組み

第４回「ごみよさらば！

から、すてきなカフェづくりとその活かし方を学びます。

なかまと一緒に e-くらし」

●日時：2015 年 1 月 29 日（木）9:00～12:00

●2015 年 1 月

●場所：市役所 別館 3 階 小会議室

14 日（水）

●講師：佐々木和之さん（琵琶湖河川レンジャー）

・みどりごはんの日

●参加費：無料（お茶代のカンパをお願いします）

・みどりゼミ

【講師プロフィール】佐々木和之さん

「自然環境部会の活動は

どうしてうまくいっているの？」

2009 年 4 月より琵琶湖河川レンジャーとして活動。

20 日（火）・研修

洗堰レトロカフェを開催中。東京都世田谷区出身。滋賀

「ホワイトボード・ミーティング入門講座」

県大津市在住。九州工業大学大学院博士後期課程単位取

23 日（金）・エコクッキング

得退学。住民と河川行政との連繋を研究テーマに。

29 日（木）・まちづくり講座

※琵琶湖河川レンジャーは、琵琶湖やその周辺で、住民の皆さんが

「あつまる・つながる・うごきだす−カフェ

河川に関心を持てるような取組をしたり、皆さんの河川へのニーズを

的手法がまちを変える」

収集するなど、住民と住民、住民と行政の連携・協働のコーディネー
ター（つなぎ役）として活動しています。
<http://www.water-station.jp/ranger/>

●次回の NEWS 発行は 2015 年 1 月上旬の予定で
す。それまでのスケジュール等は、みどりネットのホ

【会議日程】

ームページでご確認ください。

12 月 1 日（月）
、4 日（水）19:00

広報担当者会

12 月 3 日（水）
、4 日（木）13:30

自然環境部会

12 月 8 日（月）

16:00

運営委員会

12 月 18 日（木）

15:00

エネルギー部会

12 月 24 日（水）

9:00

まちづくり部会

※予定が変更になる場合がありますので、参加の前に
必ずお問い合わせください。
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