
1 

 

 

            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   

   特  集 

◆「里山大好きウォークラリー」 

みどりネット全体の取り組みとしては初（総会・交流会

を除く）の「第 2 回 里山大好きウォークラリー」を

11 月 30 日に開催しました。 

 

 前日、翌日の雨に挟まれた晴天のもと、多くの観光客が

押し寄せて、参加者もウナギ昇り。予想を大きく上回り、

参加者 161 名、スタッフ数 37 名と、昨年の 2 倍以上

にもなりました。 

 10 のポイントをクイズやゲーム、工作などの課題をこ

なしながら、ほしだ園地の魅力を倍以上に楽しむ内容を

企画しました。 

 クイズポイントとしては、エネルギーに関するクイズ、

エコ生活に関するクイズ、まちづくりクイズ、生きもの

クイズ、星のブランコクイズ、で環境への興味を持って

もらい、ゲームポイントでは、自然の物を使ってのドン

グリ落としゲーム、マツボックリ入れゲームを楽しんで

もらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山びこ広場ではサクラの小枝を使った「モックン」作

り、作ったモックンで、“はがきの木”と呼ばれるタラヨ

ウの葉っぱに絵や字を書くのも、驚きと共に楽しんでい

ただいたようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 もちろん、展望ポイントでは、紅葉に浮かぶ星のブラン

コを眼下に、そして遠くは京都までの眺望！ また、｢秋、

みっけ！｣ビンゴで、全体を通して知らないうちに自然観

察への仕掛けも……。 

「3 歳の子でも楽しみながら、コースを全部歩けた」 

「何を見たらこのイベントの開催日時がわかるの？」 

「ウォークラリー最高！」 

 ❤参加者の喜びの声が一番のご褒美かなと。 

今後への課題もたくさんありましたが、スタッフみんな

の成し遂げようという思いが、成功につながったと思い

ます。やったー。            （K.O） 
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 各部会からの報告 

自然環境部会 

●「富田林の里山見学会」 

・日時：2014 年 11 月 9 日（日）9:00～15:15 

・場所：富田林市 奥の谷 

・参加者：14 名 

    ※（講座生、スタッフ及び交野市みどり環境課職員を含む） 

 里山保全の実践を学ぶ「かたの未来の里づくり講座」

の終了を受けて、自然環境部会のメンバーと講座の卒業

生で、富田林の里山保全活動の現場を見学してきました。

これから私たちが交野の山で進める活動の参考とするた

めです。 

 小雨煙る中、マイクロバスにて出発。午前 10 時に、

滝谷不動尊の駐車場に到着。ここで、保全活動を行って

おられる、田淵武夫先生の出迎えをうけ、約 30 分の徒

歩で、活動地の作業小屋に着きました。 

 ここの拠点小屋（旧みかん小屋）から、太陽光発電小

屋の前を通り、建設中の炭焼き小屋（竹炭）を見学しな

がら、小高い丘に登りました。ここはみかん山だったと

のこと。ぬかるむ小道をさらに登り、尾根伝いに進むと、

左右の雑木林の様子が明らかに異なる風景に出会いまし

た。写真はその風景の一コマです。写真右側は保全の手

が入った林です。間伐、枝打ち、下刈りされた林床は明

るく、*草本が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 写真の左側は、まだ間伐されていない林です。左側の

林では、*照葉樹林への移行が感じられます。 

 足元を気にしながら 間伐現場へ向かいました。当日

は雨のため、活動は中止されていました。 

 ここで、田淵先生から、「作業途中の*かかり木の扱い」

等の説明などをお聞きしたあと下山し、12 時過ぎに活

動小屋に戻り昼食。 

 

 午後からは、田淵先生から活動の進め方についてお話

をいただきました。「保全活動への協力を求めるために、

その山の土地所有者と話をする際には、第三者を交える

のが良い。ベストは市役所の人が話し合いの場に加わる

こと」など、長年の実践経験からのとても参考になるア

ドバイスをいただきました。 

 ここでの 20 年の里山活動の実績によって、大きな信

頼を勝ち取ってこられたことが実感でき、今後のみどり

ネットの活動に数多くのヒントが得られた有意義な里山

の見学会でした。 

 なお、当日のマイクロバス内で参加者の感想・意見を

メモに書いて出していただきました。このメモは、整理

して、今後の自然環境部会の活動に活用します。 （HI） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エコ生活部会 

●「ごみを減らして楽しさアップ」全 4 回を開催しまし

た。 

 ごみの 4 回連続講座は、まず大阪産業大学の花嶋

温子先生にごみの現状と減量についての講義を受けるこ

とから始まりました。 

 

*草本（そうほん）：木部があまり発達せず、地上

部一年で枯れる植物の総称。 

*照葉樹林：シイ・カシ類などの、冬でも落葉し

ない常緑の広葉樹の林。 

*かかり木：伐採した木が倒れずに、隣の木など

障害物に引っ掛ってしまったもの。 
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 第 2 回では、北河内 4 市リサイクルプラザ（かざぐる

ま）と交野市四條畷市清掃施設組合のエコ・クリーンセ

ンター（ごみ焼却場）に行き、ごみが実際にどのように

処分されているのかを見学しました。 

 かざぐるまでは手作業でリサイクルできるプラスチッ

クを選別している中、ペットボトルのキャップやラベル

をはずしていました。（プラごみを出す時、市民がきちん

とはずせばいいのに……）。また、焼却場は日本一古いも

のですが、機械は安全面など細かいところまで考えて整

備され、ごみは灰にされていました。 

 

 

 第 3 回はごみの最終処分場、大阪湾フェニックス

センターに行きました。1000 億円かけて大阪湾沖に作

られ、平成 21 年よりごみを受け入れ始め、最近のごみ

の減量によって満杯になる期限は延びたとはいえ、平成

40 年頃までと言われました。3 カ所行くことで私の出

したごみが処理されている様子を知りましたが、目の前

からごみが見えなくなる（回収される）と、関心がなく

なってしまっていた怖さも感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 4 回は「ごみよさらば！なかまと一緒に e-くらし」

と題して、まとめとふりかえりを行いました。 

  

 『めざせエコマダム』『かりん』『ごみ減らし』の 

 3 チームに分かれ、 

 

①各自ができること 

 →・分別をちゃんとする・リユースする 

  ・安いからと言って買いすぎない 

②仲間と一緒にできること 

 →・周りの人に伝える（子ども達にも、友達にも） 

  ・もっと勉強が必要 

など、意見を出し合いました。 

 エコ生活部会では、もっと勉強してもっと多くの

人に伝えていきたいと思いました。 

 そしてごみも減らせるエコ生活を広げることに向けて、

「買ってえこ、売ってえこ」のプロジェクトにつなげて

いきたいです。             （Ｏ＆Ｋ） 

 

 エネルギー部会 

●2014 年度『第 2 期まちエネ大学』（全 5 回講座） 

 受講から 

 今、世界各地で新しいエネルギー社会を作りながら、

持続可能なまちづくりを目指す動きが広がっています。

そのような動きの輪に加わるための再エネ事業を学ぶビ

ジネススクール「まちエネ大学」が、今年度は全国５カ

所で開催されています。（主催：まちエネ大学実行委員会、共催：

経済産業省 資源エネルギー庁） 

 

 今回その一つが、京都で開講されることになりました。

そこで、再エネ事業を起こすために必要な基礎知識を習

得することを目的に、エネルギー部会から 3 名、この講

座を受講することになりました。 

 この講座では、*反転学習のための映像教材やテキスト

提供の他、再エネ分野のトップランナーや講師の方のお

話も聞きながら、ワークショップを中心として、参加者

同士をつなぎ、学び合います。 

 

 

 

 

 

 

 

*反転学習とは、知識面の習得を学習映像の視

聴による予習で置き換え、実際の授業では質疑

応答や議論をしながら応用的な課題に取り組

む方法です。 
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 2014 年 11 月 17 日に行われたその第１回講座で、

交野みどりネットとして市民共同発電所づくりを目指し

ていることを発表しました。そこでは、そのワークショ

ップのグループメンバーから、次のようなアドバイスを

受けました。 

(1) 再エネ事業（太陽光発電など）の目的をまず明確 

  にすること。 

(2) 再エネ事業は小さく産んで、大きく育てよ。 

(3) 交野らしさを生かした再エネ事業を行うこと。 

(4) 仲間を増やすこと。 

(5) 行政が動きやすいコミュニケーションを行うこと。 

(6) 採算を考えること。 

 

 まちエネ大学での学びを活かして、市民共同発電所づ

くりの動きを加速させていく必要があることを痛切に感

じた第１回の講座でした。 

 この講座への参加をきっかけに、エネルギー部会では

どんな市民発電所をつくりたいかというイメージをみん

なで具体的に出し合って、だんだんと、おもしろくなっ

ています。一緒にエネルギーの未来を考える仲間を募集

中です。 

 

 

 

 

 

 

 

★エネルギー部会のこれからの取り組み 

     （2014/11/20 定例会議で決めたこと）

(1) 再生可能エネルギーのイメージつくり 

 上記のようなアドバイスなどを参考にしながら、「夢の

ある再生可能エネルギー（市民発電所など）の取り組み」

のイメージをまずつくり、仲間を増やしていく活動など

を行う。必要に応じてデザイナーにヘルプをお願いする。

(2) 他市の市民発電所の見学会・学習会を行う。 

(3)エコドライブシミュレータの環境フェスタ出展の 

 予定。                 （HI） 

 まちづくり部会 

●今後のまちづくり部会について 

 今回で第 7 号となりますが、当まちづくり部会はゆれ

ています。 

 自転車マナー向上大作戦に始まり、順調にマナー講習

会をやってきて、これと平行し、自転車マップ作成に取

り組む事となったのですが、マンパワーを考え、自転車

マップづくりは一時休止をし、市の担当課で動き始めた

バスプロジェクトと連携して、まちづくり部会の活動と

するのはどうかとの意見があり、検討の結果、取り組ん

でいくことになりました。 

 ただ、一部にマンパワーを考え休止とするのであれば、

「誰もが利用しやすいバスを走らそう」プロジェクトも、

同様の結果が出る可能性があるのではという少数意見も

ありました。が、多数意見で決めたのであるから活動を

開始していくことを確認しました。 

 

 そこで問題のマンパワーでありますが、現状、中心的

に部会の活動を担える人達が不在であるため、活動を一

緒に担う仲間を増やす事とし、当面の具体的取り組みと

して交通をテーマに市民が自由に意見交換できる場とし

て年度末までに「交通ほっとカフェ」を立ち上げ、1 回

ないし 2 回行うこととし、そのためにカフェ運営手法に

ついて学習会を実施します。 

「交通ほっとカフェ」の開催場所には、市役所近辺

か、コミュニティバスのニーズが多いと思われる山手地

区の公民館や集会所ではどうだろうか−−。 

来年度は、地域に入って、市民の意見を集めて、市に届

けていきたいのです。 

 市としても、バスに関する市民意識調査を来年度は考

えているようです。 

 このプロジェクトが成功することを機物神社に初詣で

祈念してきました。 

（記：梅本） 
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 運営委員会からの報告 

●第 26 回運営委員会を開催しました。 

 12 月 8 日（月）16:00～ 

１．里山大好きウォークラリーのふりかえり 

 大勢の参加があり、好評だったこと、みどりネットの

よい PR になったことが報告されました。メディアへの

広報活動やリーフレットの活用など、次回に活かしたい

点を話し合いました。今回は自然環境部会が主体の活動

になりましたが、次回は企画段階からみどりネット全体

で取り組もうと決めました。 

 

２．今後のスケジュールについて 

 予定している学習会、ゼミ、研修、セミナー、会員交

流会等について確認し、それぞれ積極的に参加するとと

もに参加の呼びかけをしていくこととしました。 

 また、平成 27 年度の総会の日程は 5 月 31 日（日）

と決めました。 

 

３．会員交流会と全体会について 

 2 月 15 日（日）にステキ化わいわい会、3 月 14 日

（土）に全体会を開催し、会員や部会相互の交流と支え

あいを進めていくこととしました。 

 

４．環境フェスタへの参加について 

 3 月 8 日（日）のフェスタの出展場所（部屋）が確定

の後、みどりネット全体を PR する企画を進めていくこ

とを決めました。また、2 月 1 日（日）のプレフェスタ

にも、各自での参加を呼びかけました。 

 

５．来年度に向けて 

 みどりネットの全体事業を検討する企画チームを設置

することと、そのための人選を各部会で検討し、次回の

運営委員会で報告することにしました。 

 

６．その他 

 新しい広報誌やスタッフジャンパーの企画の報告と、

各部会から活動状況の報告がありました。 

（記：玉井） 

 

 

●第 27 回運営委員会を開催しました。 

 1 月 13 日（火） 13:30～ 

１．企画チームの発足と活動について 

 みどりネットの全体事業を検討する企画チームのメン

バーが各部会から推薦されて決まりました。企画チーム

と運営委員会の役割の違いについて、企画チームはみど

りネット全体の活動を考え運営委員会に提案すること、

運営委員会はその提案を受けて環境基本計画を進めてい

くことと、整理しました。関連して、新しい活動拠点を

設置する案について紹介されました。 

 

２．環境フェスタ参加について 

 3 月 8 日（日）のフェスタの出展場所が、昨年と違っ

て他団体と一部屋を分け合う形であることが報告され、

部会ごとにパネル二分の1枚程度の展示を準備すること

としました。また、2 月 1 日（日）のプレフェスタでパ

ネルを展示することとしました。 

 

３．会員交流会について 

 2 月 15 日（日）、3 月 14 日（土）の会員交流会に、

各部会で参加を呼びかけていくこと、会員には別途に案

内状を送付することとしました。運営は運営委員を中心

に行います。 

 

４．平成 26 年度予算の有効活用について 

 予算を有効に使うために、年度後半の活動計画と予算

に差異が生じている部会は事務局へ申告し、それを元に

代副会議で残り3カ月の予算計画の提案を作成すること

としました。 

 

５．その他 

 今後の学習会・ゼミ・研修・セミナー等への積極的参

加の呼びかけ、各部会から活動状況の報告がありました。 

（記：事務局 南村多津恵） 
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●忘年会「一年ありがとう会」 

－お鍋と「ありがとうカード」で体も心もぽっかぽか－ 

 

 

 

 

 

 

 12 月 8 日（月）の運営委員会終了後、午後 7 時から

「丸助寿し」にて、運営委員を中心に交野みどりネット

の忘年会を行いました。運営委員 10 人（代理 2 人を含

む）とみどり環境課 3 人、環境部から 2 人が参加しまし

た。 

 総勢15人が3台の寄せ鍋を囲み、ひとしきり食べて、

飲んで、おしゃべりを楽しんだあと、事務局スタッフ南

村さんの提案で「ありがとうカード」の交換をしました。

これは、一年間の「ありがとう」を伝えたい人にメッセ

ージカードを書いて、手渡すという趣向のものです。 

 一人ひとりがカードを読み上げて、意中の人に手渡す

と、もらったほうは照れながらも思わずにっこり。たく

さんの「ありがとう」が往きかい、心がぽかぽかと温か

くなる忘年会でした。 

 「ありがとう」って素晴らしい！！ 

（記：玉井） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【ありがとう会を受けて、事務所に謎のメッセージ？】 

                      

事務局より  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＤＶＤ紹介  

★「「エコドライブ 10 のすすめ」 

  環境省企画・制作、15 分 

【内容紹介】 

 エコドライブについて、わかりやすく説明したDVD。

警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省を関係省庁と

する「エコドライブ普及連絡会」が策定した、ドライバ

ーの参考になる効果指標を示した「エコドライブ 10 の

すすめ」を紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【イベント案内】 

 

 “事務所ステキ化プロジェクト” 

●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」開催しています♪ 

 

●第 8 回「みどりごはんの日」開催します♪ 

 

 

 

 

 

●お知らせ 

新しい DVD が入りました！！ 

※みどり環境課に所属していた

DVD 等を事務所に配架しました。 

 

 

 

とき： 2 月 5 日（木）12:00 頃～13:00 頃まで 

ところ：交野みどりネット事務所 

 

 

 

 

視聴いただいた方には、エネ

ルギー部会オリジナルの「お

りひめちゃんエコドライブス

テッカー」を差し上げます。 
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 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！？  

 この日は 13:30 から、自然環境部会のミーティング

があります。あわせてぜひご参加ください。 

 

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。 

※「みどりごはんの日」は、部会等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、みどりネットのホームページかブ

ログでご確認ください。      

 

 

◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆  

  ●年末年始で疲れた胃をいやす  

      ～エコクッキング～ 

◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆  

 お正月、お付き合いで、つい食べ過ぎてはいませんで

したか。地元産の旬の野菜をつかって具だくさん味噌汁、

ふろふき大根やクリームチーズ黒豆のスイーツを作って、

癒しも感じながら省エネ調理をおいしく学びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

★「「キミのハートをわしづかみ！ 

  今日から私もコピーライター」 

 

 『いいイベントを企画したのに人が集まらない』、そん

な経験はありませんか。 

 広報に使っているそのコトバに力が足りないのか

も・・・？ 

 企画の魅力を存分に伝えるには、どうすればいいので

しょうか。 

 ロングセラー商品のカルビー「じゃがりこ」の生みの

親。交野市出身・在住の“クリエイティブディレクター”

の甲斐 健さんから、ハートをつかむキャッチコピーのつ

くり方を実践的に学び、相手にきちんと届ける「伝える

チカラ」（広報力）をアップさせます！ 

 

●日時：2 月 21 日（土）13:00～16:00 

●場所：ゆうゆうセンター 体験学習室 

●講師：甲斐 健さん（クリエイティブディレクター／ 

          交野おりひめ大学プロデューサー） 

●対象：市民活動を企画する人 

●参加費：無料 

●定 員：30 名（先着順） 

●主 催：交野みどりネット・広報担当者会   

●申込み・問合せ：2 月 18 日（水）までに以下の必要

項目を、電話・FAX・メール・郵送のいずれかでお知ら

せください。 

 

 

 

 

＊講師プロフィール 甲斐 健（かい たけし）さん 

 広告代理店勤務を経て独立、グラフィックのコピーラ

イティングからテレビ CM の企画、商品開発まで幅広く

手がける。ACC 賞、広告電通賞、他受賞。4 年前に東

京から地元交野に本拠地を移し、中田前市長との出会い

から、地域活性化のための「交野おりひめ大学」を中学

の同級生と企画している。 

 

 

と き：１月 23 日（金）10:00～12:30 

ところ：ゆうゆうセンター３階 調理実習室 

定 員：先着 30 人 

参加費：無料 

※「定員に達したため受付を締め切りました。次回

の開催をお楽しみに。」 

 

 

 

 

 

お名前（ふりがな）、所属団体名（ある場合のみ）、 

ご住所（〒）、電話、FAX、メールアドレス 
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 冬の野鳥をたずねて里山を歩きます。 

オシドリは何羽みつかるかな？  

 

●日時：2 月 8 日（日）9:00～15:30 

●集合：JR 河内磐船駅前 

●コース：河内磐船～天田宮～傍示の里～キャンプ場～ 

     いきものふれあいセンター～倉治公園（解散） 

●講師：高石良子さん（シニア自然大学校 野鳥研究科講師）、 

     ほか 

●持ち物：弁当、水筒、あれば双眼鏡等の観察道具 

●服 装：歩きやすい服装、靴 

●参加費：無料 

●定員：30 名（先着順） 

●申込み：2 月 2 日から 6 日までに 

     交野みどりネット事務局へ 

●主催：自然環境部会 

※当日午前 7 時時点で、大阪府の降水確率 60％以上の場合は 

 中止。 

 中止します。 

                 

  

                 

◆◆◆ 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」 

  

 まちづくり部会では新しい活動を始めるにあたって、 

“カフェ”を企画しようとしています。 

 最近ちょっとはやりの“カフェ”では、誰もが気軽に 

参加できて、ゆるやかに情報交流が行われます。それは、 

何かが生まれるきっかけとなっています。ちまたの意見 

を集めるために、人と人がつながる機会をつくるために、 

“カフェ”には何ができるのでしょうか。魅力的なカフ 

ェをつくるには、また、カフェで得たものを次の活動に 

活かすにはどうすればいいのでしょう。住民と住民、地 

域文化、行政をつなぐ「洗堰レトロカフェ」の取り組み 

から、すてきなカフェづくりとその活かし方を学びます。 

 

 

●日時：2015 年 1 月 29 日（木）9:00～12:00 

●場所：市役所 別館 3 階 小会議室 

●講師：佐々木和之さん（琵琶湖河川レンジャー） 

●参加費：無料（お茶代のカンパをお願いします） 

【講師プロフィール】佐々木和之さん 

 2009 年 4 月より琵琶湖河川レンジャーとして活動。 

洗堰レトロカフェを開催中。東京都世田谷区出身。滋賀 

県大津市在住。九州工業大学大学院博士後期課程単位取 

得退学。住民と河川行政との連繋を研究テーマに。 

 ※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/> 

 

 

◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆  

 ●かたのエコ良人(ろじん)講座 2014   

 連続講座「ごみを減らして楽しさアップ♪」 

 番外編その 2 

「えっ、食べものがごみに！？  

   もったいない“食品ロス”を考えよう」 

◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆  

 賞味期限切れ、買いこみすぎ、作りすぎ、食べ残し。 

 あなたは生活の中でどのくらいの食べものを捨ててい

ますか。食べものを無駄にするのは命を無駄にすること。 

 ごみとして捨てられている“食品ロス”について考え

ます。 

●日時：3 月 13 日（金） 10:00～12:00 

●場所：ゆうゆうセンター 2 階 

           体験学習室・お年寄り健康教室 

●講師：浅利美鈴さん（京都大学環境科学センター） 

●参加費：無料 

●申込み：3 月 2 日（月）から 11 日（水）までに 

     交野みどりネット事務局へ 

 

第３回 里山大好き観鳥会 
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      ～会員の皆さまへ～ 

 会員交流会 

 

 

 交野みどりネットの発足から四つの部会が立ち上が

り、それぞれにがんばって活動をしてきましたが、各部

会の個性によって、だんだんと濃淡も出てきました。 

 そこで、ここらでちょっと初心に戻り、部会を越えて

みんなで集まり、みどりネットのよりよい活動について

考えてみましょう。おいしいお茶とお菓子と、ちょっぴ

りのアルコール。自分たちの活動のうまくいっているこ

と、いっていないこと、他の部会の活動に協力できそう

なこと、アドバイス、なんでもかんでもわいわい話しま

しょう。 

 三人寄れば文殊の知恵、もっと寄ればあっと驚くアイ

ディアも飛び出すはず。さあ、みんなで壁を乗り越えて、

もっとステキな活動をつくろう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 会員交流会 その 2  

 

 

 

 2 月のわいわい会をふまえて、もう一歩、先へ行って

みるための交流会です。 

 ふたたび部会を越えてみんなで集まり、みどりネット

の活動がどうすればもっとよくなるかを考えます。 

 お茶とお菓子を囲んで、部会ごとに自分たちの活動に

ついてふりかえります。強いところはどこかな、逆に足

りないものは何かな、お互いの特技や不得意なことがは

っきりしたら、みんなでアドバイスしあい、助け合いの

かたちをつくっていきましょう。 

 みんなで協力して、来年度はもっともっとステキな活

動をめざそう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交野みどりネットもっとステキ化わいわい会 

と き：2 月 15 日（日） 13:00～16:00 

ところ：交野武道館 第 1、第 2 作法室 

対 象：交野みどりネット会員および 

    活動に関心のある人 

持ち物：マイカップ 

参加費：500 円（茶菓代） 

申込み：2 月 11 日（水）までに 

    交野みどりネット事務局へ 

（飛び入りも歓迎しますが、準備の都合上、

できるだけお申し込みください） 

  

 
※差し入れ歓迎 

交野みどりネットもっとステキ化わやわや会 

と き：3 月 14 日（土） 13:00～16:00 

ところ：調整中（追ってご案内します） 

対 象：交野みどりネット会員および 

    活動に関心のある人 

持ち物：マイカップ 

参加費：無料 

申込み：3 月 11 日（水）までに 

    交野みどりネット事務局へ 

（飛び入りも歓迎しますが、準備の都合上、

できるだけお申し込みください） 

  

 
※差し入れ歓迎 
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 プレ・エネルギー☆カフェ 

 
 

「『シェーナウの想い』上映＋体験カフェ」 

 

 エネルギー部会では、次回の「エネルギー☆カフェ」

開催に向けて、その参考とするためのプレ・カフェを開

きます。 

 滋賀で開かれているエネルギーをテーマとしたカフェ

の主催団体を招き、そのプログラムを体験します。 

 ドキュメンタリー映画「シェーナウの想い 自然エネ

ルギー社会を子どもたちに」を見て、意見交流をします。 

 魅力的なカフェの場づくりの方法と、若い世代を引き

込む工夫の参考になりますので、ご関心のある方はぜひ

ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かたの未来の里づくり講座   

 ～平成 27 年度講座～  講座生募集 ！！ 

 

 

◇講座・実習を通して、 

 交野の美しい自然を守る 知識や技術を身につけよう 

◇ふれあいの森づくりをしよう 

主な講師： 

 ・夏原 由博さん  

 ※名古屋大学環境学研究科教授（大阪自然環境保全協会会長） 

 ・田淵  武夫さん  

 ※公益社団法人大阪自然環境保全協会理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ●見学会 

「hu+g ミュージアムで 

食とエネルギーと住まいの未来を体感しよう！」 

 

 エネルギー部会のメンバーである大阪ガス株式会社が、1 月

にオープンさせた食と住まいの情報拠点「hu+g（ハグ）ミュ

ージアム」を見学します。太陽光発電設備を取り入れたスマー

トハグハウスなどのお話を聞き、お昼はみんなでエコクッキン

グを体験します。詳細はあらためてご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

と き：2 月 19 日（木） 10:00～12:00 

ところ：市役所別館 1 階わいわいネット 

        市民活動ルーム「みんカフェ」 

対 象：交野みどりネット会員 

参加費：無料（予定） 

      （お茶代のカンパをお願いします） 

  

 

   予   告 

と き：3 月 17 日（火） 10:00～13:00 

ところ：hu+g ミュージアム 

           （大阪市西区千代崎 3-2-59） 

集合・解散：市役所駐車場に 8:40 集合、 

                         14:15 解散 

対 象：交野みどりネット会員 

参加費：500 円 

     （エコクッキング体験および昼食費） 

主催：大阪ガス株式会社 北東部リビング 

        営業部コミュニティ室、 

   交野みどりネット・エネルギー部会 

 ※要申込み 

 

  

 

日 程：2015 年 4 月～11 月（全 8 回） 

    10:00～16:00 ごろまで 

※内容・天候により、日程・時間を変更す

ることがあります。 

対 象：交野市民または交野市内に通勤・ 

    通学される方。中学生以上。  

定 員：約 30 名 

 （全講座に参加される方を優先します。） 

受講料：無料  

※ただし実費（交通費・保険料等）の負担

をお願いします。 

申し込み：交野みどりネット事務局へ 
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 ●平成 27 年度の総会の日程が決まりました。 

  

 今年の総会は、5 月 31 日（日）に行います。 

 あわせて講演会や会員交流会などを開催する予定です。

今から予定を開けておいてください。 

 

 ☆総会の企画を一緒に考える方、あわせて、来年度の

交野みどりネットの運営や企画に携わる方を募集中です。

参加の度合いは、あなたのご無理のない範囲で結構です。

余暇を楽しんだり、趣味や特技を活かしたりしながら、

みどりネットの活動をもっとおもしろくしたい方は、交

野みどりネット事務局までご連絡ください。 

 

 

 

【会議日程】 

1 月 23 日（金）           13:30 エコ生活部会 

     30 日（金）     13:00 まちづくり部会 

                           13:30  広報担当者会 

                 （広報誌編集会議） 

2 月  2 日（月）           18:30  運営委員会 

2 月  5 日（木）            9:30  まちづくり部会 

              13:30 自然環境部会 

                       19:00 広報担当者会 

2 月 19 日（木）       14:00 エネルギー部会 

 

         ※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。 

 

 

●次回の NEWS 発行は、3 月中旬ごろの予定です。 

 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。 

 

 

 

【イベントカレンダー】 

●1 月 

23 日（金）・実習「年末年始で疲れた胃を 

       いやす エコクッキング」 

29 日（木）・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」 

 

●2 月 

 5 日（水）・みどりごはんの日 

  8 日（日）・里山大好き観鳥会 

15 日（日）・会員交流会 

      「交野みどりネット 

      もっとステキ化わいわい会」 

19 日（木）・プレ・エネルギー☆カフェ 

「『シェーナウの想い』上映＋体験カフェ」 

21 日（土）・広報力アップセミナー 

     「キミのハートをわしづかみ！ 

      今日から私もコピーライター」 

 

●3 月 

13 日（金）・学習会 

  「えっ、食べものがごみに！？  

  もったいない“食品ロス”を考えよう」 

14 日（土）・会員交流会 2 

       「交野みどりネット 

       もっとステキ化わやわや会」 

17 日（火）・見学会 

「hu+g ミュージアムで食とエネルギーと

住まいの未来を体感しよう！」 

26 日（木）・市民共同発電所に関する 

            内部学習会 

 

 

 

 

 

 

 

   

   予   告 


