2015/3/30 発行

2014/11/19

発行

VOL. 8
発行：交野みどりネット

代表：玉井 八恵子

事務局：交野市みどり環境課内

特

編集：交野みどりネット広報担当者会

TEL/FAX 072- 807- 4163

MAIL: info@midorinet.main.jp

集

◆「交野みどりネット 2014、
そして 2015 へ」

【平成 27 年度の課題】
１．計画推進力の強化

～みどりネットのこれまでとこれから～

１−１．分野の活動力の強化

2012 年 3 月に交野市環境基本計画が策定され、11

１−２．組織運営力の強化

月に交野みどりネット（交野市環境基本計画推進会議）

２．担い手づくり

が立ち上がりました。それから 1 年は試行錯誤の期間で

３．会員拡大

したが、次の 1 年半で問題の整理が進み、今後の進むべ

４．他団体との協力体制

き方向が見えてきました。そこで、運営委員会で 10 年

５．事業評価と報告書作成

間の動き方を確認しました。
現在は仕切り直しの時期に当たりました。平成 27 年
度からいよいよ本格的に計画を進められる体制を整えて
いきます。
【これまでの歩みのふりかえりと 10 年計画】
【平成 27 年度の方針（短期目標）
】
・H24

立ち上げ

・H25

試行錯誤、右往左往

・H26

問題の整理、

これまでの活動の進め方が部会ごとの縦割りであった
ことを反省し、来年度は交野みどりネット全体で協力し
ながら各プロジェクトの推進に当たります。その先駆け

課題達成に向けた気運づくり
今ここ
・H27

組織体制の立て直し、事業評価

・H28

計画 5 年目の見直し作業、

・H29

見直し計画の開始

・H30

事業評価

・H31

事業評価

・H32

必要な事項への重点取り組み

事業評価

事業評価
課題の達成、ビジョンの実現
事業評価

わやわや会）を開催し、互いの活動の協力と連携につい
て語り合いました。
また、活動の中心となる場をつくり、そこで生まれた
活動のモデルが全市域に広がるように考えていきます。

上半期事業評価

・H33

として、2 月と 3 月に 2 回の会員交流会（わいわい会、

【事業計画の実現に企画チームが始動】
活動の企画力を高めるために、
「企画チーム」が立ち上
がりました。代表・副代表が整理し設定した課題につい
て、提案を作成する役割です。2 月と 3 月に 2 回の会議
を持ち、来年度の総会の準備を進めるとともに、事業計
画について役割分担して企画書を作成中です。
なお、全体で取り組む予定の来年度の事業は次のとお
りです。
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各部会からの報告
・春～

交野みどりネットカフェ（毎月開催）

・5 月 31 日

総会＆まなびの会＆交流会

・6 月

みどりネット PR 強化キャンペーン

・6 月頃～

担い手養成講座（秋まで連続）

・6 月頃

ライトダウンと星を観る会

・12 月

環境活動団体サミット（交流会）

自然環境部会
●「里山大好き観鳥会」
（兼未来の里づくり１期生講座第３回）
・日時：2015 年２月８日（日）9:10～13:40
・コース：JR 河内磐船～傍示の里～
交野市野外活動センター～大阪環状歩道
～交野カントリークラブ～ふれあいセンター
白旗池（昼食後水鳥観察）～倉治公園（解散）

環境基本計画をいっそう進めるために、交野みどりネ

・参加者：１８名

※（講座生、スタッフを含む）

ットは今年、飛躍を目指します。そのためには活動を支
えるたくさんのボランティアが必要です。会員の皆さま
の積極的なご協力をよろしくお願いいたします。
（記：事務局

南村）

２月８日日曜日、朝からの雨。だが天気予報通り
９時すぎには雨もやみ出発。
ＪＲ河内磐船～傍示の里～交野市野外活動センター～
白旗池～倉治公園

約７㎞の行程。

駅前で野鳥観察の注意事項（大きな声をださず小さい
声で話す。周囲とあった色の服装をする。スズや鳴り物
をはずすなど）を確認。歩きだすとすぐに鳥の姿があち
らにもこちらにも。雨上がりの為か、たくさんの鳥に出
会うことができました。

アオジ・アカゲラ・ウグイス・カイツブリ・
コゲラ・シジュウカラ・ジョウビタキ・シロハラ・ソウ
シチョウ・ツグミ・ハクセキレイ・ベニマシコ・ホウジ
ロ・ムクドリ・ルリビタキなど。
白旗池では

カイツグリ・マガモ・カルガモ・オシド

リなど合計 31 種の鳥を見ることが出来ました。

また、鳥の鳴き声の特徴や、鳥たちに関わる楽しい
話を講師の先生方から教えて頂いたりしました。
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オシドリは生涯添い遂げるのではなく、毎年パート

昨年 10 月に開催したリメイク工房で作った、鍋保温

ナーを変える事。いつも一緒にいるのはメスを取られな

カバーを使って省エネ調理を実践し、また、材料を使い

い様にオスがピッタリついていて、卵を産むとさっさと

切ることで、生ごみの減量を確認しました。

離れ、メスが一人で卵を抱きふかさせて子育てをする
など意外な話もたくさん聞けました。

（記：ＴＹ）

スタッフも含め全員で試食をしたところ、
「ヘルシーで
身体によさそう」「大根の皮のきんぴらは初めて食べた、
おいしかった」という感想が寄せられました。

◆参加者の感想（アンケートから）

日頃気をつけているようでも、ずいぶんもったいない

・いろんな鳥を見られて楽しかったです。

ことをしていると気づき、みなさん大いにエコ料理に関

・たくさんの鳥たちにあえて楽しかったです。

心を持たれたようでした。

（記：icecoffee）

説明も親切で有難うございました。
・鳥たちの色・柄・声に感動！
又参加してみたいです。

エネルギー部会
●「プレ・エネルギー☆カフェ」
・日時：2015 年 2 月 19 日（木）10:00 ～12:00
・場所：交野市役所別館 1 階

エコ生活部会
●「お正月で疲れた胃を癒すエコクッキング」開催
・日時：2015 年 1 月 23 日（金）10:00～12:30
・場所：ゆうゆうセンター調理室
参加人数は 26 名で、
「広報かたの」を見て申し込まれ
た方がほとんどでした。
調理に先立ち、昨年の連続講座で見学した“ごみ処理
施設”の写真を見ながら振り返りました。
自分の出したごみが、
『どこで』
・
『どのように』処理さ
れているのかを学び、みんなで「ごみ減量」について考
えました。

わいわいネット市民活動ルーム「みんカフェ」
・内容：ドキュメンタリー映画「シェーナウの想い」
上映＆体験カフェ
・ゲスト：ネットワークあすのわ
・参加者：14 名

※（ゲストを含む）

第 2 回「エネルギー☆カフェ」の開催に先立ち、滋賀
で行わ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する“プレ・エネル
ギー☆カフェ”を開催しました。
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～」を観て、ゲストの「ネッ

それから、地元産の旬の野菜を使って、ふろふき大根・

トワークあすのわ」方々が用意してくださったおいしい

具だくさん味噌汁・黒豆スイーツを作り、だしをとった

オーガニックのお茶と手作りのお菓子を囲みながら、14

後のかつお節とこんぶもそのまま利用した佃煮を。大根

人の参加者で意見交流をしました。

の皮ではきんぴらも作りました。

この映画はドイツ南西部の小さなまち「シェーナウ」
で、チェルノブイリ原発事故をきっかけに「自然エネル
ギー社会を子どもたちに」という想いからできた市民活
動のようすをまとめたドキュメンタリーです。最終的に
は行政を巻き込み、自然エネルギーをベースにした電力
会社を運営するようになっています。
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この映画をみて、自然エネルギーと市民運動のあり方に

運営委員会からの報告

ついて理解を深めることができ、出席者の方々から感じ
た想いを語っていただいた一例として、A さんの想いを

●第 28 回運営委員会を開催しました。

以下に記します。

2 月 2 日（月） 18:30～21:10
1,

10 年計画および短期目標について

・平成 27 年度は組織の立て直しの年とすること、平成
＊＊＊＊＊A さんの想い＊＊＊＊＊＊＊

28 年度に、世の中の変化や活動の進捗度に応じて、
「環

・目標をもった市民運動の基本として次の原則が
ある。
①

みんなで取り組む

②

広くひろげる

③

楽しく行動する

④

決まったら協力する

⑤

小さいことを気にかけない

⑥

長く続ける

⑦

目標（要求）を忘れない

境基本計画」の 5 年目の見直しを行なうことを決めまし
た。

2．新組織体制と当面の活動の進め方について
・代表、副代表の体制を男性 1 名、女性 1 名の補充を行
い 4 人体制にすること。
・新たに立ち上げる「企画チーム」はみどりネット立て
直しのための企画（組織強化とステップアップ、現状分
析など）を行なうことを目的とし、当面は総会の準備を

とくに印象的だったのは、③で、音楽会を開い
たり、ワインを飲みながら、楽しく交流したりす
るシーンでした。住民運動で議会を動かし、まち
としての態度を決めていったこと、そのために②
の取り組みをいろいろ工夫していったこと、決ま
ったら、資金を集め、電力会社から送電線を買い

すすめることとしました。
◆それぞれの組織の役割は、
①代表・副代表会議（課題設定）→②企画チーム（提案）
→③運営委員会（決定・実行→※ただし、全部会を巻き
込んでの実行を意味する）
とすることとしました。

取り、ドイツ全域に再生エネルギーの電力を供給
していることなどがわかり、これからの交野みど
りネットの活動を考えるための貴重な一時を過
ごしました。

3．平成 26 年度の残予算の活かし方
・各部会は 2 月末までに精査した決算額を出し、みどり
ネット全体で残予算を有効に活かすことにしました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

4．環境フェスタ（３/８）と
（記：K&I）

会員交流会（２/15）について
・環境フェスタと会員交流会の進め方について話し合い、
役割分担等を決めました。

5．その他
広報担当者会および各部会から、活動状況の報告があ
りました。

4

（記：玉井）

●第 29 回運営委員会を開催しました。
3 月 2 日（月）13：30～17：00
１．まちづくり分野のプロジェクトの進め方について

7．平成 27 年度の予算の割り振りについて
昨秋の予算作成時から状況が変わっているので、3 月
16 日までに各部会で予算額を精査することにしました。

まちづくり部会から、これまで進めてきたプロジェク

（記：玉井）

トをいったん脇へ置き、3 月 12 日の会議において、自
然環境分野と共通のプロジェクトから活動することを検
討するという報告がありました。

●第 2 回みどりゼミ
2．企画チームの発足と 2/25 会議の報告

「自然環境部会の活動は

主に来年度の事業について検討した初会合の報告があ
りました。当面とりくむ総会（5/31）の 企画について、

報告

どうしてうまくいっているの？
成功のヒミツに迫ろう！」

運営委員から意見・提案を受け、今後企画チームで検討
していくこととしました。
●そのヒミツが知りたくて
1 月 14 日（水）
、第 2 回となる
「みどりゼミ」を開催しました。
今回のテーマは組織運営のコツ。
3．新年度役員について

4 部会の中で一番プロジェクトが順調に進んでいる自然

◆代表：玉井、副代表：足立・今谷・エコ生活部会か
ら女性 1 人の推薦を受けました。
◆運営委員：現メンバー＋梅本＋1 人か 2 人。

環境部会の部会長、入江豪宣さんに話題提供いただきま
した。
うまくいっている理由は、
「自然は取り組みやすいから」

◆監事：ＮＰＯ“環境市民”と環境部長に依頼する。

「参加しやすいから」と簡単にすまされがち。でも、傍

次世代へバトンタッチするまであと 2 年、がんばって

からよく観察しているとちらちら見え隠れする運営のヒ

みようということになりました。

ミツ。知られざるその努力を他の部会の皆さんにも知っ
てほしくて企画したものです。

4．広報ツールについて
広報誌「はっぱ通信」と“のぼり”と“スタッフベス
ト”の完成報告があり、環境フェスタ（3/8）等で大い
に活用していくことにしました。
また、ベストは、サイズに関わらず一律 1,500 円で
希望者に販売することにしました。

●部会をふりかえってみよう
最初に参加者それぞれから、自然環境部会がうまくい
っている理由は何だと思うか、何を上手にされていると
思うのか、そして自分の部会の現在の課題について、述
べてもらいました。一人ひとりの問題意識を明らかにし
た上で、入江さんに話していただきました。

5．環境フェスタ（3/8）参加について
展示物、備品、持ち込み品について、準備作業と搬入
の手順をきめました。

●うまくいっている理由のポイント
まるで当たり前のことであるかのように淡々と紹介さ
れる入江さん。そこにはまさにヒミツが満載ー！！

6．会員交流会（2/15
3/14

わいわい会の報告、
わやわや会の企画）について

それぞれ報告と企画の提案があり、確認しました。
5

主

なポイントを抜き書きしてみました。
・環境基本計画をよく読み込んで活動を計画している。
・活動の組み立てに戦略性がある。

・計画期間 10 年のロードマップがある。
・常に人を集める意識を持って活動を計画している。

●組織運営研修

・部会のメンバーが順調に増えている。

報告

・全員体制の役割分担ができ、自立的に動いている。
・話し合ったことがきちんと形として残っている。

『会議をもっと楽しく、有意義に！

・会議の準備を部会の事務局が行い、書記による議事録

ホワイトボード・

が残っている。

ミーティング入門講座』

・思いが文章化されている。
・ビジョンとミッションが明確。
・強いリーダーシップがある。
・既存の環境活動団体との協力関係ができているところ
がある。

●会議の“見える化”でパワーアップしよう
1 月 20 日（火）
、「株式会社ひとまち」の宝楽陸寛さ

●自然環境部会に学べ！

んを講師に WBM 講座がありました。WBM とはホワイ

一同、
「うーん、すごいー！」とうなる内容に、質問も

トボードを使って、意見やアイディアを出し合い、集め、

たくさん出ました。その回答もすごかったのですが、こ

参加者の力が活かされる効率的で効果的な会議の進め方

の紙面ではとても紹介しきれないので、詳しくはみどり

です。合意形成や具体的な行動プランを決めたり、役割

ネットのブログをご覧ください。

分担しながら困難に立ち向かえたり、メンバーやチーム

この報告を受けて、参加者がこれからやってみようと

が元気になるそうです。

思ったことは、
「基本計画の精神に立ち返る」「ロードマ
ップづくり」「全員体制の役割分担」
「部会の中に事務局
を置いて自主運営」
「会議やコミュニケーションの機会を

●よい会議はチームを活性化する
まず基本的な考え方について学びました。

増やす」などなど。
①“心の体力を温める”エンパワメントな会議*を
惜しむらくは、他部会からの参加がたった 4 名にとど
まってしまったことです。それでも、参加された方はそ
の後、自分の部会に持ち帰って、運営に活かしてくださ
っているようで、やった甲斐がありました。これからも
互いのよい点を学びあいながら、みんなでよい活動を目
指していきましょう。

（記：事務局

しよう。
②2 人以上集まれば利害対立があるのは当たり前。
③組織にとっては合意形成が必要であり、そこに
行くためにルールもいる。
よいコミュニケーションが交わされていると、私たち

南村）

の“心の体力”が温かくなるそうです。心の体力が温か

詳細はぜひブログで確認を！

いと私たちは、自分の力を発揮して生きていきやすいの
です。やりたいと思うことにも意欲的にチャレンジし、
自分ひとりで無理なときは素直に周囲の力を借りること
ができ、失敗してもそれを糧にして前に進んで行けるそ
うです。

＊一人ひとりとチームが
力をつけ、また潜在力を
発揮できる会議
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●実践を通じて学びました
お話の次は実践です。
黒のペンを使い、進行役の人が参加者のどんな意見も

●まちづくり講座

報告

書いていきます。時々「それで」「具体的には？」「もう
少し詳しく」「なるほど」「そうだよねえ」などと質問や
あいづちをしたりします。その後、軸を決めて赤ペンで

「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～」

出た意見をまとめ、最後に青ペンで具体的な行動や活動
計画を書きとめます。流れを聞いて簡単な練習をした後、
それぞれ 4 人ずつに分かれて、
「役割分担を決める」
・
「企
画を考える」というテーマに沿ってホワイトボード・ミ
ーティングを試してみました。
最初はなかなか難しく上手くできませんでしたが、

“カフェ”で意見を集めよう
1 月 29 日（木）
、まちづくり部会では“カフェ”に関
する学習会を開催しました。交通関連のプロジェクトを

★「ホワイトボードに意見を全部書いていく」

進めるにあたり、ゆるやかに広く市民の声を集める手段

★「参加者の意見を引き出していく」

として“カフェ”に着目したのです。そこで、住民と住

『これらは技術なので練習すれば力をつけることがで

民、地域文化、行政をつなぐ「洗堰レトロカフェ」を主

きる！』という言葉に従い、自分達の意見をまとめて形

催されている「琵琶湖河川レンジャー」の佐々木和之さ

にしていくうちに、楽しげな笑顔になっていきました。

んを滋賀からお招きして、お話しいただきました。

●よい活動づくりにつなげます
「ホワイトボード・ミーティングによって、メンバー
一人ひとりが自分の意見を出し合い、他の人の意見を聞
き合い、笑顔で合意形成をしていく」。

バス会社を動かす
学生時代にはバス会社にバス停の新設を働きかけて実
現させたという佐々木さん。まずはその経験から、利用

この講座の学びを活かして、大いにホワイトボードを

者のニーズを正確につかむこと、できないことをクリア

活用し、
『心の体力』が温かくなる、よいコミュニケーシ

するために必要なものを洗い出すことなど、どうすれば

ョンがとれた会議を実現していくこと。それが、
「みどり

自分たちの思いをバスの運営主体に取り入れてもらえる

ネット」自体のいきいきとした活動につながり、発展に

かのヒントをいただきました。ただ意見を言うだけでは

つながるのだと感じました。
（記：K）

なく、データを集めて実践活動とともに働きかける人に
なることが大切とのことでした。

※この講座の成果については、ブログでその後の報告をどうぞ。

洗堰レトロカフェで意見集め
昨秋 5 周年を迎えた「洗堰レトロカフェ」は、土木遺
産である「旧瀬田川洗堰」を舞台に、河川を利用する一
般の人々と河川行政をつなぐ試みとして始められました。
行政が主催する事業説明会やワークショップには来な
い、普通の人の声を集める仕組みです。
毎月第 2、第 4 金曜日の定期開催で、オープンカフェ
形式でお茶とお菓子をカンパ制で提供されています。
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始めてから半年ぐらいで定着し、今では参加者の半数
が常連だとか。
散歩の途中に一休みできる空間を設けることで、その

●第 2 回広報力アップセミナー

報告

場での新たな思い出づくりがなされることもねらってい
ます。お茶を提供する代わりにアンケートに答えてもら

「キミのハートをわしづかみ！

い、そこから意見集めをされていました。単に書いても

今日から私もコピーライター」

らうだけでなく、なぜそう思うのかをその場で聞けるこ

～あなたのコトバに

とも大事で、そこから実現できた地域住民の要望もある

「発見」と「共感」はありますか～

そうです。
2 月 21 日（土）
、ゆうゆうセンター体験学習室におい
おもしろかったのは、

て、クリエイティブディレクターでもある「交野おりひ

運営のスタイルです。やるのなら

め大学」プロデューサー、甲斐

健さんを講師にお招き

徹底的にカフェらしくということで、エプロン、テーブ

し、今年度２回目の「広報力アップセミナー」を開催し

ルクロス、カップや看板など、見た目もおしゃれに展開

ました。

されています。また、学生ボランティアとの協働で行わ

「人を惹きつける、いいコピーの作り方を知りたい！」

れているのですが、その学生たち一人ひとりの想いを活

「チラシに一味ちがう、
センスのいいことばが欲しい！」

かし、自己実現ができるように上手に仕組まれていまし

こうした広報担当者の切実な想いを反映した、このセミ

た。

ナーには、スタッフ・会員・一般の方々を含め 23 名の
参加がありました。
活動へのヒントがいっぱい

紙面の関係で書ききれませんが、スタッフの募集と定
着させるための方法、行政に頼らず市民の力で行うこと
の意義と効果、
“バス待ちカフェ”のアイディアなど、参
考になる情報がいっぱいの学習会でした。
この春から開催を予定している「みどりネット・カフ
ェ」の運営にも大いに参考になりました。
（記：事務局

南村）

体験させていただいた洗堰レトロカフェの
今日の紅茶はアッサムティー。おいしく入れていただきました。

前半の講義では、セミナーのテーマ、“あなたの
コトバに『発見』と『共感』はありますか”に表わされ
るように、いいコピーには必ず『発見』と『共感』があ
ることを、有名なコピーライターの多様な作品を通じて、
わかりやすく分析。甲斐さん自身との交流のエピソード
をまじえながら、ユーモアと人柄を感じさせる楽しいお
話の中にも、プロの目線の鋭さを効かせた進行となり、
興味は尽きませんでした。
★送り手と受け手が「握手」できる「何か」を見つける。
★「難しい」ことを「簡単」にする。それがすべて。
甲斐さんの言葉からは、コピーライトの深さが伝わり
ました。
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後半は、ワークショップ。

交野みどりネットでは、来場者に私たちの活動の

①ダジャレはオシャレ？！

概要を知っていただくために、２階で交野市環境基本計

②韻をふむ。五七五にするなどリズムをつける

画（概要版）のパネルを展示し、それに続いて写真やイ

③意外なコトバを組み合せる

ラストで各部会の活動の様子を表したパネルを展示しま

④数字・事実を盛り込む

した。

など、作成のテクニックを

紹介していただいたあと、挟み込みのチラシやリーフレ

さらに自然環境部会のブースでは生き物クイズが行わ

ットを参考に、参加者のみなさんに“みどりネット”の

れました。用意した 60 部のクイズ用紙が早々と品切れ

コピーを作成してもらいました。

になるような盛況ぶりでした。

発表タイムには、すてきなコピーが続出。それらを“み
どりネット”の今後のチラシ作成時に活用させていただ
くことの了承も得られました。
みどりネットの活動を広く知ってもらい、かつ、広報

黒田市長も私達のブースにおいでになり、展示パ

担当者のスキルアップも図れた有意義なセミナーとなり

ネルを通じて交野みどりネットの実際の活動をみていた

ました。

だきました。写真は黒田市長が展示パネルをごらんにな

（記：M.A）

っている一コマです。
◆参加者の声（アンケートから）
・何気なく目や耳にしていたＣＭの解説に目からウロコ
・いろんなことにアンテナを張っていこうと思いました
・甲斐さんがスゴイ人だと知った！
・すごく勉強になりました。ありがとうございました。
・コピーライトセミナーはめったにないので有り難い

今回のイベントに間に合うように作った、交野み

「環境フェスタ in 交野」に出展しました

どりネット広報誌（愛称：はっぱ通信）も当日来場者に
お渡ししました。

「つづけることは力（ちから）です」というテーマの
もとに本年も「環境フェスタ IN 交野」が３月８日（日）
に「星の里いわふね」で開催されました。
（主催：かたの
環境フェスタ市民会議）
。
67 団体によるブース展示、屋外展示、ステージ、子
ども体験工作などがあり、来場者の方々が環境について
考えるようにアレンジされたフェスタでした。当日は朝
から雨の天気でしたが、主催者によると約２３００名の
来場者がありました。
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エネルギー部会のブースでは、エコドライブシミ
ュレータを出展しました。最初に「エコドライブ１０の

●会員交流会

報告

すすめ」というチラシを渡してそのポイントを説明し、
その後にパソコンの画面をみながら、模擬的に作ったハ

「交野みどりネットもっとステキ化わいわい会」

ンドル、アクセル及びブレーキを操作しながらエコドラ
イブ運転を行います。その結果は、その運転の評価、効

◆2 月 15 日（日）13:00～16:00、武道館 2 階和室

果及び順位が画面に表示されます。次の写真はエコドラ
イブ中の一コマです。

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よう、お互いに助け合おうと、
会員交流会わいわい会を開催しました。
当日は 20 人の参加があり、三つのテーブルに分かれ
て、少しのアルコール（瓶ビールとガラスコップのこだ
わり）とお茶菓子で、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、協力できそうなこと、アド
バイスも含めて、わいわいとおしゃべり交流しました。
どのテーブルもわきあいあいと盛り上がり、
「自由に意
見が言えてよかった」
「他の部会のことがわかってよかっ
た」
「4 部会でコラボして活動を進めよう」
「定期的に交
流会をするのがいい」などの感想がありました。
環境基本計画と交野みどりネットが具体的にどうある

約 50 名に参加していただきましたが、かなり多

べきかを考える時期に来ているね、ということをみんな

くのこども達もエコドライブを体験しています。その関

で確認し、たくさんのアイディアを出し合い、温める機

係で大人の方々のエコドライブの体験時間が短くなりま

会となりました。

した。本来は、実際に車を運転される大人にエコドライ
ブ体験の時間を多くとる必要があるなど、反省すべきこ
ともいくつかあるように思われます。

今回出た意見、アドバイス等は、3 月 14 日の「わや
わや会」に引き継ぎ、さらに発展させていきます。
（記：玉井）

当日、私達のブースを支えてくださった方々並びに今
回のイベントの展示パネル作成などにご協力をいただい
た皆さんに心から感謝しながら会場を後にしました。
（記：HI）

❤アルコールの力も借りて、車座でわいわい！
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●会員交流会２

報告
◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆

「交野みどりネットもっとステキ化わやわや会」

●交野みどりネット平成 27 年度総会
まなびの会＆交流会
「みんなでつくる環境のまち・かたの－

◆3 月 14 日（土）13:30～16:00、

交野市環境基本計画ことはじめ－」

いきいきランド交野

◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆
先月の「わいわい会」に引き続き、会員交流会「わや
わや会」を開催しました。

平成 26 年度をふりかえり、来年度を展望する総会を
開催します。

初参加の方も含め 15 人の参加がありました。4 部会
と広報担当者会からそれぞれ活動報告があった後、
「わい

第 2 部では、今年を交野みどりネットの再出発の

わい会」でのアンケートとグループトークのふりかえり

年とするため、原点に返り、環境基本計画の立案当時に

をして課題を確認し、後半は二つのテーブルに分かれ、

意図されていたことと、計画の趣旨やねらいを改めて確

お茶とお菓子を楽しみながら、今後の活動について話し

認します。

合いました。

交野市環境基本計画は、市内のさまざまな環境活動を

最後に、両グループが話し合ったことを報告し合いま

つないで発展させ、交野と地球の環境を守っていくため

した。新しく設ける活動地の活かし方を中心に、ほぼ同

の仕組みです。そこに市民や団体、事業者はどのように

じような内容が話し合われていました。他に、6 月から

関われるのかを考え、第 3 部ではみんなで交野の未来に

始める予定の『担い手養成講座』のアイディアや『そら

アイディアを出し合う交流をします。

いけ！ソーラーパネル』のプロジェクトのことなどがあ
がっていました。また、
「みどりネットは“環境基本計画”

交野みどりネットの目指すところを再確認し、さらな
る団結とパワーアップをめざしましょう！

を進めるためのコーディネート機能をもつべき団体であ
るため、単なる活動グループの一つに陥らずに、仕組み

・と

を作っていく存在でなければ」という指摘もありました。

・ところ：市役所別館 3 階

こぢんまりとした会ではありましたが（前回と違って

（予定）

流会になりました。成果は、これからのみどりネットの
（記：事務局

南村）

13:00～17:00
中会議室

・プログラム：13:00～14:10

アルコールがなかったせい！？）
、そのぶん中身の濃い交

活動に活かしていきます。

き：5 月 31 日（日）

・対

第1部

総会

14:20～15:45

第2部

講演会

16:00～17:00

第3部

交流会

象：交野みどりネット会員、
環境やまちづくりに関心のある方

・定

員：80 人

・参加費：無料
・話題提供：交野市環境部

※5 月中旬にお届けする予定の出欠届を提出してください。
また、会員更新の手続きをお願いいたします。
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“事務所ステキ化プロジェクト”
お知らせ

●みどりネットのみんなと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♪

●「環境自治体会議いこま会議」
にみんなで行こう！

●第 10 回「みどりごはんの日」開催します♪
とき： 4 月 27 日（月）12:15 頃～13:15 頃まで
ところ：市役所別館 3 階小会議室

「環境自治体会議」は環境政策に積極的に取り組む全
みどりネットのみんなと、おしゃべりしながら一緒にお
昼ごはんを食べましょう。今回は事務所ではなく、上の
階の小会議室で開催します。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 10:00 から臨時の運営委員会、13:30 から
監査があります。あわせて傍聴も歓迎します。

国の自治体で構成され、情報共有などを通じて環境政策
をすすめるために開催されています。
第 23 回となる今年は「住宅都市からの挑戦～近未来
のライフスタイル」をテーマに、大都市近郊型の住宅都
市として全国で初めて環境モデル都市に選定された生駒
市が開催地です。
1 日目と 3 日目は基調講演など全体会、2 日目はテー

持ち物：お弁当、水筒

※みんなで分け合える 1 品が

マごとの 19 分科会が開かれます。
“地域協働”をテーマ

あれば、なお楽しくなります。

にする第 12 分科会の午後の部で、みどりネット自然環

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。

境部会から事例紹介をします。
交野みどりネットとして、情報収集やネットワークづ
くりを目的に、2 日目を中心にみんなで参加します。み

※「みどりごはんの日」は、部会等の集まりに合わせて

どりネットでまとまって参加する場合、参加費に優遇が

月 1 回程度、開催していく予定です。

あります。

★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。

4 月 3 日（金）までにみどりネット事務局までお申し
込みください。

重要なお知らせ
と

●平成 27 年度の会員更新をお願いします。

き：5 月 21 日（木）13:00～
23 日（土）12:00

ところ：奈良県生駒市
交野みどりネットの会員期間は毎年 3 月 31 日までと

たけまるホールほか

参加費：生駒市外からの一般参加者
20,000 円

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 8 日（金）
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 31 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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みどりネットから団体参加の場合
無料（昼食代・交流会費別途）
主催：環境自治体会議いこま会議実行委員会、
環境自治体会議、生駒市
http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/
05300/ikomakaigi/01.html

みどりネットのみんなに

事務局より

会いにいこう♪
【会議日程】
4 月 2 日（木）

13:30

自然環境部会

4 月 6 日（月）

13:30

運営委員会

4 月 14 日（火）

19:00

広報担当者会

4 月 16 日（木）

10:00

企画チーム

15:00

エネルギー部会

10:00

臨時運営委員会

13:30

監査

4 月 27 日（月）

5 月 11 日（月）

●お知らせ
新しい広報誌（はっぱ通信）、のぼ
り、スタッフベストができました

★みどりネットには四つの部会の他に、「広報担当者会」

運営委員会

と いうチー ムがあ ります。 この “交 野みど りネット
NEWS”の企画編集やホームページ・ブログの企画運営、

※どなたでも参加を歓迎します。
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。

リーフレットの企画制作などの広報を担当してきました。
その広報担当者会では、このたび三つの新たな広報ツー
ルを作成しました。
一般向け広報誌「はっぱ通信」
本号に同封してお届けしています。年 1 度発行する活
動報告書という位置づけで作成しました。市内在住のデ
ザイナー五味恵未さんとコピーライターの五味俊幸さん
ご夫妻の協力をいただき、かわいくあかぬけた内容に仕
上がっています。お知り合いにみどりネットを紹介する

【イベントカレンダー】

際にぜひご活用ください。配ってくださる方、置いてく
ださるお店や施設等を募集しています。

●4 月
12 日（日）

のぼり

かたの未来の里づくり講座

第1回
落ち着いた緑一色に、交野みどりネットの文字とたぬ

27 日（月）みどりごはんの日

きのイラストが入ったのぼりができました。こちらも五

●5 月

味恵未さんの手によるデザインです。

17 日（日）
かたの未来の里づくり講座

第2回

スタッフベスト

21 日（木）〜23 日（土）
環境自治体会議いこま会議に参加
31 日（日） 交野みどりネット総会
まなびの会＆交流会

スタッフおそろいのユニフォームとして、黄緑色のベ
スト（ビブス）を作成しました。前後に「交野みどりネ
ット」の文字が入り、よく目立ちます。背面の文字の間
からたぬきがひょっこり顔を出すおちゃめなデザインは、
NEWS Vol.3 に登場するノッポのサリーによるもので
す。1 着 1500 円で販売していますので、ほしい方は事
務局までお問い合わせください。
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【異動・退職のご挨拶】
みどり環境課

加門高志

4 月 1 日付で水道局へ異動することとなりました。
平成 24 年 4 月より 3 年間、皆さんと一緒に考えて、
一緒に悩んで、そして一緒に楽しんできた「みどりネッ
ト」の活動ですが、本当に貴重な時間を過ごすことが出
来ました。始めの頃は戸惑いばかりでしたが、皆さんの
熱い気持ちに支えられてこれまで頑張ってこれたこと、
大変感謝しております。市民と一緒に活動することの大
切さを学べたこの経験は何事にも代えがたいものと感じ
ております。
また何らかの形でお力になれたらと思いますので、そ

●ロゴデザインなどそろってきました
みどりネットの“顔”をつくりたいと努力してきて、

の時はよろしくお願いします。
これからの皆さんのご活躍を祈念しております。

これまでに“葉っぱのロゴ”
（ホームページを作成いただ
いた「Access システム＆Web デザイン工房つむぎ」の

交野みどりネット事務局

制作）、
“文字ロゴ”
（リーフレットを作成いただいた佐々

3 月末をもって、交野市みどり環境課の臨時職員とし

木將人さんの制作）、
“たぬきのキャラクター”
（五味恵未

南村多津恵

て退職することになりました。

さんの制作）が誕生しました。これからはこれらを統一

この 1 年半、皆さんの熱い思いに動かされ、一緒に活

イメージとして使用して、みどりネットの PR にどんど

動を創っていく中で、よろこびや悩みを分かち合ったこ

ん活用していきます。

とはとても楽しく、うれしく、光栄なことでした。よい
勉強と経験をさせていただき、ありがとうございました。
次の 1 年がみどりネットにとって明暗を分ける重要な
時期になると思います。そんな時に場を離れざるをえな
くなったのは本当に申し訳ない思いですが、市民と市と

★広報担当者会の
ボランティアを
募集しています！！

のパートナーシップを新たなステージに進めるために必
要なステップだと受け止め、どうか踏ん張ってください。
在職中にやりきれなかった企画や研修などをたくさん
残したままですので、何か手が必要な折にはお声がけく
ださい。体は離れても、心はそばにあります。今後の皆

部会ではないので目立っていませんが、広報担当者会
はみどりネットの中でもイキのいいチームです。一緒に

さんのますますのご活躍と、環境基本計画のビジョン実
現を心より祈念しています。

みどりネットの広報を支えてくださる仲間を募集中。自
宅でできる作業もありますので、お気軽にご参加くださ
い。お問い合わせは事務局まで。（広報担当者会：南村）

14

※市の機構改革に伴い、4 月からみどり環境課は「環境衛生
課」となり、事務局体制は大きく変わる予定です。

