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 運営委員会からの報告 

●第 33 回運営委員会を開催しました。 

 7 月 6 日（月）13:30～16:00 

1. 交野市環境基本計画推進と評価について。 

 「平成 26 年度 業務委託契約 事業評価」を確認

しました。 

 総評にある「平成 24年 3 月に策定された本計画で

あるが、時代の流れに沿ったものとは言えないものが

出てきており、プロジェクトの見直しも必要と考える」

ということについて、みんなで共有しました。 

 

2. 交野みどりネット講座について 

 「めざせ！エコ達人講座」（仮称）（本年 9 月～来年

1 月、全 6 回程度の講座）開催の提案があり、そのた

めの講座企画チーム（メンバーは、代表・副代表 4 人

と運営委員 2 人の計 6 人）を立ち上げることを確認

しました。 

 

3. 交野みどりネット全体会について 

 『交野みどりネットとして、来年度やりたいこと、

できること』を話し合い、交流する、会員対象の全体

会を開催することを確認しました。来年度事業予算に

反映して考えるためにも、その開催時期を検討するこ

ととしました。 

 

4、その他 

 各部会（自然環境・エコ生活・エネルギー）から、

活動の進捗状況が報告されました。 

 

 

 

●第 34 回運営委員会を開催しました。 

  8 月 3 日（月）13:30～15:30 

1. 「めざせ！かたのエコ達人入門講座」について 

①環境問題に関心を持ちつつも、一歩が踏み出せない

方にとっての、“学習する機会”としての講座にする。 

②気軽に参加でき、取り組める講座内容・時間設定で

計画する。 

③環境問題を身近に感じられるように“交野サイズ”

ということを意識して取り組む。 

④講座内容は、様々な環境分野の担い手が育つよう、

偏らないものとする。 

 上記を目標とし、 

・日程：平成 27年 10月～平成 28年 3月。 

・回数：講座 6回と、実習 3 回程度。 

・基本的に第 2土曜日 10:00～の日時設定で開講。  

 以上を、市広報 9月号で掲載し、受講生募集をする

ことを確認しました。 

 各部会は、講座の 1 カ月前の運営委員会までに、企

画書を提出することとしました。 

 

2. 『交野みどりネット全体交流会』について 

 【日時】10 月 3 日（土）11 時半～14 時 

       （※8 月開催予定を変更） 

 【場所】青年の家 武道館 2 階 

 【参加費】500円（昼食弁当・飲み物付き） 

 【内容】メインテーマ 

   「交野みどりネットのいま・これから」 

・「ふれあいの森」活動地について、みんなで話し合

い交流する。詳細は、代表・副代表会議にて検討し、

次月運営委員会に提案することとしました。 
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3. 広報リーフレット「はっぱ通信」の配布について 

 広報担当者会提案の「はっぱ通信」の配布先と協力

依頼について確認しました。さらに、配布先宛てへの

「リーフレット配布及び設置のお願い」文を確認。リ

ーフレットを持参する際に添付することとしました。

また、あわせて、配布先持参担当も決めました。 

 

4. その他 

 これからの交野みどりネットの活動をどう考える

か、計画推進はだれが担うのか等について意見交流し

ました。 

                 （記：玉井） 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部会からの報告 

自然環境部会 

● 第 2 期「かたの未来の里づくり講座」と 

      第１期生の活動（報告）について 

 第 2期「かたの未来の里づくり講座」（全 8 回）が

本年 4月から予定どおり開講しています。 

 8 月末で、残すところ 3 回のみの開催予定（9 月

13 日、10 月 11 日、11 月 22 日）となりました。 

 昨年の講座修了生（第１期生）や、本年の講座受講

生（第 2期生）、及び自然環境部会スタッフの方々は、

現在、交野市内 2 カ所の活動地で、竹の間伐などの自

然環境保全活動に取り組んでいます。 

 この活動は、8月は猛暑を避けるために休みました

が、原則として１ヶ月に３日間（第１土曜日、第３水

曜日及び第４日曜日）行っています。自然環境保全活

動に関心のある方々の参加を、お待ちしています。 

                    （HI） 

 

  エコ生活部会 

●7月13日に、これからの活動のヒントを得るため、

エコ生活部会有志メンバーで、“京（みやこ）エコロ

ジセンター”の見学に参加しました。 

 ここには、『見て、触れて、学べる体験型施設』が

あります。屋上には、ビオトープがあり、旬の野菜や

季節の草花が育っています。太陽光発電パネルや雨水

利用など、施設内にはエコな工夫がいっぱいでした。 

 環境ボランティア養成講座を通して、仲間づくりも

しています。 

 今回ここで学んだことを、これからのエコ生活分野

での活動に活かして行きたいと思っています。 

                   （記：I ） 

 

 

 エネルギー部会 

●エコドライブ体験会開催（案内） 

 燃料消費量や CO2 を減らし、地球温暖化防止につ

ながるような自動車の運転を、一般的にエコドライブ

と呼び、それを実践することが交通事故削減にもつな

がります。そこで、今年秋の“交通安全週間”に合わ

せて、エコドライブシミュレータによる『エコドライ

ブ体験会』を、次のとおり行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日時】9 月 28 日（月）、9 月 29 日（火） 

     午前 10 時から午後４時まで 

【場所】交野市役所別館１階 みんカフェ 

【対象】エコドライブに関心のある市民 

【定員】上記両日とも、各 15 名  

     ※先着順 （合計 30名） 

【参加費】無料 

【内容】エコドライブ 10 のおすすめを説明し

た後、実物に近いハンドル、アクセル及びブレ

ーキがセットされたエコドライブシミュレータ

でエコドライブのコツを体験します。 

【申し込み・問い合わせ先】9月 1日から 

交野市みどりネット事務局まで（環境衛生課内） 
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※この案内は「広報かたの」 9月号にも掲載します。 

                     （HI） 

 

 

                                                              

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

【会議日程】 

9 月 3 日（木）   13:30 自然環境部会定例会議 

場所：交野市役所別館 2階 交野みどりネット控え室 

 

9 月 7 日（月）    13:30 運営委員会 

場所：交野市役所別館１階  みんカフェ 

 

9 月 15 日（火）   10:00 エコ生活部会定例会議

場所：交野市役所別館１階  みんカフェ 

 

9 月 17 日（木）  13:30 エネルギー部会定例会議 

場所：交野市役所別館 2階 交野みどりネット控え室 

 

9 月 17 日（木）  18:30 広報担当者会定例会議 

場所：ゆうゆうセンター 

 

 ※予定が変更になる場合がありますので、参加の前

には必ずご確認ください。 

 

広報担当者会より  

 

 

 

 

 

 

 ・テーマは、『情報発信はどうあるべきか？広報の役割

と効果について』です。組織における「広報」の役割と

は、どういうものなのか？「広報」で、何ができ、何を

めざすのか？という、広報活動の原点について、ご一緒

に考えていきたいと思っています。 

 

【編集後記】 

 「めざせ！かたのエコ達人入門講座」がいよいよ 10 月から

始まります。みどりネットを担う新しいチカラが芽吹くことを

期待したいです。（*^_^*）（秋山） 

 

★現在、2015 年度 

「広報セミナー」を企画中です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：この体験は、一人当たり約 15

分かかります。ご希望の日時を決め

て、申し込みをしていただくことを

おすすめします。 

 

【イベントカレンダー】 

●9 月 28 日（月）10:00～12:00 

・「やる気が出る！エネルギーダイエット」 

「環境家計簿をつけよう！」 

【場所】市役所別館 3F 中会議室 

【参加費】無料 

【定員】30名 

【内容】環境家計簿をつけることにより、 

    省エネを考えます。 

【講師】（有）ひのでやエコライフ研究所 

    鈴木 靖文さん 

【申し込み・問合せ先】 

交野みどりネット事務局（環境衛生課内） 

 

●10 月 10 日（土）10:00～ 

“めざせ！かたのエコ達人”入門講座 

①知って得する！「交野サイズの環境学」 

【場所】市役所別館 

 ※詳しくは添付チラシを参照ください。 

   

 


