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運営委員会からの報告

交野みどりネット交流会を開催

●第 35 回運営委員会を開催しました。
9 月 7 日（月）13:30～16:00

各部会の相互理解と協力を深めるために、10 月 3

※市役所別館・みんカフェにて

日、交野市武道館（2 階、第 1 作法室）において、
「交

1.「めざせ！かたのエコ達人入門講座」について

野みどりネット全体交流会」を開催しました。

・8 月運営委員会で確認した内容で、市広報 10 月号

メインテーマ「交野みどりネットのいま・これから」

にて講座生を募集することを確認しました

のもとに、各部会のこれまでの活動と、これからの取

・ウォークラリーを今年も行うこととし、そのプロジ

り組みなどについて報告していただきました。

ェクトチームを発足し、
（各部会 1 名＋代表・副代表

その後、昼食をはさんで、率直な質問や説明などを
交換しながらこれからの“みどりネット”の取り組み

をメンバーとする）第 1 回打ち合わせを 9 月 16 日
午後 3 時半からすることとしました。

ついて、みんなで考える一時をすごしました。
参加者はトータルで 25 名でした。

2『.交野みどりネット全体交流会』開催について

写真は、プロジェクターでエコ生活部会のプレゼン

・詳細について（日程・場所・テーマについては 8 月

テーションをしているひとコマです。

（HI）

運営委員会で確認済み）以下の内容を確認しました。
①目的：
各部会の活動と役割などについて、理解を深める。
②内容：
・各部会のこれまでの活動と本年 10 月よりの取り組
みの報告
・星田ふれあいの森活動地での各部会の活動方法
・来年度の予算案計画及び要望などについて
・各部会 15 分程度のプレゼンをする
3.“中間監査”について
・日程：11 月 2 日（月）10 時
・場所：交野みどりネット事務所にて
★10 月 20 日までに関連文書（議事録・企画書・報
告書・会計帳簿等）を作成、準備することとしました。
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4.その他
1）プロジェクト工程表（ロードマップ）を各部会で

めざせ！かたのエコ達人講座

10 月末までに作成することとしました。
2）各部会の活動が報告されました。

「環境のことを先ず知るところから始めよう」

3）
「はっぱ通信」設置依頼状況が報告されました。

をキャッチフレーズに、この講座は始まっています。
その第１回は「交野サイズ環境学」というテーマで、
10 月 10 日(土)に、交野市役所環境部 大湾さんから

●第 36 回運営委員会を開催しました。
10 月 5 日（月）13：30～16：30
※市役所別館・みんカフェ
1.「めざせ！かたのエコ達人入門講座」について
・第 1 回講座（10 月 10 日（土）の企画・進行（役
割分担を含む）について確認しました。

交野の環境について学びました。
今回の講座参加者の多くの方から「交野の環境問題
が聞けてよかった」「地球温暖化の話しに触れ、私に
もなにかできることはないかと、考えるきっかけにな
りました」などの感想をいただきました。
これから来年 3 月まで、毎月 1 回（トータル 6 回）
実施予定です。まだまだ定員に余裕があります！！

2.『交野みどりネット全体交流会』まとめ

皆さんの参加をお待ちしています。

（HI）

・10 月 3 日（土）11 時～14 時
※青年の家武道館 参加 25 名
①活動地「星田ふれあいの森」の活用方法について、
保全活動以外の活用はできるのか市から回答を得る

講座予定表

こととしました。
②部会活動報告に基づいて、ロードマップ（10 年後

①10 月１０日(土)

どのようになっているかまで記入）を 10 月末までに
作成提出することとしました。

「交野サイズの環境学」－知って
得！

②11 月１４日(土)

講師－大湾 喜久男さん

「環境の変化に気づく」道端の植物
観察会

交野自然の杜クラブ

3.“中間監査”について 確認しました
・11 月 2 日（月）10 時より

③12 月１２日(土)

「冬の省エネとエコライフ」
講師－鈴木 靖文さん

・出席は監事（2 名）
、代表・副代表（4 名）
、部会
長（3 名）会計（2 名・兼任含む）

④１月

９日(土)

・関連文書は 10 月 20 日までに作成する。
4.『ウォークラリー』について

「自転車の似合う街・安全安心のま
ち」

⑤２月１３日(土)

交野警察署交通課

「未来のくらしとエネルギー」

・交野みどりネット全体の取り組みとする

講師－当麻 潔さん

・日程 11 月 29 日（日）
・コースは 2 コース

⑥３月

５日(土)

（①私市駅前公園出発、②ほしだ園地駐車場出発）

5.各部会から活動報告がされました
・自然環境部会から、吹田市の活動見学（来年 2 月
予定）の参加呼びかけがありました。
（記：玉井）
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講師－下村 委津子さん
・修了式

・下見（10 月 27 日（火）私市駅 9：30 集合）
をして、準備を進めていく等を確認しました。

・講演「明日からあなたも」

その都度案内

◆教育実習３回程度
※みどりネットの活動を体験
(１日コースあり・弁当・飲み物要)
・社会見学・ウォークラリー
・自然観察会・保全活動見学等

エネルギー部会

各部会からの報告

●エコドライブ体験会開催

エコ生活部会

燃料消費量や CO2 を減らし、地球温暖化防止につ

●9 月 28 日(月)

ながるような自動車運転を、一般に「エコドライブ」

ひのでやエコライフ研究所代表の鈴木靖文氏を講

と呼びます。

師に、「やる気の出るエネルギーダイエット～環境家

「エコドライブ」は交通事故削減にもつながります。

計簿をつけよう」の講座を開催しました。

そこで、エネルギー部会では、本年秋の交通安全週

地球温暖化について、

間に合わせて、交野市役所別館１階 “みんカフェ”

①今のままの生活を続けると平均気温は 3～5℃上

にて、9 月 28 日（月）
、9 月 29 日（火）の午前 10

昇すること、

時～午後４時まで、エコドライブシミュレータによる

②みんなが対策を立てて 2℃位にまで下げないと、
いろいろと大変になること

偶然ですが、参加者は当初予定定員 30 名と同じで、

などをわかりやすく話されました。

トータル 30 名でした。

私達がすぐに取り組める実践例を、クイズを交え、
たくさん教えていただきました。
録することで自分がどれだけ電気やガスのエネルギ
ーを使っているかを知ることができ、そういう家庭の
省エネのひとつひとつが、温暖化防止にきちんと効果
があることも話されました。
参加者からは、昨年より減らすよう努力しますとの
感想も出ました。
（K）

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）
第 2 期「かたの未来の里づくり講座」
（全 8 回）が
本年 4 月から当初の計画どおり開講していますが、そ
れも残り１回（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。
8 月は猛暑を避けるため休みましたが、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）活動を行います。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）
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写真は、PC の画面を見ながらエコドライブを体験
しているひとコマです。

また、環境家計簿は、ダイエットと同じように、記

●

『エコドライブ体験会』を実施しました。

（HI）

【会議日程】
【イベントカレンダー】
●11 月 29 日（日）

11 月 18 日（水）10:00 エコ生活部会定例会議

・
「里山大好きウォークラリー」

・場所：交野市役所別館１階

みんカフェ

【受付場所】
①私市駅

9:30～ 20 分間

②ほしだ園地駐車場

10:00～

11 月 19 日（木） 14:30 エネルギー部会定例会
20 分間

【コース】ほしだ園地（終点：山びこ広場）

議
・場所：交野市役所別館 2 階 みどりネット控え室

【参加費】無料
【対象】

12 月 3 日（木） 13:30 自然環境部会定例会議

♡ウォーキングを楽しめる個人・グループ・

・場所：交野市役所別館 2 階 みどりネット控え室

家族（子どものみの参加は小学 5 年以上、
低学年・幼児は保護者同伴）

12 月 7 日（月）

【申し込み】当日受付場所にて

・場所：交野市役所別館 2 階 みどりネット控え室

13:30 運営委員会

【持ち物】弁当・飲み物・敷物など
※当日朝７時、大阪府の降水確率 50％以上

2016 年 1 月 5 日（火）16:00 くらいから（※運営

で中止

員会終了後）

広報担当者会定例会議

場所：未定
●12 月 12 日（土）10:00～12:00
・「めざせ！かたのエコ達人入門講座」

※予定が変更になる場合がありますので、参加の前に

第３回“つかもう！

は必ずご確認ください。

－

冬の省エネのコツ

楽しく得するエコライフ“

【受付場所】
交野市役所別館３Ｆ

中会議室

9:50～

広報担当者会より

【講座内容】
①講座「つかもう！冬の省エネのコツ
―楽しく得するエコライフ」
②交流：実践事例について

★2016 年 1 月 30 日（土）

【講師】鈴木

「広報セミナー」開催予定！

靖氏（ひのでやエコライフ）

●2016 年 1 月 30 日（土）13:30～
・「広報セミナー」
情報発信はどうあるべきか？

・話とワークを織り交ぜて、わかりやすく「広報」の
役割などを考えていきたいと思っています。

広報の役割と効果について。
【講師】 環境市民事務局、有川真理子さん
【編集後記】「めざせ！かたのエコ達人入門講座」1 回目。交
野に住みながら、知らなかったことがたくさんありました。こ
どもたちにもぜひ、伝えていきたいです。
（*^_^*）
（秋山）
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