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運営委員会からの報告

里山大好きウォークラリー2015

●第 37 回運営委員会を開催しました。
11 月 2 日(月) 13:30～16:00

前回、思いもよらぬ参加者の急増に気を良くしての、

※市役所別館 みんカフェにて

交野みどりネット全体で取り組む 2 回目のウォーク

1. 第 3 回「交野の里山・大好きウォークラリ－」

ラリー。さて結果は？

（11 月 29 日開催）について

参加者数だけでいうと、ざんねーん！！ 三分の二
くらいに。これは、下見の際、「ピトンの小屋」管理

・10 月 27 日の下見結果をもとに、準備、その他役
割分担等を確認しました。

人さんから、岩船街道の恐ろしい渋滞の情報を得て、
広報活動にブレーキがかかったためかと。
実際には出足は悪く、受付担当の方で、予定時間を
倍以上延ばして奮闘してくれたにもかかわらず・・・。

2. 「みんカフェ交流フェスタ」について
・12 月 13 日「みんカフェ交流フェスタ」の団体 PR
コーナーに資料展示することとしました。

ただ、参加者の反応は、すこぶる良く、「こんなす
ばらしい企画に感謝！！」と絶賛！

3. 中間監査(11 月 2 日実施）の結果報告があり、後

山びこ広場ま

日議事録を作成することとしました。

での長い距離も、
ポイントごとの

4.その他

クイズや工作、ゲ

1）
「環境フェスタ」(2016 年 3 月 13 日開催予定）

ームを楽しみな

について

がら、あっという

・広報活動・出展団体とのつながりの場として活かす

間だったとのこ

こととして、ブース展示でエントリーすることを確認し

と。

ました。

今回の収穫は、準備をみんなでやれたことや行政の

2）
「めざせかたのエコ達人入門講座」について

応援で、重い荷物を運ばなくてよくなり、現場の労力

・第 1 回のふり返りと第 2 回講座の確認をしました。

が軽減した事など、みんなで取り組んでいるという手

3）各部会から活動報告がされました。

応えを感じられたことです。
この「里山大好きウォークラリー」がこれからも、
もっとビッグなイベントに成長するといいですね～
（*^_^*） 夢が広がります。
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（記：Ｏ）

●第 38 回運営委員会を開催しました。

めざせ！かたのエコ達人講座

12 月 7 日（月）13:30～16:00
※市役所別館２階 みどりネット控え室
◆第 2 回めざせ！かたのエコ達人入門講座
1. 第 3 回交野の里山・大好きウォークラリ－

「環境の変化に気づく」道端の植物観察会

（11 月 29 日開催）について結果報告を確認し、ふ

※11 月１４日(土)実施、講師：交野自然の杜クラブ

り返りをしました。あわせて次年度もみどりネット全

天気予報は雨。参加者数が危ぶまれましたが、講座

体のとりくみとして実施することを確認しました。

生 16 名の出席で、まずまず・・ほっと一安心。
①はじめに屋内で、ミニ講座を実施。道端に生きる

2. ハグミュージアム見学＆エコクッキングについて
2016 年 2 月 25 日(木）に「大阪ガスハグミュー
ジアム」の見学＆エコクッキングを実施することにつ
いての提案があり、エコ達人入門講座の実習として、
また市民にも、広く参加を呼びかけることを提案しま
した。

草木の一つ、「カタバミ」の仲間の生きる知恵のした
たかさと、最近よく見かける帰化植物について学びあ
いました。
②その後、2 つの班に分かれて、『道端の観察会』
スタート！
市役所別館を出て、私部城址の前を通り、横断歩道
を渡って免除川沿いの木や草を観察。

3. エコ達人入門講座について

心配された雨も、しばしの間、応援してくれている

第 2 回(11 月 14 日実施）の結果報告と、第 3 回
(12 月 12 日実施予定）
、第 4 回の(1 月 9 日実施予
定）の内容を確認しました。

のか雨粒は落ちず、傘も使わずじまいでした。
★出席者は、「イチョウや桜の紅葉に、秋の深まり
を感じ」たり、「これまで雑草としか思っていなかっ
た草の一つ一つに名前がある事を知り、かわいく思え

4. その他

ました」という感想を語ってくれました。

1）各部会から活動報告がされました。

また、思ったより、外来種が増えてきているのに驚

2）運営委員会事務局としての役割を当面、今谷、

かれた方も。街中の植物観察も十分満足でき、
“歩き”

浅田、宮根（環境衛生課）さんが担当することを確認

の苦手な方でも参加できたのが最大のメリットでし

しました。

た。

（記：Ｏ）

3）環境フェスタ出展について、出展内容を各部会

でまとめることとしました。

◆第 3 回めざせ！かたのエコ達人入門講座

4）次年度に、
「めざせ！かたのエコ達人連続講座」
を第 2 期としてとりくむことを確認しました。（内
容・時期等については今後検討）

（記：玉井）

「つかもう！冬の省エネのコツ
― 楽しく得するエコライフ」
※12 月 12 日(土)実施、
講師：ひのでやエコライフ研究所代表鈴木靖文氏
地球温暖化の現状をわかりやすく説明していただ
きました。私達の普段の生活で取り組める具体的な工
夫を教えていただき、実践することが温暖化防止につ

★1 月 30 日（土）
「広報セミナー」開催！！
たくさんの方の参加をお待ちして
います！！
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ながることを学びました。
★参加者からは、
「
『断熱シートなどの利用』、
『シャ
ワーの使い方の見直し』などに早速、取り組みます！」
との感想がありました。

講座のあとは、鈴木先生を囲んで短時間でしたが交
流会を行いました。

（記：Ｋ）

各部会からの報告
自然環境部会
●里山大好き観察会
交野の自然の良さを広く知ってもらうために、10 月
25 日（日）10:00～15:00、秋の『くろんど園地』の
植物観察会を開催しました。
今回の観察会は、新聞に掲載されたこともあり、予想
外に 51 名もの参加者がありました。そのため、急遽、
自然の杜クラブに 2 名の講師を依頼し、3 班に分けて観
ガラス窓に貼ると断熱効果がアップ

察会を行いました。参加者のほとんどの方から、
「楽しく

し、冬の省エネになるプチプチシート

過ごすことができた」「ゆっくり説明が聞けてよかった」

(講師おすすめのシートの一つ)

「ゆっくりした歩調がよかった」というような声が聞け
ました。
（*^_^*）
当日は、天候にも恵まれ、心地良い疲労を覚えながら、
ほぼ予定どおり、午後 3 時に、無事、解散場所の天田神
社境内に戻ってきました。
写真は、
「睡蓮池休憩ポイント付近」の一コマです。
（記：HI）

講座予定表

⑤２月１３日(土)

「未来のくらしとエネルギー」
講師－当麻 潔さん

⑥３月

５日(土)

その都度案内

・講演「明日からあなたも」
講師－下村 委津子さん

●第 2 期「かたの未来の里づくり講座」
第８回講座（最終）
11 月 22 日（日）10:00～16:00、
第 2 期「かたの未来の里づくり講座」の最終会を行い
ました。午前中は、
『ふれあいの森』で木や竹を伐採する

・修了式

ためのキーポイントを、講師の指導のもとで実習しまし

◆教育実習

た。午後は、ゆうゆうセンター２Ｆ体験学習室で、今ま

※みどりネットの活動を体験

での講座のまとめを行いながら、当日参加された講座生

(１日コースあり・弁当・飲み物要)

の方々と、活動したい分野の要望や想いを話し合いまし

・「大阪ガスハグミュージアム」の

た。今回学ばれたことをベースにした、第 2 期講座生の

見学＆エコクッキング（2/25）

方々の、
“交野みどりネット”でのこれからの活躍が期待

・自然観察会・保全活動見学等

されます。終わりに、講師の先生（田淵講師）から次の
ようなアドバイスをいただきました。
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（１）多くの皆さんが参加することは喜ばし
いことだ。
（２）しかし自然環境保全、生物多様性を守
っていくことを忘れてはいけない。
（３）ボランティア活動はその参加を厳しく

【イベントカレンダー】
●1 月 30 日（土）13:30～16:30
・「広報セミナー」
【場所】ゆうゆうセンター３Ｆ研修室

問わないこと。

【講座内容】
講座終了後、修了式及び懇親会を行い、皆さんとの親

「情報発信はどうあるべきか？
～広報の役割と効果について～」

交を深めました。
写真は当日の修了式で、講座生に受講証をお渡しする
一コマです。

（記：HI）

【講師】有川真理子さん（環境市民理事）
【申し込み】みどりネット事務局まで

●2 月 7 日（日）9:00～14:30
・第３回「里山・大好き観鳥会」
【場所】ＪＲ河内磐船駅集合
【コース】河内磐船駅～天田宮～傍示の里キャ
ンプ場～倉治公園（白旗池で昼食）
【参加費】無料

※雨天中止

【講師】田上信博さん（交野野鳥の会）
【申し込み】当日集合場所にて
【持ち物】弁当・飲み物・双眼鏡（ある人）な
ど。服装は歩きやすい服装・靴で。

【会議日程】
1 月 21 日（木） 13:00 エネルギー部会定例会議
・場所：交野市役所別館 2 階 みどりネット控え室
14:00～ ねやがわ市民発電所見学
1 月 27 日（水）18:30 広報担当者会定例会議
・場所：ゆうゆうセンター３Ｆ 学びの部屋

●2 月 13 日（土）10:00～12:00
「めざせ！かたのエコ達人入門講座」
・第 5 回“「未来のくらしとエネルギー」
【受付場所】ゆうゆうセンター

9:50～

【講座内容】

2 月 1 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
2 月 4 日（木） 13:30 自然環境部会定例会議

・環境のことを考えた未来のくらしとエネルギ
ーについて学ぶ
【講師】当麻 潔さん（大阪ガス㈱）

・場所：交野市役所別館 2 階 みどりネット控え室
2 月 16 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

●2 月 25 日（木）8:40～14:30
「hu＋g ミュージアム見学＆エコ・クッキング」

【参加費】500 円
※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。
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【申し込み】みどりネット事務局まで

