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お知らせ
◎運営委員会内で、話し合って確認したこと

◆平成 28 年度「交野市環境基本計画推進会議」
総会 ＆

懇親会

開催

★「環境フェスタ in 交野 2016」
（3/13 開催）への
出展について ⇒
・交野みどりネットの活動紹介のブース展示とする

●日時：5 月 29 日（日）13:30～15:30 予定
●場所：市役所別館 3 階 中会議室

★“交野みどりネット”の年間活動計画について ⇒
①第 2 期エコ達人講座（名称未定）、

【内容】
① 一部 ：総会
② 二部 ：懇親会（交流）

②ウォークラリー
③「環境フェスタ」出展を全体のとりくみとする

●持ち物：マイカップ
※当日は、会員更新手続きを受け付けます。

★平成 28 年度総会の日程と
総会に向けての準備について ⇒

会員更新申込書にご記入の上、会費とともに
当日ご持参ください。
（なお、申込書は郵送・持参・ＦＡＸ・メール・ウェブ
からでも提出できます。
）

・5 月 29 日（日）午後 市役所別館 3 階中会議室
・3 月 31 日（木）締めで、活動報告と会計報告資
料を作成する
★年度末監査について ⇒

たくさんの方々の参加

・4 月 25 日（月） 午後 1 時半 臨時運営委員会

をお待ちしています！

午後 2 時半 年度末監査
★総会までのスケジュールと書類について ⇒
・4 月 26 日～5 月 6 日

運営委員会からの報告

議案書作成

・5 月 13 日 議案書送付

●第 39 回運営委員会
2016 年 1 月 5 日（火）13:30～16:00
●第 40 回運営委員会

★各部会の活動計画については報告のみとせず、
運営委員会で協議することとする

2 月 1 日（月）13:30～16:00
●第 41 回運営委員会
3 月 7 日（月）10:00～12:30
※市役所別館 1 階 みんカフェにて
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★会員会計とその運用について、来年度は部会活動費
として一部を会員数に応じて運用することとし、総会
で報告する。

（記：玉井）

めざせ！かたのエコ達人講座
◆第 3 回「広報セミナー」
情報発信はどうあるべきか？
～広報の役割と効果～

◆「めざせ！かたのエコ達人入門講座」を終えて

※1 月 30 日（土）実施

環境問題に関心を持ちつつも、一歩が踏み出せない
でいる方々を対象に、

講師：認定 NPO 法人 環境市民

①誰もが気軽に参加できる、

理事・チーフコーディネーター 有川真理子さん

②講座内容・時間設定を考えて、

「広報」とは何かという、基本的な定義から始まり、

入門講座として開設した、
「かたのエコ達人入門講座」

①各メディアの特徴、②広報のプランづくり、③その

が、好評のうちに全６回を終えることができました。

効果と役割、④「チラシづくり」のコツ、⑤「プレス

どの講座も「受講して良かった」と。
（*^_^*）

リリース」のコツ、と、とても盛りだくさんな内容で、
楽しく、わかりやすく、あっという間の 3 時間でした。

とは言うものの、今後「交野みどりネット」に加入
して、私たちと一緒に活動を開始したいという方は最

特に、単なる発信手段としてとらえがちで、ともす
ればそのテクニックにばかり関心がいきがちな「広報」
の本質が、「組織と組織をとりまく人々との間に“信

終的にお一人でした。
“担い手養成講座”というねらいから見ると、『大
成功！』と喜んではいられない結果です。

頼関係”を築いていくための考え方と行動のあり方」
だと学んだときは、目からウロコでした。
これからの“みどりネット”の広報活動の在り方を
示唆していただいたセミナーでした。

「何が足りなかったのか・・」考えどころです。
「次の講座はないのですか？」という質問が出るほ
ど、講座を楽しんでもらっていたのに・・。

（記：ＭＡ）
講座に参加するだけ、という受け身的な形は良くて
も、自分が主体的に活動する立場になるには、もう少
しエネルギーの後押しが必要なようです。
講座終了後の活動への助走になればと、みどりネッ
ト主催のイベントなどへの参加も計画しましたが、勧
め方が徹底できていなかったのも反省点です。
でも、先ずは講座に参加し、
「私が変われば社会が変わる！」という、環境を意識
した生活に取り組まれることを喜ぶべきなのでしょ
う。
まだまだいくつか課題はありますが、手ごたえは実
感しています。
・・・

来期も、もっと充実したかたちで続けていきたいも
のです。
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（記：Ｏ）

講座のカリキュラムを考えることは、
「自然環境保全の

各部会からの報告

意味を深く考えること」に繋がり、活動を上滑りなもの
ではなく、
「自然環境保全」にとって、本当に必要な活動

自然環境部会

というものを考えることに繋がると思うのです。

●第３期かたの未来の里づくり講座を迎えて
４月１０日（日）、第３期「かたの未来の里づくり講座」
の第１回を迎えました。

このような理由から、講座を開始した当初から、第４
期以降は自主運営としたいと考えていました。

本講座は 2012 年度に「交野みどりネット」が発足し、

実は、第 3 期の講座で、ある事情により、開講直前に

実質的に４部会の活動が始まった 2013 年度に、公益社

各回の講座内容の入れ替えが必要となりましたが、これ

団法人大阪自然環境保全協会の指導の下に企画を進め、

を「災いを転じて福となす」と考える、すなわち来年度

翌 2014 年度に第 1 期講座を開催し、今年度で第 3 期

からの自主運営の「訓練の場」ができたと捉えたいと、

を迎えることになりました。

考えています。

・講座の目的は自然環境部会の活動を共に進めてゆく

（記：Ｉ）

仲間を増やすというところにあり、運営上の問題はいく
つもありましたが、2 年間の講座は満点とは言えないま
でも、まずまずの実績を上げることができたと、部会員
一同自負しています。
１，２期合計で約 40 名、今年度 25 名の受講生を迎
えることができたことは、この講座の役割の一つ、
“自然
環境保護に関する啓蒙”の部分が実現できたということ
だと思います。とはいうものの、講座の実施は、あくま
で目的ではなく『手段』に過ぎないことは当然です。

エネルギー部会
●第 2 期 太陽光発電体験会（応用編）のお知らせ
★日時：5 月 14 日（土）13 時 30 分～16 時
★場所：交野市役所別館三階 中会議室
★内容：基礎編で学んだことをもとに、参加者の要
望にあったミニ太陽光発電システムを組み立て
ます。その後、ベランダにそのシステムを出して
試運転を行います。

【当日の内容と注意事項】
（１）工具を使って発電所を組み立てる。
（２）動きやすい服装で参加すること。
（※第３期かたの未来の里づくり講座
名古屋大学大学院

教授

第１回

夏原先生の講義風景）

お茶やおやつをもってくると良いかも。

（３）バッテリなどが少し重いです。
持ち帰る方はその準備をお願いします。

このように、受講生が実際の活動に参加する“橋渡し”
になることが最大の目的と言えますが、そのほかに講座
を運営することで得られるものがあると思っています。
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（記：HI）

エコ生活部会
エコ生活部会では 28 年度、

【イベントカレンダー】

●「やる気の出るエネルギーダイエット
～みどりのカーテン大作戦～」に取り組みます。

かたの未来の里づくり講座

去年も「夏と冬の省エネ」のコツなどを聞いたりして

◆5/15（日） 第２回講座

エネルギーダイエットに取り組みました。

・安全教育（野外活動での安全の確保）

今年は、地球環境、なかでも私達の生活にも影響する

※講義と実作業、講生の自己紹介

『地球温暖化』を防止し、その上お得にもなる“ゴーヤ”
を育て、
“みどりのカーテン”を作ろうという取り組みで

◆5/29（日）第３回講座

す。

・森・里山の自然と生物多様性

市民の皆さんに、一人でも多くの人に、
『緑のカーテン』

①その管理と仕組み（講義）

を育てていただき、環境家計簿を付け、省エネならびに

②植生調査の方法（講義）

電気代などの『節約』効果を実感してもらいたいのです

③植生調査（実習）

6 月 1 日に、ゴーヤのカーテン養成スペシャリストの

【環境保全実習活動】

“福知山環境会議”土田真奈見さんを招いて、市役所別

5/7（土）

松寳寺竹林

館で、講義と育て方の実際を紹介する講座を、開催予定

5/18（水）

星田ふれあいの森

です。（※詳しい内容と申し込み方法は、広報かたの 5

5/22（日）

星田ふれあいの森

月号をご覧ください）
ゴーヤはカーテンの役目だけでなく実も収穫できます。
エコ生活部会では 9 月にゴーヤの大きさ・電気使用量の
昨年比の削減率などのコンテストや、カーテン自慢の写
真展示も考えています。
会員の皆さんもふるって参加下さい。
（記：Ａ）

【会議日程】
5 月 ５日（木） 13:30～ 自然環境部会定例会議
・場所：交野市役所別館 1 階 みんカフェ
5 月 9 日（月） 10:00～ 運営委員会
・場所：交野市役所別館 1 階 みんカフェ
５月１０日（火）13:00～

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
※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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