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 昨年 10 月以降、交野みどりネットは各部会の活動に

加え、“環境のまち「かたの」交野市環境基本計画推進会

議 環境講座”―入門編―（全 6 回）、“小学校環境教育

授業”（旭小、岩船小）、“里山大好きウォークラリー2016”

と幅広い活動をすすめてきました。 

（3 月に環境フェスタ in 交野 2017 にも出展予定） 

 部会を超えて全体で取り組むことで、交野みどりネッ

トの輪がさらに広がりました。皆さまのご協力、本当に

ありがとうございました。 

 さて今年度は、交野市環境基本計画策定から 5 年にな

り、その見直しという大きな課題のある、重要な年とな

ります。 

 見直しに向けて、行政とともにしっかり話しあいをす

すめて行きたいと思います。 

 改めて、本年も交野みどりネットに、さらなる皆様の

ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

                代表 玉井八恵子 

 

 

 

 

各運営委員会について 

○第 51 回運営委員会 

 2017 年 1 月 11 日（水）13:30～16:00  

 ・交野市環境基本計画 見直しについて 

 ・環境フェスタ 2017 出展について 

 ・環境講座について 

○第 50 回運営委員会 

 2016 年 12 月 5 日（月）13:30～16:00  

○第 49 回運営委員会 

2016 年 11 月 7 日（月）13:30～16:00  

○第 48 回運営委員会 

 2016 年 10 月 3 日（月）13:30～16:00  

※市役所別館 1 階 みんカフェにて 

               （記：玉井） 

 

        

 

 

 ・第 1 回  

 「もっと知りたい、かたの！交野サイズの環境学」 

          2016/10/13（木）市役所別館３Ｆ 

 第1回講座は開講式に続き、講師の大湾喜久男さんに、

交野市のこと・地球温暖化・パリ協定・交野の災害・交

野の自然（見どころや課題）と、多岐にわたってお話し

をしていただきました。 

 まずは、「交野ってどんなところ？ 場所は？広さは？」

新年のご挨拶 
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という、知っていそうで実はあまり知られていない豆知

識から始まり、地球温暖化対策の新しい国際ルール「パ

リ協定」が 11 月 4 日に発効するなど、地球規模のお話

しまで。 

 そして平成 25 年に交野市で、2 時間に約３００ｍｍ

の雨が降り、森地区で甚大な被害が出たことや、交野の

見どころ“交野三山（旗振山・交野山・竜王山）”の高さ、

身近に潜む危険な生きものなど、最後はまた身近なお話

しで締めくくられました。 

・「お話を聞いて、交野がもっと好きになりました」 

・「地球温暖化のことは気になります。自分にできること 

は何か考えてみたいです」 

・「これからが楽しみです。また参加したいと思える講座

でした」 

・「住宅ばかりが増えて自然が減ってきているので、もう

少し自然が残ってくれればいいなと思います。」 

・「地球温暖化など、数値で教えていただいてとても勉強

になりました。」 

などの絶賛の声が受講生から寄せられました。（記：O） 

 

 

 

 

 

 

・第 2 回  

 「道端の草は先生」 

           2016/11/10（木）市役所別館３Ｆ 

 第 2 回講座は、“道端の観察会”です。屋外の観察に

出かける前に、あっぱれともいうべき野草のしたたかな

生きざまや、温暖化による身近な植物の変化に気づいて

もらうために、「道端の草は先生」というテーマのミニ講

座を用意しました。 

 観察会は、天気に恵まれ温かく、そのせいか思いの外、

沢山の花を見ることができました。途中の畑では落下生

が地中で実をつけるのに驚き、またノブドウの紫から青

への美しい色のグラデーションには思わずため息が。 

 エノキの実をかじり（少し時期が過ぎていた）、彼岸花

の葉っぱを見て、帰化植物のヒメツルソバ、その隣に同

じ仲間の在来種のミゾソバの金平糖のような花。 

 なんと、おまけにカワセミまで見ることができた方も

いて、会場周辺とは思えないような観察ができました。 

 おかげで時間が足りなくなり、ショートカットも余儀

なくされました。 

 受講生からは、 

・「植物の智慧、生命力をあらためて学びました。」 

・「オオバコの種にはびっくりしました。ラッカセイも、

地中に子房がのびるなんて 知らなかった。」 

・「いつも通る道で新しい発見、観察ができ、また、あち

こち注意しながら楽しみたいと思います」 

など、感想をもらいました。 

 普段何気なく歩いている道端の草に、こんなにも生き

る智慧が溢れているのを参加者の方々に発見してもらい、

主催側にとっても感謝です。       （記：O） 

 

 

 

  

 

 

 

 

・第 3 回  

 「グリーンコンシューマーって 

            ―エコナな買い物は地球を救う」 

         2016/12/8（木）市役所別館３Ｆ 

  NPO 法人“グリーンコンシューマー大阪ネットワー

ク”代表の山口百合子さんを講師に招き、「グリーンコン

シューマーとは」「エコな買い物とは」について学びまし

た。 

 “グリーンコンシューマー（環境を大切にした消費者）”

の 10 の定義の話を聞いた参加者からは、 

・「ごみを出すときの意識が変わった」 

・「買い物をする際も買いだめなど無駄な買い物をしない」 

・「なるべく交野産のものを買う努力をしたい」 

などの感想がありました。 

“グリーンコンシューマー”の 10 の定義全部を当ては

めての買い物は難しいですが、かといって何もしないの

ではなく、ひとつでもコツコツと実践していくという積

み重ねが、社会を変えていく『力』になるそうです。 
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 10 の定義のうち、ひとつでもトライしてみようと思

うエコライフを目指す人が、もっと増えてほしいと、講

義を通して実感しました。 

 そのためにも、これからも情報発信など、しっかりと

取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （記：Ⅰ） 

 

 

次回は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校「自然環境教育」授業 

 昨年２月に、「交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

（市長戦略）で、秘書・政策企画課と環境衛生課が担当

することになった里山保全事業のうち、「子どもたちに環

境に対する意識の醸成を図る」授業を依頼された。 

 １日目は「①里山の保全と竹の生態についてのお話、

②竹の伐採」。２日目は「竹細工」でという要請に従って、

旭小学校４年生（11/2 と 11/11）と、岩船小学校５

年生（11/17 と 11/24）に実施した。 

 

 ◆１日目 

 スライドを使ってのお話では、子どもと対話しながら

「竹を伐ると、どうして自然が守られるのか」 

「森ではどんな危険に気をつければよいのか」 

を理解してもらった。子どもたちは話をよく聞いてくれ

て、質問や意見はとても適切だった。 

 竹の伐採では、安全を第一に考えた手順だったので、

時間内におさまりきれないグループもあったが、子ども

たちはどの子も充実した様子だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 5 回  

2/9（木）9:30～   ゆうゆうセンター２Ｆ体験学習室 

「日本のエネルギーと環境」 

「もっと知ろう！電気の基本と 

日本のエネルギー事情及び環境」をテーマに、 

・電気の特徴 ・電気の道 ・発電のしくみ  

・エネルギー情勢・エネルギー資源  

・地球環境問題 ・自然エネルギーなどについて 

関西電力（㈱）から講師をお招きし、わかりやす

く解説をしていきます。 

 

  「グリーンコンシューマー」 

     ―買い物の 10 の定義―  

１、必要なものを必要なだけ買う 

２、使い捨て商品ではなく、長く使えるものを選ぶ 

３、容器や包装はないものを優先し、次に最小限の 

 もの、容器は再使用できるものを選ぶ 

４、作るとき、買うとき、捨てるときに、資源とエ 

 ネルギー消費の少ないものを選ぶ 

５、科学物質による環境汚染と健康への影響の少な 

 いものを選ぶ 

６、自然と生物多様性をそこなわないものを選ぶ 

７、近くで生産・製造されたものを選ぶ 

８、作る人に公正な分配が保証されるものを選ぶ 

９、リサイクルされたもの、リサイクルシステムの 

 あるものを選ぶ 

10、環境問題に熱心に取り組み、情報公開してい 

 るメーカーや店を選ぶ 
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 ◆２日目 

 「放置竹林と生活の変化」の話の後、竹細工「花生け」

つくりを行った。電動ドリルとナタはスタッフが使用し

て、ノコ・小刀・やすり・ボンドなどの作業は子どもた

ちがして、１クラスあたり 2 時限で作り上げた。子ども

たちの満足そうな顔を見ることができてスタッフも満足。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回の事業を実施するにあたり、道具の提供および竹

の伐採において、「交野里山ゆうゆう会」の多大な協力を

頂いた。教育委員会からは引率の手伝い。交野みどりネ

ットの自然環境部会以外の部会からも、全行程の安全と

工作のお手伝いをいただいた。それぞれの担当課は、学

校との調整、材料・道具調達など授業準備から運搬・片

付けまで自然環境部会の意向に沿って動いていただいた。 

                  （記：Ⅰ） 

 

 

 「今年の紅葉は久しぶりにきれいねー」という声が多

く聞かれ、参加者の増加が期待されました。そして実際、

受付の熱心な勧誘（？）も相まって、昨年の 2 倍ほどの

人数の参加がありました。天気に恵まれたのが、何より

有り難かったです。 

 参加者からは、 

・「企画がよかった」（最高！） 

・「スタッフの対応が親切」 

・「楽しみながら勉強できた」 

・「子ども達とポイントを探しながら楽しく回れた」と、

多くの感想が寄せられました。 

会場についても 

・「ブランコ（吊り橋）が良かった」 

・「美しい空間に満足」と大好評。 

 今年度は、準備段階から、交野みどりネット全体で取

り組んでいく手ごたえを感じていました。回を重ねる度

に、前年度の反省が企画に反映されて、取り組みがスム

ーズにいくようになったと思います。また、役所の関わ

り方も“応援”というより、“一緒に成功させよう”とい

う意気込みが感じられ、一体感が持てたのが嬉しかった

です。 

 細かいところではいろいろとミスもあり、改良の余地

は大有りですが、全体としては、参加者に楽しんでもら

い、交野の自然の良さを感じてもらえたのではないかと

思います。この環境を大切に守っていきたいという気持

ちを喚起することに、繋げることができたのではないか

という達成感を、スタッフ皆で共有できたのは、更に嬉

しかったです。 

 ところで、「ほしだ園地なんていつでも行ける」という

気持ちがあるのか、交野市民の参加率が低いことが、悩

みの種です。今後の課題として、楽しみは「紅葉だけで

はないよ」と、イベントの内容についても交野市民への

周知に努め、参加者を増やしていくよう、取り組みを考

えていきたいと思います。 

 また、今回は初めてスタッフの募集（助っ人さん）を

試みました。結果としては、1 名だけの応募でしたが、

貴重なお一人でした。説明会を設けたことで、スタッフ

のイベントへの理解と、各自の役割が明確になり、当日

へ臨む姿勢が変わったのも良かったと思いました。 

                   （記：O） 
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 広報セミナー報告  

◆小学生の「ＥＣＯ☆環境かべ新聞」づくり  

              ワークショップ    

                     2016/11/23～2016/12/11  

             市役所別館みんカフェ及び各活動地 

 

 

 

 

 ①身近な自然や環境、及び、それらを守るために活動

している団体やその活動を子どもたちに知ってもらい、

興味を持ってもらう。 

 ②保護者を含め、子どもたちにも（そして協力団体に

も）「交野みどりネット」のことを知ってもらう。 

 この二つの目的で、今年の広報セミナーは、小学生の

親子を対象とした「ECO☆環境かべ新聞」づくり ワー

クショップを実施しました。交野の自然を大好きになっ

て、大切に思う子どもたちがたくさん増えてくれれば、

という思いでの開催です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者は、のべおとな 36 名（関係者＆スタッフ 20

名）、子ども 34 名でした。 

 環境衛生課の働きかけのおかげで、小学校でチラシが

配布できたのも有り難かったです 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※制作した「かべ新聞」は、環境フェスタの“交野みどりネット” 

  ブースに展示する予定です。皆さま、ぜひ見にきてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・毎回、ワークショップに参加するのを楽しみにしてい

ました。将来の役にもたつと思うので、また実施してい

ただけると有り難いです。 

・いろいろな活動をされていることがわかりました。 

・すごくいい取り組みだと思いますが、もっと子どもが

集まればと思います。 

などの感想がありました。 

 協力団体からも、このような子どもたちを対象にした

取り組みを、これからも実施して欲しいという感想をい

ただきました。今回築けた他団体とのつながりをも含め、

今後どういう形で活かしていくか、考えて行きたいと思

います。                （記：A） 

 

 

 

【協力団体】 

交野里山ゆうゆう会、近畿大阪銀行、田中ぶどう園、 

きさいち植物園ファンクラブ、saku らーにんぐ 

 

◆第 1 回（11/23） 

・協力団体が、それぞれの活動をプレゼンテーション 

◆第 2 回 ※それぞれの団体の活動体験 

 ・12/3 「森の教室 」【巣箱観察と植物園の鳥たち】 

         “きさいち植物園ファンクラブ”  

・12/7 【取材】環境に関する取組の紹介など 

           “近畿大阪銀行交野支店” 

・12/17 竹伐採体験＆焼き芋 

           “交野里山ゆうゆう会” 

◆第 3 回（12/11） 

・「ECO☆環境かべ新聞」制作（子どもたち） 

・「交野で環境教育って、どんなことができるのだろ

う？どんなものが教材になるのだろう？」～おとなに

なっても住みたい町～について交流（おとな） 

 

 

 

 



6 

 

 

 

【会議日程】 

運営委員会 

2 月 6 日（月） 1３:３0～  

・場所：交野市役所別館 1 階 みんカフェ 

 

自然環境部会 

1 月 25 日（水） 13:30～ 総合企画会議 

・場所：交野市役所別館 2 階  

2 月 2 日（木）  13:30～  定例部会 

・場所：交野市役所別館 1 階 みんカフェ 

 

エコ生活部会 

1 月 30 日（月）13:00～    定例会議 

・場所：交野市役所別館 2 階  

 

エネルギー部会 

1 月 27 日（金）13:00～    定例会議 

2 月 17 日（金）13:00～    定例会議 

・場所・交野市役所別館 2 階 

 

広報担当者会 

2 月 10 日（金）18:30～  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。 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                         

【イベントカレンダー】 

里山大好き観鳥会 

◆2 月 5 日（日） 

  ※9:00～14:30 ごろ 

参加費：無料 

【内容】 

9:00 

河内磐船駅出発～天田宮～ 

傍示の里キャンプ場～ 

いきものふれあいセンター（昼食）～ 

14:30 ごろ 倉治公園（解散）                 

 

エコドライブと安全運転セミナー 

◆3 月 12 日（日） 

  ※10:00～12:00 

場所：環境フェスタ in 交野 2017 

 （星の里いわふね）交野みどりネットブース 

参加費：無料 

【内容】 

・エコドライブインストラクターから、エコドラ 

イブと安全運転のコツを解説。その後、エコドラ 

イブシミュレータで、エコドライブを模擬体験す 

る。結果はプリントし、実際の運転に反映してい 

ただく。 

  

太陽光で動く人形とバッテリー 

「自然環境教育」授業 


