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交野市環境基本計画推進会議 
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《各部会より》 

自然環境部会 

●里山大好きササユリ観察会 

交野の豊かな自然を保全する大切さを知ってもらお

うと、ササユリや初夏の植物を観察会を催しました。 

開催日時 ６月６日(火)・コース…私市駅前～すいれん

池～キャンプ場～傍示の里～河内森駅付近。 

参加者総数：69 名 （一般参加者 54 名 スタッフ：

11 名  講師：4名）。晴天に恵まれ、予想以上の参加

があり資料が不足する事態となりました。参加者の感

想より、観察会を通じて「交野の里山」の良さを実感

してもらえました。 

 

●第５期「かたの未来の里づくり」講座 

講座生追加募集しています。応募、知り合いの方の紹

介等よろしくお願いします。 

第４回 植生調査 ６月 11 日（日）星田ふれあい

の森、指導 大阪自然環境保全協会 田淵氏 

「調査の意義」と「調査方法」についての講義と星田

ふれあいの森にコドラード（１０ｍ×１０ｍ）設営と

２ｍごとロープを張り、午後から各ブロックの植生を

調査。暗い竹林の中にもいろんな植物がみられ整備の 

 

 

変化が楽しみな内容でした。 

第 5 回植生調査のまとめ 

７月９日（日）     

ゆうゆうセンター 指導 

大阪自然環境保全協会 

田淵氏 岡氏 

植生調査結果のコドラー

ト図へのプロットおよびデーターのエクセル表への

打ち込みと解説。 

午後、コドラート法を使った「万博公園の森作り」事

例の紹介。 

●特別講座 ８月６日（日）９:３０～１２:００ 

交野市環境基本計画と「交野の自然」 

講師 交野市役所 大湾氏 

 

●里山保全実践活動 

７月１日（土） 私市ふれあいの森 参加７名 

竹林整備、急坂での竹伐採作業。 

７月１９日（水）星田ふれあいの森  参加９名   

入り口付近から物置にかけての草刈りと、竹林ゾー

ンの竹整備。 

 

交野みどりネットＮＥＷＳ VOL. 19 

 

      2017/9/11 発行 

2014/11/19 発行 



2 

 

８月２７日（日）私市ふれあいの森 参加５名 

７月末からの活動休止中に伸びた、道や広場を覆い

つくす若竹の刈り取り作業と竹林整備。 

●９・１０月の活動予定 

①里山大好き木の実観察会 

１０月２６日（木）９：３０～１４：３０ 

私市駅～くろんど園地～河内森 

②交野未来の里づくり講座 

９月１０日（日）星田ふれあいの森 

コドラートの整備計画と竹の伐採学習 

10 月７日（日） 

星田ふれあいの森 

③里山保全実践活動・ 

小学校環境授業準備 

9 月２日（土） 

妙見坂小学校竹林整備 

以下、第１（土）私市ふれあいの森、 

第３（水）第 4（日）星田ふれあいの森 

10 月は小学校環境授業「工作材料」準備のための

活動日を設ける。 

 

エコ生活部会 

みどりのカーテン大作戦  

『あ～やこ～やのゴーヤ座談会』を 

8 月 28 日・8月 30 日開催！ 

 6 月に実施した土田真奈見先生の講習会の講座生

に各家庭で育てたゴーヤの『みどりのカーテン写真』

を持参していただきました。 

両日で 29 名の参加がありました。 

交流では、“７～8 年前からゴーヤは我流で作って

いたが、講習会で習った通りするととてもうまくでき

た”“西側の窓辺が涼しかった”“興味がなかったが、

やってみると涼しいし、実もなってだんだん楽しくな

った”“初めての挑戦。基本通りにしたらうまくいっ

た”“栽培日誌も作ってみた”“夫が講習を受け、習っ

た通り頑張ってくれたので、しっかりカーテンになり

喜んでいる”等ほとんどの人が満足していると話され

ました。又、“初めてだからか、思ったより葉が茂ら

なかった”“プランターの間隔が空いたので葉も少し

スカスカになった”“来年はもっと詰めて育てよう”

という感想もよせられました。 

講習会では省エネをめざして「みどりのカーテンを

作りましょう」と強調しましたが、やはり実の収穫は

みなさんの楽しみだったようです。サッと湯がいたり、

チャンプルにしたり、胡麻和えやジュースなど色々な

料理をされていました。「奥さんに好きなゴーヤ料理

をリクエストして作ってもらい、とても満足だ」とい

う声もありました。 

エコ生活部会員が作っておいたゴーヤの砂糖漬け

とゴーヤ茶を飲みながら、多くの交流ができました。 

 

 

持参いただいた写真は幼児園等の『みどりのカーテ

ン写真』と共に巡回写真展として展示します。 

自由に見ることができます。 

 

9 月 8日～15 日 市役所別館 1 階ロビー 

9 月 16日～22日 星田会館 1階ロビー 

9 月 23日～29日 星の里いわふね 1 階ロビー   

（各施設開館時間内） 

「みどりカーテン大作戦」の経過日誌も展示していま

す。 

今年、挑戦された方もそうでない方も是非ご覧くださ

い！              

（エコ生活・K） 

 

エネルギー部会 

・安全運転にも効果がある 

『エコドライブセミナー』の案内  

交野警察署の方から、本年秋の交通安全運動の重点事

項などをお聞きした後、省エネ、地球温暖化ガス（炭

酸ガス）削減及び安全運転に役立つエコドライブのお
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話があります。またエコドライブを実践している市民

の方から体験談を聞きます。 

 

とき： 平成 29年 9月 26 日（火） 

午前 10時から 12時まで 

ところ：ゆうゆうセンター 体験学習室 

対象： 交通安全とエコドライブに関心のある市民 

定員： 30 名 、 参加費：無料 

内容:   

（1） 警察の方に、秋の交通安全重点事項などをお

聞きします。 

安全運転講習受講カードをお持ちの方は持参

ください。 

 受講済み記録の押印をしていただけます 

（2）エコドライブ情報などにより、キーポイントを

わかりやすく解説します。  

（3）エコドライブ実践者（2 名）から、メリットや

コツなどの体験談をお聞きします。  

 

申し込み・問い合わせ先： 9月 1 日から 

交野市環境基本計画推進会議（交野みどりネット） 

 （交野市環境衛生課内 TEL: 072-892-0121） 

 

《運営委員会報告》 

日時：2017年 7月 4日（月）13:30～ 

        8 月 8日（火）14:00～ 

        9 月 4日（月）13:30～ 

場所：市役所別館 

議題： 

1. プロジェクト見直しについて 

2. 学校環境教育について 

3. 連続講座について 

4. ウォークラリーについて 

5. 各部会報告など 

6. その他 

 

話し合ったこと： 

・プロジェクト見直しについて、市民公募し、６回程

度ワークショップ形式ですすめる。 

・学校環境教育について、今年度は妙見坂小学校と星

田小学校の 2 校の 4 年生を対象に 11 月に実施す

る。自然部会を中心にみどりネット全体で取り組む。 

・連続講座について、10 月スタート 3 月まで 6 回開

催する。今年は各部会の活動実践体験講座とし、10

月号市広報で募集する。 

・ウォークラリーは 12 月 2 日(土)の予定。 

交野市民の参加を増やすため市広報以外に学校配

布を検討する。 

 

《会議日程》 

・まちづくり部会 

日時：9 月 12 日 午後 1:30～3:30 

場所: 交野市役所別館 2 階 

・エネルギー部会 

日時：9 月 22 日 午後 1:30～3:30 

場所: 交野市役所別館 2 階 

・エコ生活部会 

日時：9 月 22 日 午後 1:00～3:00 

場所: 交野市役所別館「みんカフェ」 

・自然環境部会 

日時：10 月 5 日 午後 1:30～4:00 

場所: 交野市役所別館 2 階 

 

《イベント案内》 

里山大好き観察会 (自然環境部会) 

 

 


