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あいさつ 

9月にはいり、夜、耳を澄ませば虫の声が聞こえ、少しずつですが、秋の気配が感じられるようになりました。 

本年 7 月、8月の記録的な酷暑、集中豪雨、大型台風襲来など、今年の夏ほど異常気象を強く感じたことはあり

ません。これらは、地球温暖化による気候変動の現象の一つではないかと思われます。 

環境問題を考える上で、交野みどりネットの活動は、ますます重要になります。 

これからも皆様のご協力をお願いします。  （交野みどりネット代表：玉井 八恵子） 

 

自然環境部会 

●保全実践活動を実施しました。 

6月の活動 

2日(土) 私市ふれあいの森 

20日(水) 奄山ふれあいの森 雨天のため中止 

24日(日) 奄山ふれあいの森 

7月の活動 

18日(水) 奄山ふれあいの森 

8月 夏休み 

 

 

●雨水タンクを星田ふれあいの森に設置 

今年購入した一番大きな倉庫に雨水タンクを設置 

しました。雨水ですから、飲み水には使用できませ 

んが、洗い物など活用できます。 
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●いきものいっぱい！豊かな川づくり 

7 月 4 日(水)に、府(枚方土木)と環境衛生課(古賀次

長・佐々木さん)と小久保川堰堤上部を視察し、保全

活動について相談しました。「府としては、川をきれ

いにすることに異存はない。市と協力して、やってい

ただけるならありがたい。」ということで、川の保全活

動にかかることになりました。 

 

●しぜんしらべたいの活動 

みどりネットイベント予定に掲載 

 

●龍谷大学政策学部学生の提案   

「子どもの居場所づくりの手段として放置竹林の活用を考える。」ということで、イベントを計画中です。 

 

●交野みどりネット講座「自然環境部会編」  

 日時：平成 30年 10月 28日（日）10時～ 

 場所：交野市役所 別館 3階 中会議室 

講師：龍谷大学政策学部 准教授 

     里山学研究センター研究員 谷垣岳人 氏 

内容：交野の山もかつては手入れの行き届いた里山があり、人との生活に密着し、いきものにとって

も貴重な場所でした。現状は後継者不足や山の利用価値がなくなり、放置され荒れた状態が広

がっています。谷垣准教授の「里山再生」への取り組みと利用、実際の活動内容や“いきもの”

についてお話をしていただきます。 

里山の整備に取り組んでおられる方や、里山のいきものに興味のある方の参加をお待ちしてい 

ます。 

申し込み：10月 1日（月）～ みどりネット事務局（環境衛生課内） 

 

エネルギー部会 

8月 17日（金）13：30～16：30、交野市役所別館 3階中会議室で、自然エネルギー普及啓発活動の一環として、

太陽光発電体験セミナーを行いました。 

最初に、地球温暖化防止、太陽光発電の仕組みなどを学習。その後、ミニ太陽光発電キットの組み立てを参

加者と一緒に行い、太陽光をあてて始動させました。 

この他に、昨年の太陽光発電体験セミナーで組み立てたミニ太陽光発電装置による発電を体験。 

ミニ給水ポンプを動かし、ホースで、水路を模したバケツの水をくみ上げ、約 10ｍ離れたタンク（実際にはバケツ）

に給水する体験も行いました。参加者からは、「これはいい！！」との声が聞かれました。 

さらに、ミニ太陽光発電装置で、バッテリに充電。家電機器を利用する体験を、その電気を使用して、LED ライ

ト、扇風機、デジタルメモ帳、スマホなどに充電し、動かしてみました。現在では、ミニ太陽光発電によって貯めた

電気を利用できる電気製品が色々できていることを、料理のレシピ風にまとめた資料と実機によって紹介しまし

た。 
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＜参加者の声＞ 

○今まで、ソーラパネルは屋根についているものしか知りま 

  せんでしたが、今回のセミナーに参加して、いろいろなもの 

  に、使用できることがわかりました。今回体験した「水やり 

キット」市民に売り出したらいいと思います。 

○ミニ太陽光発電装置の組み立てができて、いい経験になり 

ました。 

交野市内に再生可能エネルギーを増やしたい。 

○太陽光発電で、いろいろできることがわかりました。屋根に 

  ついているものを見かけますけど、どうなっているのかと 

思っていましたが、今回の実験で、とてもよくわかりました。 

楽しかった。 

○iPhoneの充電や、非常用照明に利用したいと思います。さっそく購入を考えています。有り難うございました。 

  

エコ生活部会 

●「夏休みエコなクッキング」を開催 

８月２日（木）１０時半～ ゆうゆうセンター 調理実習室にて 

大人１７名、子ども１２名の計２９名の参加で申し込み開始から３日で満員に。 

初めにエコの話（火加減、旬の野菜を使うことの大切さ等）を勉強しました。 

  クッキングでは地元産の旬な野菜（ピーマン、ミニトマト、ナスビ等）を使った米粉のピザ、豆腐白玉だんご、フ

ルーツポンチを作りました。 

「みんなで作ったら、嫌いだったピーマン、ナスビも食べられた！」「白玉だんごは豆腐の味もなく、もっちりと

していておいしかった。」「子どもが昔小麦粉アレルギーだったので、早く知っていれば作ったのに。」という感

想も。 

「親子で楽しい時間が取れて良かった！」「おうちでも作ってみたい！」と大変喜ばれていました。 

 

 

 

●「あ～や、こ～やのゴーヤ座談会」を開催 

5 月に開催した「みどりのカーテン大作戦」の講座で配布した苗で市内の公共施設や受講生のおたくのあちら

こちらで「みどりのカーテン」ができました。 
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8月 29日市役所別館、8月 31日星田会館で「ゴーヤ座談会」を開催しました。「みどりのカーテン」の写真を持

ち寄り、ゴーヤ茶を飲みながら、苦労した点・工夫した点などを語り合いました。植え付けの時に指導いただいた

手島さんからアドバイスも受けました。 

皆さんの感想・意見です。 

「摘芯ができず上にばかり伸びてしまった」「熱くなりすぎるのを防ぐのに土やプランターに段ボールやすだれを

立てかけたりして調整した」「地植えして肥料は生ごみを利用したら立派なカーテンになった」「ゴーヤのカーテン

だけで充分日よけになった」「来年はもう少し増やしたい」「植え付け後すぐは水のやりすぎに注意したらよい」 

今年は酷暑が続き例年よりも出来が良くなかった方が多かったようですが、皆さん楽しく取り組んでいただい

たようで、ホッとしました。 

皆さんが頑張って作っていただいた「みどりのカーテン」の巡回写真展を開催します。ぜひ見に来てください。 

9月 7日（金）～13日（木）  星田会館 

9月 14日（金）～19日（水） 星の里いわふね 

9月 20日（木）～26日（水） 市役所別館 ロビー 

 

まちづくり部会  

●「ぶどう狩りツーリング編」 

今年度の企画として取り組んできた、自転車ツーリングを本年 7月 21

日（土曜日）に行いました。 

交野の歴史的な町並みを、数名の人たちと自転車で走る。おまけに交野

の特産物でもある「神宮寺のぶどう狩り」を楽しみながら頂ける。こんな素

晴らしい企画は他の無い！！と、楽しい事ばかりに胸をときめかせて取

り組んできました。 

しかし、今年の暑さは半端じゃない。あちこちで熱中症がぞくぞく出るあ

りさま。このまま実行して良いのか？迷いながら本コースと、ショートコー

スを考え、いざ出発！！ 

当日は市民参加者１７名、スタッフ・ヘルプスタッフ１１名でした。今回

の目標は、親子で楽しんで頂く事、如何に自転車が楽しい乗りものである

かを実感していただくことでした。 

普段自分一人で、あるいは親子で好き勝手に走らせ

ている自転車。 

こんなに沢山の人とツーリングなんて、経験した方は

少ないでしょう。暑くて、少ししんどくて、でも楽しかっ

た。 

暑い中頑張ったから、ブドウも美味しく、源氏の滝の

爽やかな涼しさも感じられた一日でした。 

参加者の方々からも「また、企画して下さい」と嬉しい

お言葉もいただき、勇気づけられました。 

企画、実行してよかった。 

この喜びを次回につなげたいものです。次回は、秋のミカン狩りを計画しています。 
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運営委員会を下記の通り開催しました 

日時：2018年 7月 2日（月）13：30～                  場所：市役所別館 １階 みんカフェ 

 2018年 8月 6日（月）10：00～                                  ３階 中会議室（９月） 

    2018年 9月 3日（月）13：30～ 

         

主な議題：・ウォークラリーについて 

       ・学校環境教室について 

       ・みどりネット講座について 

       ・みどりネットホームページについて 

 

決まったこと： ・ウォークラリーは 12月 2日（日）にほしだ園地で開催する 

          ・学校環境教室は、11月 19日・21日に私市小学校 4年生で実施する 

                ・みどりネット講座は施設見学編として 10月 26日に四交クリーンセンター（新焼却場）見学

を開催する。 

 

会議日程（2018年） 

〈運営委員会〉               〈自然環境部会〉                 〈エコ生活部会〉 

10月 1日（月）13:30～            10月 4日（木）13:30～         10月 4日 （木）10：00～ 

11月 5日（月）13:30～           11月 1日（木）13:30～         10月 23日 （火）10:00～ 

12月 3日（月）13:30～           12月 6日（木）13:30～ 

 

〈まちづくり部会〉                   〈エネルギー部会〉            〈広報担当者会〉 

10月 24 日（水）10：00～     9月 20日（木）9:30～          12月 3日（月）10:00～ 

11月 10日（土） 10：00～（試走・会議） 

11月 21日（水） 14：00～ 

     

   

 

イベントカレンダー 

●ウォークラリー 

１２月２日（日） 星田園地 

 

●交野みどりネット講座 

10月 26日（金）  施設見学編 「四交クリーンセンター」 

10月 28日（日）  自然環境部会編  講座「里山再生といきもの」 

11月 30日（金）  エコ生活部会編  講座 「交野のゴミについて」 
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●自然環境部会 

9月 26日（水）  いきものしらべたい「いきもの観察調査会」 交野山方面（受付中） 

10月 23日（火）  「秋の山野草」観察会  

10月 29日（月）  いきものしらべたい「いきもの観察調査会」 星田北方面 

11月 10日（土）・11日（日） 未来の里づくり講座 

11月 27日（火）  いきものしらべたい「いきもの観察調査会」 傍示の里方面 

 

●エコ生活部会 

9月 7日（金）～9月 26日（水） みどりのカーテン巡回写真展 

 

●まちづくり部会 

11月 25日（日） サイクリングルート探検隊「みかん狩り＆市内名所」ポタリング 

（別添チラシ参照） 

 

 

申し込み等の詳細は交野みどりネットホームページにて随時アップしていきます。 

ぜひご参加ください！ 

 

交野みどりネット 

ｈｔｔｐ://midorinet.main.jp 

 

こちらのＱＲコードから 

簡単検索してください！ 


