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あいさつ
今年の夏も猛暑の日々でした。
9 月に入り、朝夕は少し凌ぎやすくなりましたが、皆様いかがお過ごしですか。
夏バテなど、体調管理に気を配りましょう。
今、交野みどりネットは、交野市の地球温暖化対策の国民運動「COOL CHOICE(クールチョイ
ス)」に、環境衛生課と一緒に取り組んでいます。
各部会のイベント時に、参加者に呼びかけ、
「クールチョイス（＝賢い選択）」の賛同を得て広げ
たいと思います。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
（交野みどりネット代表：玉井八恵子）

自然環境部会
〇保全実践活動
定例の活動日は、第 1 土曜

私市、第 3 水曜 奄山、第 4 日曜

奄山（星田 9 丁目）で行っています。
（日曜の午後は刈払機・チェーンソーの練習を「星田ふれあいの森」
の整備を兼ねています。
）
7 月、8 月の保全活動は休止し、9 月から再開しています。
奄山にも雨水タンクを設置し、
浄水した雨水が使えるようになりま
した。今後は耐久性を向上させるなど
のメンテナンス行っていきます。
奄山は、うっそうとした竹林は切り拓
かれ、谷筋は森の木を利用した階段が
伸び、一幅の絵を見るようです。
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〇交野自然しらべたい
第 12 回（6 月 17 日）の調査は、免除川沿いで行いました。参加者は 14 名、メンバー外にも植
物に詳しい方が応援に来ていただいたおかげで、調査が進みました。
市役所別館前を出発し、私部城趾を経由して免除川～源氏池までを調べました。
調査の詳細は、交野みどりネットホームページのブログに掲載していますので、ぜひご覧ください。

コシアキトンボ

ネムノキ

エネルギー部会
講座『ペットボトルエコライトを作ろう』を開催しました。
令和元年 7 月 31 日（水）１０：００～１２：００
場所：市役所別館 3 階 中会議室

18 名参加

エネルギー部会では今まで大人を対象に家庭で利用できる災害に対応したソーラーパネル（太陽
光発電）についての体験講座に取り組んでいました。今回初めて、子ども対象の地球温暖化防止、
再生可能エネルギーの利用を進める工作教室を行いました。
事前に何種類か作ってみたう
えで、低学年にもできるものと
して取り組みました。夏休み中
の講座ということもあって 20
人の定員があっという間にい
っぱいになり、嬉しいことでし
たが、不安もいっぱいでした。
当日は「地球温暖化」につい
ての DVD での学習、続けて交
野市が今年から取り組んでい
ます COOL CHOICE について
の説明後、工作開始。
事前にいろいろと工夫したこ
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ともあり、トラブルもなく参加者全員が自分のエコライトを完成させることができました。最後に
ソーラーパネルのついた電球をペットボトルだけでなく他のものにも利用できる例を紹介して無事
工作教室を終えました。
この講座を通して自然エネルギーについて考え、環境を守る生活をしていく交野市民が一人でも
増えたらいいなあと思っています。
《参加した子ども・保護者の感想》
・地球温暖化について知れたのがよかった。
・太陽光発電についてわかった。
・ここで学んだことを活かそうと思う。
・又、開催してほしい。
・エコライトは環境にやさしく、興味があったので参加
した。
・楽しい工作と地球温暖化について楽しく学べた。又こ
のような企画をしてもらえると嬉しい。

まちづくり部会
令和元年 7 月 21 日（日）９：００～１２：００
『ぶどう狩り＆源氏の滝 自転車散歩』を開催しました。
激暑の昨年より少しましな暑さの中、スタッフ含め４１名が
一団となり、自転車散歩を楽しみました。神宮寺ぶどう園でお
腹いっぱいぶどうを味わった後、
「源氏の滝」へ。
「源氏の滝」では、子どもたちが竹の水鉄砲（下準備は自然環
境部会さんにご協力をいただきました）を作って水浸しになっ
て遊びました。
今回は、電動アシスト自転車での参加が多かったので、今後
は電動アシスト自転車のマナー向上と走行環境を考える企画を
模索していきます。
11 月には、
『みかん狩りと寝屋川公園への自転車ツーリング』
を企画中です。自転車散歩に興味のある方の参加をお待ちして
おります。
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氷で冷やしたぶどうは格別！

エコ生活部会
○『夏のエコなクッキング』の開催
8 月 6 日（木）ゆうゆうセンター 調理室 32 名参加
市民親子、または 5 年生以上の子どもたちを対象にエコなクッキングを開催しました。実習を前
に、環境とエコなクッキングについて学びました。そのあとメニューの「米粉のピザ・豆腐だんご・
フルーツジュレかけ」をエコを意識しながら協力して作りました。
参加者からは
・季節の野菜をたくさん使ったピザがとてもおいしかった。
・エコを考えながら作れてよかった。
・環境の話を伝えて行きたい。
・とても勉強になり楽しかったので、また参加したい。
などの感想がありました。

今回のメニュー
☆米粉のピザ
☆豆腐だんご かぼちゃあん添え
☆季節のフルーツ ジュレがけ
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〇『あ～やこ～やのゴーヤ座談会』の開催
8 月 30 日（金）ゆうゆうセンター

研修室

15 名参加

「みどりのカーテン大作戦」（ 5 月 17 日・22 日）の 講習会を
受けて、その後の「みどりのカーテン」の話題で交流するため、座
談会を開催しました。
座談会では、育てたカーテンの写真を持ち寄り、スタッフ手作りの
ゴーヤ茶と参加者さん持ち寄りのゴーヤの砂糖漬けで交流しました。
《参加者の感想》
・初めてでしたけど、習ったとおりにしてうまくいきました。
・台所がカーテンで日陰になって快適でした。
・ゴーヤも苦みがなくておいしかったです。
・熟して赤くなったのを冷凍して毎日ジュースにして飲んでいます
・毎日、ゴーヤに話しかけていたらちゃんと育ってくれました
・立派なみどりのカーテンに育ったけど、今年はなぜかゴーヤの実
がならなかった。残念です。
・マンションのベランダでとても立派に育ったので、自慢しにきま
した。
・みどりのカーテンがある部屋と無い部屋とでは温度が違いました。
・今年は、葉が枯れてあんまり育たなかった。
座談会に先立ち、市内の認定こども園や青年の家など、『カーテン

エコ生活部会員の育てたカーテン

大作戦』協力施設で写真撮影をしてきました。8 月上旬が一番見
ごろだったそうですが、実もたくさん採れて一石二鳥だったようです。
『みどりのカーテン巡回写真展』は 9 月 5 日(木)～8 日(日)10:00～16：00 青年の家ロビー、
9 月 9 日(月)～18 日(水)(土・日を除く)9：00～17：30 市役所別館ロビーで行います。
ぜひ、ご覧ください。
(I＆T)

運営委員会を下記の通り開催しました
日時・場所： ２０１９年７月１日（月）

１３：３０～

市役所別館 1 階

みんカフェ

２０１９年８月５日（月）

１３：３０～

市役所別館 3 階

小会議室

２０１９年９月２日（月）

１３：３０～

市役所第二別館

主な議題：・２０１９年度交野みどりネット活動について
・COOL CHOICE について
・交野みどりネット周知について
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会議室

会議日程（２０１９年）
〈運営委員会〉

〈自然環境部会〉

１０月７日（月） １３：３０～

１０月３日（木） １３：３０～

１１月５日（火） １３：３０～

１１月７日（木） １３：３０～

１２月２日（月） １３：３０～

１２月５日（木） １３：３０～

〈エコ生活部会〉

〈まちづくり部会〉

９月２５日（木）１０：００～

１０月 17 日（木）１４：００～

〈エネルギー部会〉

〈広報担当者会〉

９月２０日（木）１３：３０～

１２月３日（火）

１０：００～

イベントカレンダー
●全体の取り組み
12 月１日（日） 里山大好きウォークラリー（星田園地）

（広報かたの１１月号掲載）

●自然環境部会
９月１８日（水）
・２２日（日） 「里山ボランティア募集」 奄山（星田９丁目）
（広報かたの９月号掲載）
１０月１6 日（水）
・２６日（土） 「里山ボランティア募集」 奄山（星田９丁目）
（広報かたの１０月号掲載）
９月２５日（水）

交野しぜんしらべたい

～妙見川沿い

（広報かたの９月号掲載）

１０月１５日（火） 交野しぜんしらべたい ～天の川沿い

（広報かたの１０月号掲載）

１０月２７日（日） 里山大好き観察会「秋の野草観察と木の実ウォッチング」（くろんど園地）
（広報かたの１０月号掲載）
１１月９日（土）
・10 日（日） 未来の里づくり講座 星田ふれあいの森

（星田６丁目）

（広報かたの１０月号掲載）
●エネルギー部会
９月１３日（金） 高齢者の安全運転とエコドライブ講座

（広報かたの９月号掲載）

●まちづくり部会
１１月１７日（日） 自転車を楽しもう！「みかん狩り＆ツーリングへ」
（広報かたの１１月号掲載）
申し込み等の詳細は「広報かたの」や、交野みどりネットホームページで
随時お知らせしていきますので、ぜひご参加ください。
みどりネットＨＰ http://midorinet.main.jp
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