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あいさつ
師走・12 月、一年の最終月となりました。
12 月 1 日（日）交野みどりネットは『里山大好きウォークラリー2019』を開催しました。開催地
の星田園地は山の紅葉が見事で、大勢の人で賑わっていました。
うん？12 月に紅葉？昔、紅葉の季節は 11 月頃ではなかったですか？
木々の紅葉が年々遅くなり、色づきが薄くなっているのは、地球温暖化
の影響ではと言われています。何十年先には「四季の移ろいを感じる」
「風情がある」などという言葉は死語になっているかもしれません。
STOP！地球温暖化をみんなで考えていきましょう。
来年もどうぞ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）

里山大好きウォークラリー２０１９
12 月 1 日(日)、またとない行楽日和に
恵まれて､第 7 回のウォークラリーを開催
することができました。色づきが遅かった
紅葉も、ここに来て一斉に山々を染めてく
れ、紅葉の名所・箕面にも負けない美しさ
でした。決してオーバーではないと！全体
で 122 組 299 名の参加。その内、交野
市内からの参加は 47 組 135 名(大人 70
名・子ども 65 名)でした。家族参加が多
いのが特徴です。主催者側の狙いの一つ
「家族や仲間の絆を深める場の提供」にも
沿っている結果でしょう。
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アンケートに、
「ゲームもクイズも楽しくて、家族と会話するとてもい
い機会でした」という嬉しい感想を寄せていただきました。「楽しかっ
た・良かった」の言葉が入っているのは 146 枚中、75 枚「予想以上
に面白かった！」そうです。
企画には、手作り感の良さが好評で、
「内容全て良かった。子どもも高
齢者も楽しめる企画だった」と絶賛の言葉がある一方、リピーターさん
からは、
「クイズを変えてもよかったのでは」というご意見も。クールチ
ョイスポイントの効果で、
「環境保護の意識を深めることができた」
、
「エ
コのことを知った」と、これまでにない感想もありました。
「次回また来たい、友人を誘ってくる」というご意見も多数いただき
ました。
運営側としては、毎年、前年度の反省を生か
し改良を重ねてきました。今年度は、これまで手をつけられなかったとこ
ろにまで丁寧に手を入れ、万全の準備を進めてきたつも
りでした。
ところが予想外のことが起こるのです！なんと交野
市駅からほしだ園地間の無料シャトルバスが出て、そち
らを利用する方も多かったようです。
そのため、私市駅の受付では昨年度に
比べ参加者の勢いが弱く、その理由が分
からず困惑。先着 120 組を遵守した結果、昨
年度より 30 分近く受付を延長することに。
この影響が後々各ポイントに響き、昼食を取
る間もなく次々にやってくる参加者の対応に
追われるポイントも出ていました。来年に向けての課題の一つです。
人的なゆとりがあれば解決できるところもあり、スタッフの拡充
をはかる必要、大ありです。
終わった瞬間から課題が押し寄せていますが、先ずは今年度の成
功と参加くださった多くの人々の喜びの声を、しみじみかみしめた
いものです。
ウォークラリーを支えたスタッフの私たちにも「感謝とお疲れ様で
したー！！」を送りたいです。
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（記：O）

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 奄山ふれあいの森（星田 9 丁目）
、第 4 日曜 星田

ふれあいの森（星田 6 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してい
ます。）
広報に毎月掲載しています『里山ボランティア募集』を見た小
学生連れの参加者もあり、後半は竹工作を楽しんでもらいました。
季節的にも作業しやすく、日頃の運動不足を解消しながら、清々
しい自然の中でわいわいと楽しく活動しています。ご興味のある
方はぜひご参加ください。

〇交野自然しらべたい
9 月 25 日に 14 回目の調査を行いました。河内森駅から天野川橋～妙見川左岸を上流まで（永
徳寺手前まで）7 名で調査しました。少し暑かったのですが、秋晴れのもと、気持ちよく実施できま
した。
10 月 15 日に 15 回目の調査を行いました。河内磐船駅から～交野支援学校～創価学園～いきい
きランドのルートを 9 名で調査しました。珍しくサツマイモの花が咲いていました（ただ収穫用に
植えられていますので調査結果には含めません）
。サツマイモはヒルガオ科なのでアサガオと似た花
が咲きます。
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。

マルバアサガオ
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〇里山大好き観察会
－秋の植物と木の実ウォッチング－
10 月 27 日(日)、暑くも寒くもなく､歩くのに気持ちのいい観察会でした。
木の実ウォッチングだけあって、アオハダやソヨゴ、ミヤマガマズミなどの赤い実、ムラサキシキブ
の紫色に輝く実、スズメウリの白い可愛い実が随所で観察できました。
また、時を間違えた？モチツツジのピンクの花も目を楽しませてくれました。足元にもアキノキ
リンソウが可憐に黄色を足していました。
一番良かったのは、交野市の「市の鳥」雉がしかも雄のキジが姿を見せ、幸運な瞬間でした。
日曜日に開催したからか、参加者(17 名)も多く、久しぶりに活気のある観察会で帰りもバラバ
ラになることなく、そろって解散できたのは良かったと思います。

（記：O）

エネルギー部会
〇エコドライブセミナー開催
9 月 13 日（金）エコドライブセミナー『高齢者の安全運
転とエコドライブ』を行い、20 名の参加がありました。
参加者高齢者の運転事故の報道が多くなったこともあり、
関心は高く、広報を見て参加された方が半数。参加者の大
半が 70 歳以上の方でした.
始めに、実際に最近のエコカーに乗っている方の体験談を聞きました。
環境基本計画のエコドライブに取り組んだ当初よりも車の進化はすさま
じく、エコカーは従来のものより燃費がかなり良くなり、安全運転点検装
置も多方面にわたり設置されているとのことです。
その後、交野警察の方より「安全運転」についての DVD を見せていた
だきました。その中で、歳をとると「頭で思っているほど、身体は動かな
い」ということがよくわかりました。免許証を返納する年齢は人それぞれ
の状況によって異なってくると思いますが、より安全な車に乗り、自分を過信せず、安全運転を行う
ことが大切だと痛感。気をつけたいと思いました。
セミナー終了後、交通安全協会の「交通安全運転講習受講等記録カード」に記録印をもらい、終了
しました。
今回の講座で 3 回目となりますが、交通安全運転講座として、このセミナーに参加されている方も
増えてきています。

（記；K）

エコ運転のポイント！
①アクセルを踏みすぎない
②車間距離にゆとりを持って、加速・減速の少ない運転
③減速時は早めにアクセルを離そう
④ドライブルートの事前確認
⑤車の日常点検
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〇太陽光発電有効活用と蓄電池セミナー（仮称）
２０２０年３月 21 日（土）ゆうゆうセンターでソーラーパネルと蓄電池についてのセミナーを開
催予定です。内容が決まり次第、詳細はホームページでお知らせいたします。

まちづくり部会
11 月 17 日（日）に『みかん狩り＆ツーリング」を行いました。
このイベントは今回で 2 回目となります。当日、天候にも恵まれ、スタッ
フを含めて総勢 37 名（大人 23 名、子ども 14 名）の参加がありまし
た。
この企画は自転車でいかに楽しく、安全に走行できるかを目標に進めてい
ます。たとえエコな乗り物であっても、マナーが守られていなければ危険
な乗り物として見られてしまいます。しっかりと学習しつつ、目一杯楽し
むことを心がけ、参加者全員素晴らしい一日を過ごして頂きました。地場
産の美味しいみかんに舌鼓を打ちながら、「又来年も企画してください
ね！」とうれしいお声を頂きました。
今後もいろいろな企画を考え、皆さんと取り組んでいきたいと思ってい
ます。

（記；M）

エコ生活部会
○『みどりのカーテン大作戦』巡回写真展報告
9 月 5 日(木)～8 日(日)

青年の家 1 階ロビー

9 月 9 日(月)～18 日(水)

市役所別館ロビー

『みどりのカーテン大作戦』受講生さんから寄せら
れた写真と、市内の協力施設の写真を展示しまし
た。今年初めて、青年の家 1 階ロビーで写真展に取
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り組みました。4 日間は 201 名の来場があり、
「みどりのカーテン大作戦」をアピールできました。
熱心に写真に見入る来場者のみなさんと「ゴーヤ」で話が弾みました。

〇「冬のエコなクッキング—災害時にも役立てよう—」
2020 年 2 月 28 日（金）に「冬のエコなクッキング」を開催予定です。環境学習としてゴミの
話を環境事業所の方から説明していただき、災害時にも役立つ内容のエコなクッキングの実習・試
食を行う予定です。ホームページ等で詳細をお知らせします。

〇「買い物で社会を変える」
—毎日の買い物を考えることで、エコなライフスタイルを—
2020 年３月５日（木）に NPO 法人環境市民 下村

委津子さんをお招きし講座を開催します。

普段の何気ない買い物から環境を考えるきっかけにします。

運営委員会を下記の通り開催しました
日時・場所：２０１９年１０月７日（月） １３：３０～

第二別館 会議室

２０１９年１１月 5 日（火） １３：３０～

別館 3 階 小会議室

２０１９年１２月 2 日（月） １３：３０～

別館 3 階

小会議室

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
ウォークラリーについて
来年度総会について

会議日程（２０２０年）
〈運営委員会〉

〈自然環境部会〉

１月８日（水） １３：３０～

１月９日（木）

２月３日（月） １３：３０～

２月６日（木） １３：３０～

３月２日（月） １３：３０～

３月５日（木） １３：３０～

〈エコ生活部会〉
１月２４日（金）１０：００～

１３：３０～

〈まちづくり部会〉
１月２１日（火）１０：００～

２月 17 日（月）１０：００～
〈エネルギー部会〉
１月１４日（火）１０：００～
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〈広報担当者会〉
３月２日（月）

１０：００～

イベントカレンダー
●全体の取り組み
１月２３日（木）

交野みどりネット講座

施設見学編 星の里浄水場見学会
（広報かたの１月号掲載）

●自然環境部会
１２月１８日（水）
・２２日（日） 「里山保全活動」 （広報かたの１２月号掲載）
１月１５日（水）
・２６日（日）

「里山保全活動」 （広報かたの１月号掲載予定）

２月１９日（水）
・２３日（日） 「里山保全活動」

（広報かたの２月号掲載予定）

２月９日（日）里山大好き観鳥会「オシドリを見に行こう」～白旗池周辺
（広報かたの１月号掲載予定）
●エネルギー部会
３月２１日（土） 「太陽光発電有効活用と蓄電池セミナー」 ［ゆうゆうセンター］
（広報かたの３月号掲載予定）
●エコ生活部会
２月２８日（金） 「災害時にも活用できる冬のエコなクッキング」 ［ゆうゆうセンター］
（広報かたの２月号掲載予定）
３月５日（木） 「買い物で社会を変える」 ［市役所別館 3 階 中会議室］
（広報かたの２月号掲載予定）
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。
交野みどりネットＨＰ http://midorinet.main.jp

来年度総会のお知らせ（予定）
日時：令和 2 年 4 月 28 日（火）
場所：交野市役所

3階

１０：００～

中会議室

総会につきましては、次回の
交野みどりネット NEWS で
詳しくお知らせします。
7

