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ごあいさつ 

桜の季節になりました。 

今年は異常な暖冬。積雪が少なく、夏の水不足は大丈夫？と言われている間に、

新型コロナウイルス発生という大変な事態が起こりました。 

この新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、交野みどりネットは 2月から 3 月

にかけて予定していました各部会の活動を中止させていただきました。 

その中には、会場も予約し案内状発送の準備をしていた「会員交流懇親会」があります。会員の皆様

との交流を楽しみにしていましたので、残念に思います。中止ではなく延期ということで、できるだ

け早い時期に実現させたいと考えています。 

 4 月 28 日(火)には、令和 2 年度総会を予定しています。しかし、新型コロナウイルス感染拡大

状況により開催方法変更の可能性があります。その場合は、追ってご案内させていただきます。 

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） 

 

 星の里浄水場 見学会 

日時：2020 年 1月 23 日（木） ９：４５ 私市駅集合（→徒歩で浄水場まで移動） 

参加人数：２４名（市民 14 名、交野みどりネット 10 名） 

交野が誇る美味しい水、そのポイントと仕組みを学びました。 

交野市では生物接触ろ過（地下水に生息する鉄バクテリアの働きにより、原水に含まれる鉄・マン

ガン・アンモニア態窒素の成分を処理する設備）と急速ろ過設備が２０１２年 9 月から導入され、

薬品使用量が軽減されました。同時

に脱水汚泥量も減り、それによって

汚泥運搬の回数が大幅に減り、運搬

経費削減だけでなく運搬時に排出さ

れるＣＯ2 削減へとつながっていま

す。 

また、交野の地形を活かした立地に

制御室から市内の水道を全て管理 

交野みどりネットＮＥＷＳ 
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もポイントがあり、小高い丘の上にある浄

水場から私市ポンプ場への効率的な送水、

高低差を利用した水力発電が施設内の電

力供給に役立っているそうです。 

 これらの仕組みは、環境にも配慮された

交野の誇りとなる施設であること、普段当

たり前に出てくる蛇口からの水道水、その

背景には水道局職員さんの日々のご苦労

と地下水を生み出す自然豊かな生駒山系

の恩恵があることを知った見学会となりました。 

 

 

自然環境部会 

〇保全実践活動 

定例の活動は、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）で行っていますが、3 月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動

を休止しました。 

 ボランティア活動の一環として 12 月には大学生が、

1 月には府内の植物部の高校生が参加してくれ、竹を伐

採したり、花器を作ったりしました。 

植物部の皆さんは生け花もたしなむそうです。作った花

器による生け花は、学校の玄関に飾られ来訪者に好評だ

ったようです。 

 

 

〇冬鳥観察会 

－オシドリを見よう！－ 

2 月 9 日（日）、寒い 1 日でした。脚力に自信のない方も参加できるように、交野市のバスで、

冬鳥観察会「オシドリを見よう」を行いました。 

「交野野鳥の会」のご協力で白旗池周辺を探鳥。確認できた数は少なかったですが、森に響く小鳥

のさえずりと澄んだ空気を堪能しました。 

いきものふれあいセンターでは、植物や昆虫、野鳥の写真や剥製などを

見学し、センター周辺に訪れる渡り鳥のスライドを見ながら説明を受けま

した。 

一番人気は、もちろんスコープで見る生
なま

オシドリ！ 

図鑑で見た通り？のオシドリが手を伸ばせば届きそう。 

「オシドリを見ることができて感激！」「またこのような企画をして欲しい」などの声が。 

これからも、ニーズにお応えできる企画を提供していけるよう頑張ります。 

         （記：O） 

生物接触ろ過池など説明を受けながら見学 
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〇交野自然しらべたい 

1 月は、調査は行わず来年度の計画などについて意見交換会を行いました。 

2 月は 20 日（木）に星田新池～ぼって谷の調査を行いました。 

 

＊この調査は交野の自然環境について考えるための基礎的な     

資料の蓄積を目的として行っています。関心をお持ちの  

方々の参加をお待ちしています。 

        

エネルギー部会 

〇太陽光発電有効活用と蓄電池セミナー 

3 月 21 日 太陽光発電有効活用に関するセミナーイベントは、新型コロナウイルス対策のため、

中止になりました。 

このセミナーで太陽光発電を日常及び災害時などの非日常時に活用する事例を学ぶ予定でした。

今後、機会があればこのようなセミナーを開催したいと考えています。 

以下に、今回のプレゼンテーションの一コマを示します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり部会 

 3 月上旬に予定していたまちづくり部会の琵琶湖周辺視察が新型コロナウイルスの影響で、 

中止になりました。この企画の段階で見つけたちょっと素敵な記事を紹介します。 

 

発見「魚のゆりかご水田米」 

琵琶湖周辺の「魚のゆりかご水田米」。不思議な名前にひかれ調べてみると…。 

琵琶湖周辺の水田は、季節のよって琵琶湖の水位が増減するので、かつてはフナや

コイなどが水路伝いに水田に上って来て、水田のなかで産卵・生育。成魚になると

また湖に帰っていきました。 

 

キイボカサタケ 
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しかし、昭和 40 年代以降、

農業用水路がコンクリートな

どで整備され、魚が遡上でき

ない環境になっています。 

そこで、農業用排水路に魚道

を作るなど、かつての環境を

取り戻すため「魚のゆりかご

水田プロジェクト」が発足。 

かつての水田環境を再生し、

子供たちが水田の中を泳ぐ魚

たちを観察するなど貴重な環

境学習の場となっています。 

 
 

 

 

 

 

また、水田では産卵・生育する魚を守るため、農薬の使用に気を付けていますので、安全で安心なお

米がとれています。これを「魚のゆりかご水田米」として県が認証し、販売されているそうです。 

琵琶湖周辺では環境保全のため、官民挙げて様々な取組みが見受けられます。私達にとっても刺激

になる取組みや情報がたくさんあるようです。              （※滋賀県 HP 参照） 

 

5 月に『陶板プレートづくりと新緑の自転車散歩へ』を企画中です。 

私市の吉向窯さんで自分だけのプレートを作った後、私市植物園で新緑を満喫

します。 

 

 

まちづくり部会では仲間を募集しています。自転車に 

興味のある方、ぜひ、イベントにご参加ください。 

 

 

エコ生活部会 

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— 

３月５日（木）に予定していました講座も残念ながら、中止となりました。 

令和 2 年 7月 1 日からはプラスチック製買い物袋が有料化されます。 

このことも含め、普段の買い物から環境を考えるきっかけづくりとしての 

講座の開催を考えています。 
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〇「冬のエコなクッキング」～災害時にも役立てよう～ 

２月２８日（金）に開催予定でした「冬のエコなクッキング」。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、やむなく中止となりました。 

幻となったレシピの一部を掲載します。 

 

 

［鶏とさつまいもの中華粥］ 

材料（６人分） 作り方 

鶏もも肉 ３００ｇ 

さつまいも 小２本 

米     1.5 合 

水    

1200cc 

鶏がらスープの素

（顆粒）大さじ３～４ 

しょうが  １/２個 

ごま油  大さじ１ 

クコの実   少々 

あさつき又は青ネギ 

（大根の葉で代用） 

少々 

① 鶏もも肉は食べやすい大きさに切る。 

② さつまいもはよく洗って、食べやすい大き

さに切る。 

③ 研いだお米と②を土鍋に入れ、水を加え

る。 

④ 強火にかけ、沸騰したら弱火にする。途中、水が少なくなっ

たら適時加える。 

⑤ 10 分経ったら、しょうがの千切りと①を加える。 

⑥ さらに 10 分後、鶏がらスープの素を入れ、お粥が好みの柔

らかさ近くになったら、クコの実とごま油を加える 

⑦ 1 分加熱し、火を止める。 

⑧ お粥を器に盛りつけ、あさつきを散らして出来上がり！ 

 

災害時にはカセットコンロや保温力が高い土鍋が役立ちます。 

災害時に慌てず使用できるよう普段使いにカセットコンロや土鍋を活用しましょう。 

 

〇みどりのカーテン大作戦 

５月１５日（金）・５月２０日（水）に「みどりのカーテン大作戦」講座を開催予定です。 

エコ生活部会では、毎年講座の準備として、ゴーヤの種の植え付けを行っています。 

 

今年は４月２０日（月）１０時から（市役所別館裏）植え付けを行いま

す。興味のある方はぜひご協力ください。［事前に事務局までお問い合

わせいただくか、直接お越しいただいてもＯＫ！］ 

 

 

 

カセットコンロと土鍋を

使用します！ 
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運営委員会を下記の通り開催しました 

日時： ２０２０年１月８日（水） １３：３０～ 

    ２０２０年２月３日（月） １３：３０～    

    ２０２０年３月 2 日（月） １３：３０～ 

 

主な議題：（１）２０１９年度交野みどりネット活動について 

     （２）COOL CHOICE について 

     （３）来年度総会について 

     （４）来年度交野みどりネット講座について 

     （５）新型コロナウイルス感染拡大防止について 

 

会議日程（２０２０年） 

〈運営委員会〉               〈自然環境部会〉  

４月６日（月）  １０：００～              ４月２日（木） １３：３０～ 

５月１２日（火） １０：００～           ５月７日（木） １３：３０～ 

６月１日（月）  １３：３０～           ６月４日（木） １３：３０～ 

 

〈エコ生活部会〉                       〈まちづくり部会〉 

４月２０日（月）１０：００～               ４月２７日（月）１０：００～ 

          

〈エネルギー部会〉                 〈広報担当者会〉 

  ４月９日（木）１０：００～                   ６月１日（月） １０：００～ 

 

 

イベントカレンダー 

（※新型コロナウイルス感染拡大防止により中止・延期する場合があります。 

ＨＰで確認又は事務局までお問い合わせください） 
 

●全体の取り組み 

４月２８日（火） 交野みどりネット総会 交野市役所別館 中会議室 

 

●自然環境部会 

４月２５日（土） 「草花で遊ぼう」 いきいきランド集合  （広報かたの４月号掲載） 

４月２6 日（日） 「里山で遊ぼう」 星田６丁目      （広報かたの４月号掲載） 

 

 ５月２３日（土） 「散歩道の草花を知ろう」 私市駅集合  （広報かたの５月号掲載） 

５月２４日（日）～ 「未来の里づくり講座」全５回     （広報かたの５月号掲載） 
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５月１２日（火） 交野しぜんしらべたい ～土生川沿い    （広報かたの５月号掲載） 

６月１８日（木） 交野しぜんしらべたい ～交野山西面    （広報かたの６月号掲載） 

 

 ６月９日（火）  「ササユリ観察会」 くろんど園地     （広報かたの５月号掲載） 

 

●まちづくり部会 

５月１０日（日） 「陶板プレートづくりと新緑の自転車散歩へ」 いきいきランド集合   

（広報かたの４月号掲載） 

 

●エコ生活部会 

 ５月１５日（金） 「みどりのカーテン大作戦」 ゆうゆうセンター（広報かたの５月号掲載） 

 ５月２０日（水） 「みどりのカーテン大作戦」 交野市役所別館 （広報かたの５月号掲載） 

 

    

イベントの詳細は「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 

 

 

 

 

 

 

総会につきましては、詳細の

案内を後日送付します。 

 

http://midorinet.main.jp/

