
1 

 

 

発行：交野みどりネット 代表：玉井 八恵子 編集：交野みどりネット広報担当者会   事務局：交野市環境衛生課内 

            TEL: 072-892-0121  /FAX:072-893-2636 /MAIL: info@midorinet.main.jp 

ごあいさつ 

 朝夕めっきり涼しくなり、秋めいてきました。皆様いかがお過ごしですか？ 

１か月遅れの交野みどりネットＮＥＷＳです。 

交野みどりネットは４回目の緊急事態宣言の発令で、各部会の多くの取り組みを

中止してきましたが、１０月から感染防止対策を講じて、活動を再開しました。 

１１月２８日（日）には、第８回目となる『里山大好きウォークラリー２０２１』を開催

予定で準備を進めています。皆さんのご参加をお待ちしています。 

 

（交野みどりネット代表：玉井八恵子） 

 

自然環境部会 

●「夏休み環境教室 2021」 

７月３０日（金）１０：００～１５：００ 市役所別館 中会議室 

 環境衛生課主催の夏休み環境教室、今年のテーマは「里山保全」について。 

里山保全の話と竹を使ったうちわの工作。自然環境部会から５人が参加しま

した。参加した１２名の子ども達も世界に一つだけのうちわの完成に満足した

様子でした。 

 

 

 

交野みどりネットＮＥＷＳ 

ＶＯＬ．３３ 
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●実践活動 

７月・８月は活動を休みました。７月と８月に１回ずつ、暑い中活動地の草刈りを数人で行いました。 

今年は雨が多く、雑草がよく茂り、１か月もしないうちにまた成長。。。( ﾉД`) 

９月は１５日から活動再開。これも草刈りから！ 

 

 

 

 

１０月から、いつもの竹伐り整備と『未来の里づくり講座』が始ま

ります。 

５回の連続講座として毎月第４土曜日もしくは日曜日に開催します。 

第１回目は１０月２３日（土）１０：００～１５：００［交野市役所別館３階 

中会議室］で開催します。 

渡邊晋一郎氏を講師に講座「交野の自然」の話、午後は「里山保

全」の話、安全講習についてなど充実した内容となります。 

２回目以降は実践講習が続きます。 

 

この連続講座とは別に、竹細工の講習会を開催予定です。 

いずれも広報かたので募集しますので、興味のある方はご参加ください。 

 

●自然を学ぼうシリーズ 

交野市の自然環境は確かに抜群です。なんと言っても「府民の森」が２つも市内にあるのですから。で

も、「ほしだ園地」や「くろんど園地」に出かけて、自然と触れあうには健脚が必要です。 で、考えたのが

もっと気楽に身近な所で交野の自然に触れ、楽しむことはできないかということです。そこで「遊びな

がら自然を学ぼうシリーズ」を企画しました。 

１回目の「れんげ畑で遊ぼう」は、かろうじて開催できましたが、２回目、３回目､４回目は緊急事態宣

言やその延長で相次いで中止。特に８月の「川で遊ぼう」は楽しい体験を提供しようと、水鉄砲用の竹を

伐るところから準備万端整えてきただけに、中止となりとても残念でした。 

５回目は、１０月１７日(日)実施予定の「散歩道の草花の名前を知ろう・秋編」です。

名前が分かることで、ふだんの散歩も味わい深くなります。また、草や木のエピソー

ドを知るのも面白いです。体力作りも兼ねてぜひご参加ください。 

 

草刈り後 

奄山 
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６回目は、「作ってみよう」を予定しています。材料が集まれば、 

マツボックリや木の実を使ったリースを作りたいと思っています。 

乞うご期待！ 

（記：Ｏ） 

 

詳細は、そのつど「広報かたの」でお知らせします。                

回 実施日 タイトル 内   容 

終了 ４月１８日 レンゲ畑で遊ぼう レンゲ畑で遊びながら田んぼの植物と触れあう 

中止 ５月１６日 散歩道の草花を知ろう 道端の野草観察「この花なあに？」 春編 

中止 ６月２０日 植物園で遊ぼう 植物の生き方や面白さを楽しむ 

中止 ８月２２日 川で遊ぼう 天野川の生き物を知る・水遊びを楽しむ 

第５回 １０月１７日 散歩道の草花を知ろう 道端の野草観察「この花なあに？」 秋編 

第６回 １１月２１日 作ってみよう どんぐりや竹､つるなど 自然の材料で工作をする 

第７回 ２月６日 冬鳥を見よう 
白旗池周辺の散策(冬の張り詰めた空気と冬鳥の 

観察を楽しむ) いきものふれあいセンターの見学 

 

●交野しぜんしらべたい 

7・8 月は暑さのため、活動を休みました。  

９月の調査は新型コロナウイルスにより中止しました。  

10 月から毎月第 2 木曜日で再開します。１０月は１４日（木）です。 

小久保川沿いを調査します。興味のある方は、ぜひご参加ください！ 

 

９月５日（日）に予定していました「外来種の植物を見つけよう」は中止となりました。

この調査については機会を見つけて再企画する予定です。 

 

エコ生活部会 

●みどりのカーテン大作戦２０２１「写真展」 

◇青年の家    ９月２日（木）～９月５日（日） 

◇市役所別館   ９月６日（月）～９月９日（木） 

 

講座参加者も来られ、「良く茂りました。来年は種から

チャレンジします！」「肥料をあまりやらなかったので、

成長しなかった・・」などの声がありました。 

カーテンの話も色々ありましたが、黄色くなったゴー

ヤは食べられないと思っている方も多く、「ジャムにした

りバナナとあわせてジュースにしたりできますよ～」と

助言。 

来場者は、エコ生活部会員や、自然環境部会員が育てた 

見事なみどりのカーテンの写真に驚いていました。 

青年の家の来場者…１６０名 

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの賛同書…８１枚 
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写真展開催に先立ち、認定こども園に「みどりのカーテン」 

の撮影をしてきました。 

各園では子ども達が、毎日水遊びをしながら楽しんでゴーヤ

に水やりをして、収穫した実は園の給食に出されたそうです。 

「今年はマニュアルに忠実に育てたので、しっかりみどりのカー

テンに茂りました」と、くらやま認定こども園の先生のお話でし

た。 

 

 

みどりのカーテンに関心のある方は、

来年は講座に参加して、ぜひチャレンジ

してください。 

 

 

 

 

 

 

●交野の水道水から学ぶ！～ベンガラ染め体験～ 

８月に開催企画していましたベンガラ染め体験は、新型コロナウイルス第５波の影響により、中止しま

した。 

11月に改めて開催します。今回は平日開催のため、大人対象です。皆さんのご参加お待ちしています。 

交野の水道水の浄水工程から出る汚泥は、通常大阪湾まで運んで処分しています。その汚泥を有効活

用するベンガラ染め体験講座です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：１１月１６日（火） １０：００～ 

場所：交野市役所別館 3階 中会議室 

対象：交野市民 

講師：小渕 裕さん 

（ベンガラメーカー古色の美） 

申し込み：１１月２日（火）～ 

参加費：500円 

定員：20名 

［広報かたの１１月号掲載予定］ 

交野の水道水から学ぶ！～ベンガラ染め体験～ 

こども園のゴーヤのカーテン 
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まちづくり部会 

１０月２４日（日）『星田妙見宮へ自転車散歩＆いも掘り』

を開催します。 

河内磐船駅前南側ロータリーから、私市方面を通り、星田

妙見宮へ。 

この星田妙見宮は、まちづくり部会で作成した自転車安全

のポスターにも掲載している神社です。 

 

 

１１月２３日（火）［祝日］は『自転車散歩&みかん狩り』を 

予定しています。 

コロナ禍ですので、午前中のみの開催です。 

広報かたの１１月号で募集します。 

 

 

エネルギー部会 

●廃食油比率を高めたディーゼル発電機  実証試験機視察報告  

《視察概要》 

２０２１年９月２９日 東近江市 あいとうエコプラザを訪問し、ここで行わ

れている廃食油の燃焼比率を高めたディーゼルエンジン発電機の実証試

験を視察。今回収集した情報を以下に述べます。 

（１）５０ＫＷクラスの廃食油５０％、軽油５０％の混合燃料を利用する 

ディーゼルエンジン発電機は以前からあった。 

（2）現在、廃食油 70％まで高めることができた。〔バイオディーゼル  

オイル 25％、軽油 5％（起動、停止時のみ使用）〕 

（3）ディーゼルエンジンは運転時間 500時間で、分解点検を行う。  

工場に持ち込んで、内部の分解掃除を実施。エンジン内部には 

異常は認められなかった。 

右図は、その発電機の外観を示す。 

  

《所感》 

（1）このクラスの廃食油ディーゼルエンジン発電機は、すでにＡ社から発売されているが、かなり高価。 

（１０００万円を超えるようだ） 

（2）今回の実証試験結果を応用した商品販売は２０２３年ごろになるようだ。 

（3）病院などの非常用発電機として使用するには、まだリスクがかなりあると思う。 

まず、リスクの少ないグラウンド夜間照明電源などに採用するのがよいと考えられる。 

                                            （HI） 

廃食油燃焼比率を高めた 

ディーゼルエンジン発電機 
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運営委員会を下記のとおり開催しました 

日時 場所 主な議題 

２０２１年７月５日（月）  １３：３０～ 市役所別館３階 中会議室 

（１）第二次交野市環境基本計画について 

（２）里山大好きウォークラリー2021 

2０２１年８月２日（月）  １３：３０～ 市役所別館３階 中会議室 

２０２１年９月６日（月）  １３：３０～ 市役所本館２階 第１会議室 

２０２１年１０月４日（月） １３：３０～ 市役所別館３階 中会議室 

        

会議日程（２０２１年） 
〈運営委員会〉 〈自然環境部会〉 

１１月１日（月） １３：３０～ １０月２１日（木） １３：3０～（交野しぜんしらべたい） 

１２月６日（月） １３：３０～ １１月４日（木） １３：３０～ 

 １２月２日（木） １３：３０～ 

〈エコ生活部会〉 〈まちづくり部会〉 

１０月１４日（木） １０：００～ １０月１４日（木） １３：３０～ 
 

イベントカレンダー 
広報かたの１０月号掲載 

交野しぜんしらべたい １０月１４日（木）９：３０～ 小久保川沿い 

自然を学ぼうシリーズ １０月１７日（日）９：３０～ 道端の草花観察会  免除川沿い 

里山ボランティア募集 １０月２０日（水）９：３０～ 里山整備（奄山ふれあいの森） 

未来の里づくり講座 １０月２３日（土）１０：００～  
「交野の自然」「里山保全のお話し」 

市役所別館 中会議室 

サイクリングルート探検隊 １０月２４日（日）９：３０～ 
星田妙見宮へ自転車散歩 

＆いも掘り 

広報かたの１１月号掲載 

交野しぜんしらべたい １１月１１日（木）９：３０～ 倉治公園～白旗池 

交野の水道水から学ぶ！ １１月１６日（火）１０：００～ ベンガラ染め体験 

里山ボランティア募集 １１月１７日（水）９：３０～ 里山整備（奄山ふれあいの森） 

自然を学ぼうシリーズ １１月２１日（日）９：３０～ 作って遊ぼう（星田ふれあいの森） 

サイクリングルート探検隊 １１月２３日［祝日］１０：００～ 自転車散歩＆みかん狩り 

未来の里づくり講座 １１月２７日（日）１０：００～ 
竹林整備 道具の使い方等 

（星田ふれあいの森） 

里山大好きウォークラリー２０２１ １１月２８日（日）９：45～ 星田園地 

 

コロナウイルス感染予防のため中止・延期する場合があります。 

ＨＰで確認または事務局までお問い合わせください。 

交野みどりネットＨＰ『イベントのお知らせ』でご確認ください。 

交野みどりネットＨＰ http://midorinet.main.jp 

 

http://midorinet.main.jp/

