チ ェックシート の内容つい て話し
↓
合う実行委員メンバー

↑ライトダウンキャンペーンで行った街頭でのエコチェック

今年度、ひらかた環境ネットワーク会議では、地球温暖化対策に重点を置き、活動しています。
6、7 月に、第 1 弾として行った「ライトダウンキャンペーン」に続き、第 2 弾は 12 月 13 日に「ひ
らかたエコチェックＤＡＹ」
、第 3 弾は今年度の総まとめとして来年 2 月 6 日に「ひらかた環境ま
つり」を行います。
地球温暖化問題は、持続可能な社会を維持していくためには避けて通れない大きな課題です。私
たちはこの課題に向き合い、いかに低炭素社会を構築していくか考えなければなりません。
第 2 弾として取り組む「エコチェックＤＡＹ」は、まずはその第一歩として、市民の皆さまにも、
日々の生活における CO2 削減を意識して頂く事を目的に開催します。
枚方市も、地球温暖化対策地域推進計画し策定し｢枚方市域で排出される二酸化炭素の量を 2012
年度には、2005 年度排出量から 17％削減し、1990 年度の排出量まで制限する｣という目標を掲げて
います。その目標達成に向けて市民と事業者（会社）と行政が、それぞれの立場で地球温暖化対策
に取り組む事が必要不可欠です。 ＜詳細は 3 ページに掲載＞
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地球温暖化対策事業の第 1 弾として、6 月 21 日(日)に｢夏至の日ライトダウン｣を、7 月
7 日（火）には｢七夕ライトダウン｣を行い、ライトアップ施設や事業所、家庭に対して、
午後 8～10 時に 2 時間の消灯を広く呼びかけました。今回は、各参加団体の取り組みの一
部をご紹介します。

ひらかたパークの大観覧車の消灯は、毎年恒
例になってきましたが、その他の企業も積極
的に温暖化防止対策に取組んでいます！！

ＪＲ学研都市線藤阪駅西南に位置する京
セラミタ㈱枚方工場では、6 月 21 日～7 月
7 日の期間中、午後 8～10 時まで工場ネオ
ンサインの消灯に取り組まれました。
ラ
↑イトダウンの様子

環境施設課の永田さんは、このイベント
を通して｢ライトダウンにより一時辺りは
暗くなりましたが、ライトアップに慣れた
私たち一人ひとりが、日ごろいかに照明を
使用しているかを実感する事ができまし
た｣と話していました。
また工場には、太陽光発電装置を設置し、
温暖化防止対策に取り組んでいます。

新型プリウスが好評のネッツトヨタ新
大阪㈱は、7 月 7 日午後 8 時より、枚方だ
けでなく、高槻や四条畷など全店舗のショ
ールームの消灯に取り組まれました。
営業本部の吉田宏さんは｢ ライトダウン
キャンペーンに参加して再度、各店舗におい
て昼夜を問わず電気の無駄遣いがないか等、
CO2 削減に取組んでいます｣と話していま

した。
また、毎月「早帰りデー」を設定し、全社
で早帰りを推進しています。
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エコチェックシートは11月より
地域の生涯学習市民センター、各図書
館、市役所（環境総務課3Ｆ）で配布予
定。ホームページからも見られます。
エコチェックＤＡＹでは温暖化対策を身近な自分の
生活の中で意識してもらうために、エコチェックシート
の「部屋を出るときは明りを消す」などの10項目にチャ
レンジしてもらいます。以前から意識している人も今か
ら始める人も自分の生活に目を向けるきっかけにして

郵送、ＦＡＸなどでシートについて
いるはがきを送ると、抽選で豪華賞品
も当たります！！
ホームページからの応募もでき
るので11月になったらＨＰを
チェックしてね。

くださいね。
たくさんの人に参加してもらいたいので、是非、一人
ではなく、ご家族やお友達とご一緒にエコチェックシー
トを手にチェック項目にチャレンジしてください！

たくさんの人にエコチェックシートを手にとっても
らいたいので、配布・回収にご協力いただけると
助かります。数枚でもかまいません。友達や知り
合いに配ってくださる方、事務局までご連絡お待
ちしております。

一緒に下記の温暖化対策事業を盛り上げてくれる
ボランティアの方を募集しています。
地球温暖化対策第3弾は、今年度の地球温暖化対

■10 月 4 日“ひらかた NPO フェスタ”

策事業の集大成ともいえる｢ひらかた環境まつり

■11 月 8 日“ゴミ減量フェスタ”

2010｣です。

■11 月 22 日 映画“地球交響曲”自主上映会

2月6日(土)に枚方市民会館で開催し、環境保全
に取り組む市内学校園及び事業者、市民団体を表

■12 月 13 日“ひらかたエコチェック DAY”
■2 月 6 日“ひらかた環境まつり 2010”

彰する｢環境表彰｣と受賞団体の取り組み発表を実
施。その他にも楽しいイベントが盛りだくさん。

いつからでも参加して頂けま

地球温暖化対策に興味がある人はもちろん、興

すので、枚方のために何かしたい、

味がない人も楽しめる枚方最大級の環境のお祭り

または温暖化防止のために何かし

にしようと現在奮闘中です。

たいと思っている方、興味のあ

詳しいイベント内容は、1 月号でお伝えします。
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る方は是非、事務局までご連絡ください。

第
↑１回の講座の様子

枚方市では、平成 18 年度から教職員や
子どもたちが効果的に環境保全活動に取
り組むため独自の学校版環境マネージメ
ントシステム（S-EMS）を市立の幼稚園と
小学校、中学校に導入して、環境教育活動
の仕組みづくりを整えるとともに、環境保
全への取り組みを進めています。
ひらかた環境ネットワーク会議では、
S-EMS を推進する環境教育サポーターを
育成するために、平成 17 年度より毎年｢ひ

らかた環境くらわんか塾｣を開講しています。
講座内容は、枚方市の環境教育の現状や環境保全の取り組み及び学校での取り組みや、環境教育サ
ポーターの実際の活動について学ぶものです。
塾修了者は環境教育サポーターとなって、枚方市長の依頼を受けて市内の学校における取り組みの
審査や環境教育の出前授業などを担う事が望まれています。

等の情報交換・実践の交流の場として発展していけたらと思い
ます。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

参加者の声…“環境の為に何かしたい”
“枚方の環境をよ
くしたい”と思っている人には、大変いい塾だと思います。
環境サポーターとなって、子どもたちに「当たり前だと思
うことが当たり前じゃない」ということを伝え、子どもの
うちから環境を思いやる生活を身に付けていく必要があ
ると強く感じています。
（宮村さん・磯島元町在住）
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くらわんか塾責任者：

ろんのこと、講座を通じて、実際の各々の日ごろの活動・想い

永田 正純

ひらかた環境くらわんか塾がサポーターを育成する場はもち

駅前広場の地図を前に交通処理問題につい
↓
て話し合う参加者

くずは駅前広場を活用して、地域コミュニティ
の交流促進、活性化を図ろうと、昨年から実施し
ています。今年度は、
「IKIIKI くずは駅前ワーク
ショップ」と名称を変え、6 月からチラシにてメ
ンバーの再募集を行い、新たなメンバーを加えて、
樟葉駅前の利活用について話を進めています。
7 月 18 日のワークショップでは、今年度も平
成 22 年 3 月にイベントを行おうと、検討を進め
ました。道路使用許可など行政との調整が課題の
一つとなっています。

また、樟葉駅前ロータリーや周辺道路の交通処理問題については、参加者間で 2 班に分かれ、大
よその縮尺図面の上に、車両模型を配置しながら、現状の問題点等を出し合いました。

ひらかた環境ネットワーク会議では、環境
省の「エコポイントの活用によるグリーン家
電普及促進事業」（エコポイント制度）に申
請を行い、“環境寄付対象団体”に採択され
ました。
｢エコポイントの活用によるグリーン家電
普及促進｣は、地球温暖化防止、経済の活性
化、地上デジタル放送対応テレビの普及を目
的として、省エネ性能の高い電化製品を購入
された方が、一定のエコポイントを取得し、
これを使って様々な商品と交換できるよう
にする仕組みです。
ポイントは、商品交換だけではなく、環境団体への寄付もできます。「ひらかた環境ネットワーク会議」
をポイントの交換先に指定頂くと｢枚方市地球温暖化対策事業｣に活用することができます。商品に交換し
て残った半端なポイントでも結構ですので、ぜひ枚方の温暖化対策事業のためにご協力ください。
※詳しくは、グリーン家電エコポイント事務局公式ホームページ（http://eco-points.jp）をご覧頂
くか、当事務局までお問合せください。
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3 時に穂谷川清掃工場で開催されます。
このイベントは、焼却ごみの半減を目標に、ごみの現
状と問題を｢楽しく｣｢わかりやすく｣知ってもらうため、
枚方市が毎年開催しているものです。

昨年のごみ減量フェア
↓

｢2009 ごみ減量フェア｣が、11 月 8 日午前 10 時～午後

ひらかた環境ネットワーク会議では、今年はじめてこ
のイベントに参加し、エコチャックＤＡＹのＰＲ活動や
自転車発電など温暖化防止対策の啓発活動を行います。

市長と活発な意見交換
↑

運営委員会は、8 月 27 日午後 4 時から一時間半、
当事務局にて、竹内脩枚方市長との｢意見交換会｣を開
催しました。
意見交換会では、市長の地球温暖化対策についての
考えや、
ひらかた環境ネットワーク会議の役割や協働
のあり方について意見交換を行い、理解を深め合うこ
とができました。
この意見交換会での成果を生かしながら、今後も枚
方市と連携し、
地球温暖化対策事業に取り組んでいき
ます。

初めまして、正阿彌崇子（しょうあみ たかこ）です。8月より事務局で働
いております。今まで環境保全に関しては、海外を中心に活動して参りまし
た。1年半前に青年海外協力隊の任期を終え、帰国してからは生まれ育っ
た日本を軸に更に環境保全に取り組んでいきたいと活動しています。ひら
かた環境ネットワーク会議は枚方という地域に根ざし、行政・事業者・市民
の枠を越え、個人や団体が環境保全をキーワードに交流・連携する場を提
供するという意義深い事に力を入れておられます。その活動に賛同し、微
力ではありますがネットワーク会議の活動に貢献したいと思っております。
私はどんなに有意義なことでも「楽しくなくっちゃ続かない」と思っていま
すので、会員の皆さまと楽しく共に活動していきたいです。是非、事務所に
お越しの際はお声をおかけください。お待ちしております♪
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歴史ある美しいまち｢ひらかた｣を次世代に残
すため、枚方市で毎年行われている｢天の川大清
掃｣に、今年もひらかた環境ネットワーク会議が
参加することになりました。多くの会員の皆さま
のご参加をお待ちしています。

映画『地球交響曲(ガイアシンフォニー)』と

【日時】11 月 14 日（土）※雨天時は 15(日)に延期

は、イギリスの生物物理学者ジェームズ・ラブ

午前 9 時 45 分受付開始、10 時開式

ロック博士の唱えるガイア理論、
「地球はそれ自
体がひとつの生命体である」という考え方に基

【集合場所】参加申込者にお知らせします。

づき、龍村仁監督によって制作されたオムニバ

※参加申し込みは、ひらかた環境ネットワーク会

スのドキュメンタリー映画シリーズです。

議事務局まで。

【登場人物】ジャック・マイヨール（海洋冒険
家）
、14 世ダライ・ラマ法王（チベ
ット仏教）
、フランク・ドレイク（地
球外文明）
、佐藤初女（森のイスキ

～クイズで「ひらかた」大発見！～

ア）
【日時】10 月 17 日（土）9 時～16 時

【声の出演】木内みどり、榎木孝明、中村嘉葎

【集合場所】枚方市役所横の岡東中央公園（枚方

雄（友情出演）
、三國連太郎（友情

市駅下車）

出演）

（詳細は同送のチラシにてご確認下さい）

【日時】11 月 22 日（日）午後 2 時
【場所】枚方市市民会館大ホール
【チケット】一般：1,000 円（前売り 800 円
）、
中学生以下、障がい者（同伴者 1
名）：800 円（前売り 500 円）、 小

ひらかた環境ネットワーク会議では、ひらかた

学生未満無料

ＮＰＯフェスタに参加し、エコチェックＤＡＹの

【チケット販売場所】

ＰＲ活動や自転車発電など温暖化防止対策の啓
発活動を行います（イベントの詳細は、8 ページ

枚方市市民会館、市民ふれあいセンター、

の団体紹介コーナーをご覧ください）。

ひらかた環境ネットワーク会議事務局（サプ
リ村野内）
。
また当事務局にて、月～金曜の 10 時～16 時

このコーナーの情報に関する申し込み、お問
い合わせは、ひらかた環境ネットワーク会議
事務局までご連絡ください。

電話・ＦＡＸ（072-847-2286）予約受付中！!

☎０７２・８４７・２２８６

会員数 191 名：正会員 168 名（個人 136、非営利団体 20、営利団体 12）
賛助会員 23 名（個人 022、非営利団体 01、営利団体 00） ※平成 21 年 9 月 31 日現在
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特定非営利活動法人 ひらかた市民活動支援センター
理事長：植田 奈保美
連絡先：電話 072-805-3537

FAX072-805-3532

昨
↑年のひらかたＮＰＯフェスタ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

E メール info@hirakatanpo-c.net

「講座・講演」事業、団体の運営面での「相
談・コンサルタント」事業があります。その他、
男女共同参画社会作り支援事業、枚方市ＮＰＯ
活動応援基金事業、留守家庭児童会室市民参画
事業等、市の委託事業も行っています。また、

一年に一度開催される「ひらかたＮＰＯフェ
スタ」では、センターに登録している団体が、

特定非営利活動法人ひらかた市民活動支援
センターは、枚方市において市民活動が盛んに
なり、多くのＮＰＯが生まれ育ち、自立した市
民による新しい市民社会が実現することを目
指して活動しています。

発表・展示・バザー・体験などを通じて普段の
活動を紹介し、行政や企業、市民と交流してい
ます。今年は、10 月 4 日(日)午前 10 時から午後
4 時までの開催です。一日楽しめるイベントに、
ぜひ、お越しください。

2002 年 4 月から「ひらかたＮＰＯセンター」
を運営しています。当センターは、旧村野小学
校にあるサプリ村野に事務所を置き、枚方市周
辺のＮＰＯの支援をするための中間支援組織
として、様々な事業を行っています。
主な事業としては、会議室や備品を貸し出す
「場の提供」事業、団体の活動を紹介する「情
報発信」事業、ＮＰＯやＮＰＯ法人格などの

ひらかたＮＰＯフェスタ２００９
日時：10 月 4 日(日)10：00～16：00
場所：岡東中央公園、枚方市民会館周辺
☆当日はエコ活動にご協力を！
①マイ箸・マイ食器の持参（特典あり）
②資源ごみの回収（プルタブ、PET キャップ、
プリペイドカード等）
③ごみの分別
☆前日、当日のボランティア募集！

編集後記
総選挙では、民主党が圧勝し新内閣が誕生しま

ひらかた環境ネットワーク会議会報「環境ひらかた」第 23 号

した。日本も新しく変わっていくこと期待すると

平成 21 年 10 月 1 日発行（年 4 回発行）

ころです。

発行：（特活）ひらかた環境ネットワーク会議

さて、既にお気付きの方も多いと思いますが、

〒573-0042 大阪府枚方市村野西町番 1 号

この会報誌“環境ひらかた”も、今年度から今迄

サプリ村野内（旧村野小学校）

の４月号、７月号、10 月号、1 月号という呼び方

電 話 072-847-2286

を、季節感のある春号、夏号、秋号、冬号に改め

ＦＡＸ 072-847-2286

るとともに内容もより読みやすいものにするよ

Ｅメール jimukyoku@hirakata-kankyou.net

う努力をしています。

ホームページ http://www.hirakata-kankyou.net

皆さまからのご意見・提案大歓迎です。皆さま

発行責任者：丸井 晶子

と一緒にこの会報誌をよりよいものに出来れば

編集責任者：廣田 武司

と思っています。
（廣田 記）

この会報誌は古紙再生紙・ソイインクを使用しています。
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