↓プランターで飾られた駅周辺

↑「吹奏楽団 Stage」の演奏

この会報でも過去 2 回取り上げた｢樟葉駅前を面白くするワ-クショップ｣ですが、4
回に渡るワークショップを行い、3 月 15 日に｢樟葉駅前を面白くするイベント｣を開催
しました。
このイベントは、ワークショップで出された活用策の一つの試みとして、地域コミ
ュニティの活性化と交流促進を目的に取り組んだものです。
小中学校や幼稚園、ＰＴＡなど 26 団体が育てた 535 個もの花のプランターを樟葉駅
前に飾りつけたのをはじめ、18 団体･グループが南京玉簾やコーラス、ダンス、和太鼓、
ジャグリング、吹奏楽などのパフォーマンスを
披露し、会場を盛り上げました。
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同時に、駅周辺の交通環境の改善についても
ＰＲを行い、アンケートを実施しました。
今回のイベント開催に向けて、会員をはじめ
とする延べ 500 人を超える地域の人たちの参加

ョップを開催し、樟葉駅前広場の活用の仕方や
交通問題などを検討していきます。
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路線バスで名所旧跡を巡る「バスのってス
タンプラリー 枚方・交野桜めぐり」を、4
月 11 日（土）に開催しました。このイベン
トは、環境にやさしい公共交通の利用促進を
目的に開催しているもので、7 回目を迎える
今回は、枚方・交野の桜の名所を巡るコース
設定で行いました。

【スタンプポイント】
▼秘密ポイント(天野川)、▼百済寺跡公園、▼百済王
神社、▼水面廻廊、▼以楽公園、▼桜公園、▼大阪府
警察学校、▼機物神社、▼免除川(長法寺小学校ＰＴ)、
▼免除川(ウグイスヤＰＴ)、▼妙見河原、▼星田妙見
宮、▼傍示川、▼住吉神社、▼山野酒造

岡東中央公園に集まった参加者は、松村先生のお話（高速道路 1000 円につられて倉敷に行ったとし
たら、公共交通利用で行く場合に比べ安いが、排出したＣＯ2 量をその以後のエコ行動で回収しようと
思うと、毎日エコバッグを持って買い物に行っても 20 年かかる等）を聞いた後、江崎グリコ提供のポ
ッキーを持ち、夏日の中、出かけて行きました。最低 4 か所を回りゴールの山野酒造でガラガラ抽選を
行いました。景品は、京阪バス及び京阪電車に提供して頂きました。
アンケートでは「面白かったですか」の問に、92%の人が
面白かったと答え、また「これからもっと公共交通に乗っ
てみようと思いましたか」の問いに「思った」「とても思っ
た」を合わせて 89%になりました。
参加者数は 143 人（大人 120、子供 16、幼児 7）でした。

岡東中央公園（竹内脩市長挨拶）

バスとまちのお話（大阪大学大学院松村暢彦准教授）

枚方市駅南口津田駅行きバス

秘密ポイントは天野川
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機物神社

警察学校

免除川(長法寺小学校ポイント)

妙見川原

住吉神社

星田妙見宮へ

山野酒造利き酒

山野酒造ガラガラ抽選会場

3

2 月 7 日（土）
、メセナひらかた会館で「ひらかたエコフォーラム 2009」を開催しました。この
「ひらかたエコフォーラム」は、環境問題を「地域とともに考えよう、取り組みを広げよう」とい
う目的で開催しているもので、今年で 3 回目の開催となります。
今回は「取り組もう環境保全！ 発揮しよう“地域力”」をテーマに、校区コミュニティに加え、
市内でよりよいまちづくりを目指し活動している団体やグループ、個人の方々を広く対象とし、約
200 名の参加者がありました。
市長から表彰状を授与
される学校の代表者

午前の部では、環境表彰と環境活動の取組み発
表を行い、市内で熱心に環境活動に取組んでいる団
体・事業者、学校園を表彰しました。
午後の部では、シンポジウムをはじめ、市民活動
団体等によるブース・パネル展示を行いました。

基調講演では、京都大学大学教授の植田和弘氏
に｢持続可能なまちづくりと地域力｣というテー
マでお話し頂きました。環境問題がこれほどクロ
ーズアップされ､特に深刻な問題である地球温暖

【環境表彰受賞】
あんずの会

花の愛好会

化には、地球規模で取り組まなければならないと

伊加賀西町 B 地区子供会

氷室台クリーンクラブ

言われながら、なかなか進まず行動へと移せない

大阪友の会枚方方面

穂谷区

丘二

レストタウン・フラワーロード

楠会

甲須地区自治会

のは何故なのか? その疑問に明確な答えがあり
ました。その訳は…。やはり「身に降りかかって
こないと」ということなのでしょうか。しかしそ

佐藤敞三、佐藤千鶴子

うは言っておられません。誰もが出来ることから

ジェイズ事務局

行動に移し取り組んでいくことが重要です。その

【学校園環境表彰受賞】

ためには、具体的に、分かりやすく問題を提示す

優秀賞

奨励賞
蹉跎幼稚園

殿山第一小学校

山之上小学校

平野小学校

交北小学校

中宮中学校

枚方第二中学校

招提中学校

津田中学校

パネルＤＣの様子

香里幼稚園

ることが大事だと、改めて認識させられました。

【緑のカーテンコンテスト表彰受賞】
優秀賞
西森眞知子
特別賞
亀井憲一

奨励賞
続くパネルディスカッションでは、それぞれ立

労住まきのハイツ植栽委員会

場や取り組み内容の違う 4 人の方々に、地域での

アイデア賞
㈱くらこん

活動を通してのお話をして頂きました。ちょっと

巽正和

したきっかけや、出来事で、そこに思いがあれば、
取り組みの輪が広がっていくということに気づ
かされ、今後に向けて力強いものとなりました。
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ブー ス 展示 を 見学
する参加 者

出展団体は、それぞれの環境活動の紹介、成果品
の展示等を通して、環境活動の啓発に努めました。
出展団体と出展内容は下記の通り（順不同・敬称略）
。
【ブース・パネル展示（24 団体）
】
天の川を清流にする会

枚方・ＬＲＴ推進会

エコ手づくりの会楽々ひろば

枚方市水道局

ＮＰＯ法人里山倶楽部

枚方市立消費生活センター くらしのリーダー

ＮＰＯ法人ひらかた環境ネットワーク会議

枚方市 環境保全部 環境総務課

大阪ガス㈱

枚方ハイツ ボランティア部

関西電力㈱

大阪友の会 枚方方面

香里園協和会

香里幼稚園

御殿山竹遊会
全労済大阪府本部共済ショップ枚方
司電機産業㈱
長尾まち美化委員会
西牧野ＥＭ野菜づくりグループ

蹉跎幼稚園
交北小学校
山之上小学校
枚方第二中学校
津田中学校

天の川を清流にする会

御殿山竹遊会

エコ手づくりの会楽々ひろば

「枚方市地球温暖化対策協議会」が設立
～事業者と枚方市が地球温暖化対策に取り組む～
「枚方市地球温暖化対策協議会」の設立総会が、4 月 21 日にラポールひらかたで開催されました。
この協議会は、枚方市内の事業者と枚方市が地球温暖化対策を議論・実践するための組織で「地球温
ラポールひらかたで開催された設立総会

暖化対策の推進に関する法律第 26 条」に基づ
いて設立されたものです。
今後、各事業活動や製品・サービスを通じ
て排出される二酸化炭素への対策を図ると同
時に、各主体が単独で行うことが困難な取り
組みについて推進していくとのことです。
ひらかた環境ネットワーク会議では、この協
議会と地球温暖化対策について連携していく予
定です。
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外出する時、移動手段にあなたは何を使います

しんどいなどの理由で、ついついマイカーを使っ

か？

てしまいがちです。そんな時便利なのがレンタサ

徒歩だったり、自転車を使ったり公共交通を利

イクル！

用したりと、行き先によっても違いますが、車で

残念ながらどこにでも設置されているわけでは

移動される方もたくさんいらっしゃると思いま

ありません。

す。

今回は、京阪牧野駅で試行されているレンタサ

｢駅まで遠いから｣「駅から目的地まで遠いから」

イクル事業「ひらリン」を体験してきました。

と、理由は色々あると思いますが、歩くのが面倒、

かけは気持ちのいいも
のです。
温暖化防止のために
も、マイカーの利用を控

レンタサイクルステーション

切って、自転車でのお出

レンタサイクルがある牧野東自
転車駐車場

これからの季節、風を

牧野駅から
館に到着

えて、自転車や公共交通
の利用を心がけたいで
すね。そのためにもこう
もっと整備されるとい
いのですが…。
穂谷川の堤防を気持ちよくサイクリング

試行期間：4 月 1 日～（年中無休）
貸出返却時間帯：午前 6 時～午後 9 時
貸出返却場所：市営牧野東自転車駐車場 TEL０７２－８５７－５９９１
料金：1 回 200 円（翌日午前 10 時まで）
問い合わせ：（社）枚方市シルバー人材センター事務局

TEL０７２－８４４－２９０１

【ひらりん導入検討会】
運営：
（社）枚方市シルバー人材センター
協力：枚方市、ＮＰＯ法人ひらかた環境ネットワーク会議、枚方エコサイクル
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分ほどで中央図書
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したレンタサイクルが

昨年の 10 月から、枚方市学習環境整備ＰＦＩ事業の委託を受け、環境教育サポート部会で事業
への取り組みが始まりました。
具体的な事業内容は「空気調和設備の省エネ運用企画支援業務」「学校版環境マネジメントシス
テムに対する支援業務」
「環境学習等の開催支援業務」の 3 つの業務から構成されています。
業務の遂行にあたり、サプリ村野にあるひらかた環境ネットワーク会議の事務所内に、専用のパ
ソコンやプリンターを設置するとともに、環境教育サポート部会内で事業専属の担当者を決めて業
務に従事しています。
環境学習に使用する太陽光発電の噴水装置

パソコンで作業をするＰＦＩ事業担当者

ＴＶが映る自転車発電装置に挑戦

自転車発電装置の仕組みをやさしく解説

ＰＦＩ（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは!?
公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う
新しい手法で、民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等
が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業についてこの手法で
実施します。我が国では、
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(Ｐ
ＦＩ法)が 1999 年 7 月に制定されました。
（内閣府 民間資金等活用事業推進室（ＰＦＩ推進室）ホームページより）

7

平成 21 年度 通常総会のご案内
平成 21 年度の通常総会を下記の通り開催
します。何かとお忙しいとは存じますが，ご
出席賜りますようよろしくお願いいたしま

映画「KIZUKI」自主上映会を開催します

す。会員には、5 月中旬に案内と議案書を発

昨年、北海道洞爺湖サミットでも上映され、

送します。

話題となった作品を枚方でも上映します。

日時：5 月 30 日（土）

【監

午後 1 時 30 分（受付開始）、午後 2 時（開会）

督】瀬木 直貴

場所：メセナひらかた 6 階 大会議室

【キャスト】中村大地、中嶋朋子、鶴見辰吾、
峰岸徹、遠藤久美子、松尾寿政、屋良学、EIJI、

【当日予定プログラム】

藤木勇人、吉村実子、今井雄太郎、奈美悦子、

■総会（午後 2 時～）

若村麻由美（友情出演）

※会員のみ参加できます

【ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ】坂本龍一、野口健、服部幸應、

■記念イベント（午後 3 時～）

大桃美代子、王理恵、高橋義希ほか

※会員以外の方も参加できます
・基調講演(1 時間) ：

【開催日時】７月 30 日（木）

講師：加藤潤三氏（大阪国際大学講師）

①午前 10 時 30 分～、②午後 2 時 30 分～ 、

テーマ：「広がってる！? 環境の輪」

③午後 7 時～
【会

場】枚方市市民会館大ホール

【料

金】一般 1000 円（前売 800 円
）、中

～なんでだろう？ どうしてかな？
広がらないそのわけは?～
・ミニミニワークショップ（1 時間
）：

学生以下 500 円（前 売 800 円）
、障がい者とそ

「さぁ！みんなで考えよう！」

の同伴者 1 名 500 円（前売 500 円）、65 歳以

～こうしたら? こんなこともやってみよ

上 800 円（前売 800 円）
、小学生未満無料

う! こんなことが足りないよ～

編集後記
職員が二人同時に退職するという事態を迎え、
事務局業務の代行やエコフォーラムの開催、総会
に向けての準備と、この 2 か月あまりがバタバタ
の内に過ぎてしまいました。
特に会報誌発行という慣れない業務は、本当に
骨の折れる仕事でした。ＫＴさんの大きな働きで
何とか“春号”として 4 月中に発送する事ができ
てほっとしているところです。次回夏号の発行に
向け、直ぐ準備にかかり、次回はゆとりを持って
発行が出来るようにしたいと思っていますが、さ
てうまくいきますかどうか…。
ぜひ会員の皆さんもご意見ご感想を事務局まで
お寄せください。
（丸井 記）
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