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平成 26 年度（2014）
NPO 法人エコネット近畿
スケジュール(案)
次年度の事業計画は総会で正式

http://cleanup.econetkinki.org

2014 年 新たなステージへ
本年もどうぞよろしくお願いします

決定となりますが、より多くの会員・

第 9 回近畿の環境団体情報交流会のご報告

会員団体のみなさまにご参加いた

2013/6/22 ＠大阪大学中之島センター

だけますよう事務局(案)をお伝えい
たします。ぜひとも日程のご調整を

わ く わ く が 社 会 を 変 え る 「 キ ラ リ ！ 環 境 系 NPO フ ォ ー ラ ム 」

お願いいたします。

～私たちが目指す明日を見つめ＊つくるために～

■平成 26 年度通常総会

近畿各地で活動している”旬“の環境団体 27 団体にお集まりいただき、

2014/5/24（土）

エネルギー、がっこう（環境教育）、地域（生物多様性・自然保護）食と

会場：大阪市総合生涯学習センター
総会記念講演を予定しています。

■第１０回 情報交流会

農、くらし（ゴミ・リサイクル）の 5 分野にわかれ発表いただいたほか、実
行委員や当日スタッフとしてもご協力いただきました。また、参加者は関
心あるテーマの発表を自由に移動しながらお聞きになり、団体応援寄付
投票をして頂くなど新しい試みも取り入れての開催となりました。また、

2014/6/1４（土）・15（日）

（学）大阪コミュニケーションアート専門学校のみなさんが、当日スタッフ

奈良県にて１泊２日の予定

のほかワークショップにも参加してくださり、異なる世代間の意見交換の

■第１０回 助成金セミナー

2014/11/15（土）予定
会場：奈良県

■エコネット・カフェ
毎月１回＠エコネット近畿事務所

場づくりに大きく貢献してくださいました。
総合コーディネーター近畿大学総合
社会学部教授の久隆弘氏の、交流会
の名の通りできるだけ多くの方と交流
し情報を持ち帰る、共感を覚えた
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【2014.1 月号】

方との出会いやつながりを創造する場にとの主旨説明どおり、数か月を
経て互いの活動見学や意見交換へ発展したとのお知らせがありました。

エコネット近畿の 2013 年
＜２ 月＞
「環境フェスタ in 交野 2013」出展
＜３ 月＞

第 9 回環境市民活動のための助成金セミナー
2013/11/23 ＠おおさか ATC グリーンエコプラザ ビオトーププラザ

「第１回エコネット・カフェ ボスボラス海
峡トンネル鉄道プロジェクト」
「第３回仲間づくりフォーラム」
＜４ 月＞
「第２回エコネット・カフェ 環境ボラン
ティアとしてのキャリアデザイン」
＜５ 月＞
「第３回エコネット・カフェ 植物の声を
聞きましょう」
「平成２５年度総会・総会記念講演」
＜６ 月＞
「第４回エコネット・カフェ みなさんに役
立つ法的なものの考え方」

助成金セミナー 会場のようす

「パナソニック松愛会 社会貢献活動説
明会/まるごと爽健」発表

第１部は、NPO 法人イービーイング理事長 井上健雄氏に助成団体や

「第９回 近畿の環境団体情報交流会」

行政との連携の在り方や団体の資源、持続的な経営についてご講演頂

＜７ 月＞

き有意義なものとなりました。第２部では、助成団体６団体による

「第６回水辺の匠」パネル展示で参加

制度説明や採択事例などをご説明いただいたほか、個別質問会の場で

＜８ 月＞

参加者から助成団体担当者へ疑問点を直接ご質問いただきました。

「第５回エコネット・カフェ 朝日ビルビデ
オ 伝統の継承と進化」

近畿２府４県より３８団体４７名の参加でした。

＜９ 月＞

（大阪府下団体は全体の６６％）

「SMBC フレンド証券 CSR 活動クリー
ンアップデー」 コーディネート

＊「2013 年度版 環境分野助成
団体一覧」ご希望の方は事務局

「助成金勉強会」

個別質問会

まで＊

「第６回エコネット・カフェ お酒のラベル
を正しく読もう」

「近畿の環境団体情報交流会」「環境市民活動のための助成金セミナー」は、
一般財団法人セブン-イレブン記念財団の助成を受け開催いたしました。

＜１０月＞
「水都おおさか森林の市」出展
「第７回エコネット・カフェ 助成金セミ

＊お 知 ら せ＊
NPO 法人エコネット近畿 Facebook ページができました。

ナーを１２０%活用していただくために」
＜１１月＞

フェイスブックでは、助成金情報、開催行事の告知、開催報告をお伝

「第９回 環境市民活動のための助成

えしています。会員からお寄せいただいたイベント情報は優先的に掲

金セミナー」

載いたしております。ぜひご活用ください。

http://www.facebook.com/econetkinki.org
エコネット近畿 検索
２

＜１２月＞
「ごみを調べて遊べる川をつくりましょう
調査型クリーンアップ講習会」
「第８回エコネット・カフェ 中国のチワン
族のお正月」
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(続き)

[2014.1 月号]

～きれいな水辺でつながろう～

近畿の河川クリーンアップ活動

ごみを調べて遊べる川をつくりましょう
調査型クリーンアップ講習会

SMBC フレンド証券
クリーンアップデー

2013/12/8 ＠淀川河川敷 海老江

2013/9/13 ＠大川 毛馬桜之宮公園

SMBC フレンド証券様は、毎年入社予定の学生の
みなさんの研修＆CSR 活動として、クリーンアップ
活動を行っておられ、今回
多数団体のみなさんにご協
力いただき CSR 活動支援
を行いました。
都心の河川敷ではタバコの
吸い殻、花火、風船、ポリ袋
の破片が多く、また川の中
の自転車を引き上げるなど
2013 年 9 月の大雨は、近畿各地で大きな被害をも
らたらしました。新淀川でも河川敷に多くのごみが打
ち寄せられるなか、この地域で長く活動されている

もう一息…！

総勢 90 名あまりで時間一杯ごみを拾いました。
回収ごみは、家具を含み 75L 袋 3 袋になりました。

NPO 法人ゴミンゴ・ゴミ拾いネットワークさんにご協
力いただいて調査型クリーンアップ講習会を開催い
たしました。この日がボランティア初参加という方から
日頃から大学の研究室でごみ調査をされている方
まで 20 代の学生さんを中心に 17 名のご参加があ
りました。
（参加者の声）
〇調査するといろんなゴミがあることがわかりました。

最高の笑顔

〇どんなごみがどこにどれだけあるか調べて対策を
考えければいけないと思いました。
〇はじめてのクリーンアップ活動だったのでごみの
多さに驚きました。しかし、ごみを片づけていくうちゴ
ミの量が減っていくのをみて達成感を感じました。
〇小さいごみが多いので大きいうちに拾わなければ
とおもいました。
NPO 法人エコネット近畿が 環境美化活動のために支援できること・・・・・
＜備品の貸出＞

のぼり 、火バサミ（100 本まで）、外来魚駆除用 もんどり

＜調査クリーンアップインストラクターの派遣＞ 国際海岸クリーンアップの調査の実施をお手伝いします。
調査クリーンアップをしたいがよくわからない、詳しく教えてほしいという場合はお知らせください。 3
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エコネット・カフェ
これからの

予 定

[2014.1 月号]

2014 / 2 /18（火）13：00～16：30

環境 NPO・企業と
行政の協働セミナー
開催予告
＠おおさか ATC グリーンエコプラザ

第 9 回「自然農から解き明
かす「食と健康」」
日時：1 月 22 日（水）
14：30～16：30

お話：森 賢三さん
（むずび・ねっと）
第 10 回「木質バイオマスエ
ネルギーの導入方法」
日時：2 月 25 日（火）
18：00～20：00
お話：大塚憲昭さん（株式
会社里山経済研究所）
第 11 回 DVD「シェーナウの
想い~自然エネルギー社会を
子どもたちに～」上映会
日時：3 月 19 日（水）
10：00～12：00
お話：中川慶子さん
（NPO 法人新エネルギーを
すすめる宝塚の会）

NPO と企業・行政

かつてとても遠い存在に思えた

３つが、互いの 強みを活かし地域社会を変える！

協働事例から学び、明日を拓く
【協働事例発表】
（環境 NPO より）NPO 法人尼崎 21 世紀の森、NPO 法人
里山倶楽部、ふれあいネットひらかた、市民・生ゴミリサイクル
プロジェクト、公益社団法人大阪自然環境保全協会、関西雨
水市民の会、森林ボランティア竹取物語
（企業より）あべのハルカス近鉄本店縁活運営事務局
関西テレビ放送
【対 象】環境 NPO,企業 CSR 担当、行政
など協働に関心のある方、
【参加費】一般 1000 円 会員 500 円（資料代として）
【定 員】50 名
【主 催】NPO 法人エコネット近畿
【協 力】公益財団法人大阪みどりのトラスト協会
ATC グリーンエコプラザ事務局
【お申込み・お問合せ】NPO 法人エコネット近畿 事務局
特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター
（愛称：NPO 法人エコネット近畿）
〒530-0041 大阪市北区天神橋 2 丁目北 1-14 天二ビル４F

会 場：エコネット近畿事務所
参加費：200 円
定 員：15 名

(地下鉄南森町駅、JR 大阪天満宮駅すぐ)
℡:06-6881-1133 fax：06-6949-8288

mail:jimukyoku@econetkinki.orｇ

ホームページ：http://econetkinki,org 、http//cleanup.econetkinki.org
フェイスブック http://www.facebook.com/econetkinki,org
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