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第１１回近畿の環境団体情報交流会

日程は変更の可能性があります。詳細はエコ
ネット近畿ホームページでご確認ください。

～近畿２府４県７０団体・９０名が意見交換～

■第３回 環境ＮＰＯスキルアップセミナー

100 団体の事例から、キラリ！を見つけて、ステップアップ

みんなの大問題 part2 広報力アップ♪

６月２６日(金)・２７日(土)１泊２日の日

見つかった」といった感想がよせられ、

8/25（火）13：00～17：00

程で、第１１回近畿の環境団体情報交

目的である「出会いの場」の提供にお

＠大阪市立総合生涯学習センター

流会を開催しました。交流会では、「エ

いて成果をあげることができました。

2015/11 企画力♪ 2016/2 資金調達力♪

ネルギー」「子ども（子ども対象の活動

また、すでに各団体間の交流がはじ

＊大阪市ＮＰＯ・市民活動企画助成事業＊

やプログラムを実施している）」「地域

まっており、今後近畿各府県の活動が

（里地・里山・里川・里海の保全活動や

点から面に広がって深化することが期

9/5（土）13：00～17：00

地域団体との連携など）」「食と農」「暮

待されます。

@宇陀市榛原総合センター(奈良県)

らし（ごみ・リサイクルや日常生活に密

【記事掲載】

接にかかわる活動）」の５分野の「分野

奈良新聞７月２７日朝刊１３面

「iPhone/スマホを使って簡単ムービー制作」

別・活動事例発表」（６０事例）と団体運

産経新聞奈良版７月２８日朝刊２６面

＠エコネット近畿 事務所

営での課題である「資金調達」「広報・

【参加者】９０名 （新規参加率 70％）

■第１１回 助成金セミナー

ＰＲ」「 人材育成」「 他団体との連携」

・会員３６名、一般４２名、学生１２名

11/21（土）・22 日(日)13：00～17：00

「企業との連携」の５テーマの「運営事

・地域別 大阪５１％、京都１８％、滋賀

＠尼崎市すこやかプラザ(兵庫県)

例発表」（１６事例）の紹介と意見交換

9％、兵庫９％、奈良６％、和歌山

＠天理市文化センター（奈良県）

が行われました。

４％、 その他(愛知、岐阜、青森）

■初めての助成金申請書の書き方セミナー

■エコネット・カフェ

（９月１６日）

＊セブン-イレブン記念財団 助成事業＊

■第２回 企業と行政の協働セミナー

本会では、環境分野との連携を求め
る福祉分野の団体、まちづくりを学ぶ

２０１６年１月（予定）

学生、行政や企業のご参加もあり、参

＊大阪府環境保全活動補助金交付事業＊

加者からは「異分野・他地域の事例か
らアイデアをいただいた」「連携団体が
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瀬戸内オリーブ基金 「新」制度説明会

エコネット・カフェ

2015/６/３（水）14：00

第２１回 「地域の美化活動」

@エコネット近畿事務所

あいにくの雨にもかかわらず、定員を超える 20 名のみなさんに
ご参加いただきました。

2015/４/２８（火）14：30

@エコネット近畿事務所

エコネット近畿最年少

「瀬戸内オリーブ基金」とは、有

会員の日本ボランティ

害産業廃棄物不法投棄事件で

ア研究会Ｅｎｔｉｅ

有名な瀬戸内海の小島「 豊 島事
、
件」の公害調停成立を機に

代表・堀井さんを案内

2000 年に設立。瀬戸内の環境保全、再生に関する活動を行う

ネット近畿事務所のあ

団体・個人に対して助成を行うほか、基金直轄プログラムも展

る北区天神橋商店街界隈の美化活動の実際についてお話

開しておられます。

いただきました。

まずは、基金担当者より基金設立の経緯や現在の取組つづい

ごみの種類では、他の地域と共通してタバコの吸い殻ごみに

て助成制度変更点（旧：随時募集→新：年 1 回募集、新たにス

加えて、飲食店の多いこの地域では「つまようじ」のポイ捨て

タートアップ助成を開始）をご説明いただきました。次に、「ひょう

が多いのが特徴だとのことです。

ご森の倶楽部」小笹氏に兵庫県川西市黒川地区の助成採択活

現在、地域のみなさんと、バラバラに美化活動に取り組む団

動事例をご紹介いただきました。 その際、基金担当者より、こ

体のマップづくりを計画中であることを話すと、長岡京市でコ

の案件が助成金採択に至った経緯や助成採択理由などが付け

ミュニティカフェを主宰する参加者から、地域マップ作成にあ

加えられ、１つの採択活動に対する両者のパートナーシップの

たってのノウハウを教えていただくなど、双方向の意見交換

形が明確化され、申請検討中の団体にとって大きなヒントとなり

の場となりました。今後どんなマップが出来上がるか楽しみ

ました。

です。

Ｆａｃｅｂｏｏｋなど助成採択事業の活動報告や
イベント情報を発信するツールの整備も必要

人にお迎えして、エコ

もう一息…！

第２２回 「南極へ行ってきました」
2015/6/２（火）14：30

@エコネット近畿事務所

他に、申請時の記入のポイントなど細かな部分もお話いただ
き、特に「情報発信手段の整備」が有る、又は予定していること
を強調されていたのが印象に残りました。エコネット近畿では、

最高の笑顔

今後も「助成金申請書の書き方」や「資金調達」についての出前
講座を開催するほか、１１月には「助成金セミナー」を開催予定
です。

昨秋から今春まで、南極に旅行された米道氏を案内人に南
極についてお話いただきました。
船内の様子や、ペンギンをはじめとする野生生物の営みな
ど、実際に白銀の世界を旅する気分に。しばし涼しいひと時
を過ごしました。

NPO 法人エコネット近畿会員になっていただくと…こんな特典が
＜会議スペースの貸出＞ 定員 15 人程度。プロジェクター、スクリーンの使用が可能。（有料）
＜広報協力・情報発信＞ 毎月 1 日・15 日にメールニュースを配信。Facebook、ＨＰでも会員情報発信中。
＜備品の貸出＞火バサミ（100 本まで） その他、各種セミナーに会員割引価格でご参加いただけます。
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助成金情報

エコネット近畿会員紹介 ①

ウォーターステーション琵琶の会（滋賀県大津市）
はじまりは、住民連携拠点のあり方を考えるワークショップから。

(公財)大阪ガスグループ福祉財団

大津市「南郷洗堰」にＯＰＥＮした施設「ウォーターステーション琵琶」で、住民連携拠点

「高齢者福祉助成」 2015/8/31 締切

のあり方というワークショップが開催された際、集まったメンバーが中心となり活動を開
始したのが 2004 年。6 年後、水環境保全、生態系保全、歴史・文化継承、防災…と異

しみん基金・こうべ「助成事業(一般)」

なる活動分野の多様な団体が集まって設立。毎年 7 月には、琵琶湖のヨシ笛演奏会や

2015/7/21～8/31

地域資源を使ったクラフト、食体験が楽しめる「水辺の匠」を開催。今年で 8 回を迎え、
連携の輪は国交省や地域の子ども会、学校、近隣施設へと広がって 4000 人が集うイ

(公財)日本フラワーデザイナー協会

ベントへと成長。地域巻き込み力絶大！！秘訣は、風通しのよさとたっぷりの意見交

「NFD one leaf fund」

換。「近畿の水がめを抱く地域に暮らす者」として環境を守り次世代へ繋ぐ「責任感」が

2015/8/31

根っこであるからかな？とも。積極的に県外の環境活動にも参加し、今や県境を越え淀
川下流域の団体とも交流がはじまっている。

国際生物多様性の 10 年日本委員会

【電話】090-5663-8086 【ＨＰ】http://www.water-station.jp/relation/biwaparty.php

（ＵＮＤＢ－Ｊ） 2015/8/31
「生物多様性アクション大賞 2015」

株式会社 JTB 「JTB 交流文化賞」
2015/8/1～9/15

助成金セミナー 会場のようす
(公財）大和証券福祉財団
「ボランティア活動等助成」

エコネット近畿会員訪問 ②

2015/8/1～9/15

ＮＰＯ法人ふれあいネットひらかた

(公財)緑の地球防衛基金

（大阪府枚方市）

「地球にやさしいカード」による助成事業

子どもからシニアまで 地域の居場所づくりをめざして。

2015/8/1～9/30

2005 年 6 月法人格取得。現在、食育・健康・学習の三本柱を中心に、子どもからシニ
アまでの食育料理教室や、体操・ヨガ、居場所づくりなど、地域に密着した多岐に渡る

公益信託サントリー世界愛鳥基金

活動を大阪府枚方市で展開している。設立当初は、シャッター商店街の空き店舗を活

「地域愛鳥活動助成」

用し地域活性化をめざしての「パン屋」経営も行っていたこともある。
個別質問会

「鳥類保護団体への活動助成」

現在は市内各エリアに多数点在する生涯学習センターや公民館を会場にそれぞれの

2015/9/1～9/30 当日消印有効

事業を進めている。各事業は、地域から公募した講師(会員)や市内に２つある大学の
学生ボランティアが担っているほか、企業から食材の提供を受けるなど、大学・地域・他

TOTO 株式会社「TOTO 水環境基金」

ＮＰＯ・企業と連携しながら企画・運営されているところが特徴。地元で開催されるフェス

2015/8/1～9/30

ティバルには、オリジナルメニュー料理を携えて広報活動にも余念がない。
【電話】090-2283-7625 【ＨＰ】http://www.shokuiku-station.com

(公財)関西・大阪 21 世紀協会
「日本万国博覧会記念基金事業助成事業」

2015/9/1～9/30

(公財)トヨタ財団
「国内助成プログラム」

２

2015/9/1～9/30
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エコネット近畿会員紹介③
平成 27 年度総会
＆
会員団体活動紹介

橋本ひだまり倶楽部（和歌山県橋本市）
～長年の森林保全活動と体験型自然環境教育の継続的取組で和歌山環境賞受賞～

5 月 23 日（土） 会員団体活動紹介なら
びに平成 27 年度総会を開催しました。
今期は役員の改選期にあたり、新理事 3
名を含む 17 名の理事と 2 名の監事が承
認されました。

平成１２年３月作成の「郷土の森整備基本計画」の趣旨に則り、橋本市運動公園「郷土

あらたな気持ちと体制で、今後の運営を進

の森及び郷土の森学習体験棟」を維持・管理。橋本市との連携で、地域文化・福祉向

めて参ります。

上に寄与するため設立。里山保全と小学生を対象にした自然環境学習活動を展開。

■会員団体活動紹介 (3 団体)

天空にそびえるツリーハウスと、おいしいご飯が炊ける「へっつい」、子ども達手づくりの

特定非営利活動法人イー・ビーイング

釜戸が自慢。子どもの自主性を引き出しながら、森林を思う存分遊び、生きるチカラを
育てる活動が会員の活力にもなっているとのこと。活動にあった国や県の交付金や公
的補助金を活用して資金を調達。15 年もの地道な活動に「和歌山県環境賞」を受賞。
昨年から、和歌県内小学生を対象とした「緑育推進事業」や市内複数の団体の協働に
よる「森のようちえん」事業が活発に行われるなど、活動がさらに広がっています。

http://www.e-being.jp/

【ＨＰ】http://hashimotohidamari.jimdo.com/ 【電話】0736-32-5151 090-3659-6432

特定非営利活動法人里山倶楽部

http://www.satoyamaclub.org/
京都ペレット・町家ヒノコ（㈱Ｈｉｂａｎａ）

http://www.hibana.co.jp/
■役員
理事長

会員数 88 団体・名

平田通文

【賛助会員】 団体 12 団体・個人 18 名

副理事長 新田章伸
理事

監事

【正 会 員】 団体 17 団体・個人 41 名
（2015/7 現在）

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

井上明子

小野弘人

柴谷啓一

正阿彌崇子

辻郁子

寺岡剛太

中島秀和

仲津英治

新里嘉孝

久隆浩

平山奈央子 松田直子

℡:06-6881-1133 fax：06-6949-8288 mail:jimukyoku@econetkinki.orｇ

宮嶋啓太

山本博

ホームページ：http://econetkinki,org 、http//cleanup.econetkinki.org

赤松和弘

坂本雅史

米道綱夫

（略称：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 サンプラザ南森町４01
(地下鉄南森町駅、JR 大阪天満宮駅 地下鉄 3 番出口階徒歩 5 分西日本書店さま４Ｆ)

フェイスブッ：http://www.facebook.com/econetkinki,org

4

