
 

主催 かたの環境フェスタ市民会議  共催 交野市 

後援 大阪府 交野市教育委員会 交野ロータリークラブ    

グリーンビレッジ交野 

交野市区長会 交野市山地対策協議会 交野市子ども会育成連絡協議会 

北大阪商工会議所 交野市ＰＴＡ協議会 交野市工業会 交野市商業連合会 

生活協同組合おおさかパルコープ 交野市星のまち観光協会  

交野市消費生活問題研究会 公立大学法人大阪市立大学理学部附属植物園 

(一社)交野青年会議所 交野市環境基本計画推進会議(交野みどりネット)   

かたの環境フェスタ市民会議ホームページ  

http://katano-kankyo.com/ 

☆ご寄付いただいた団体・企業・個人 

交野ロータリークラブ、交野市工業会、交野市商業連合会、ローバル㈱、橘電工㈱、 

生活協同組合おおさかパルコープ、㈱かたの書房、交野開発㈱交野カントリー倶楽部、  

㈱平田設備工産、佐藤義也、東洋技研㈱、㈱ダスキンサニー、㈱カタノ薬局、㈱嘉平、

東邦システム㈱、ジョプラックス㈱、(福)昭陽福祉会私部保育園、㈱吉信工務店、   

㈲森英興産、㈲小林地所、渋田詩吟教室、㈱西一工務店、I.T.C.、久門紙器工業㈱、    

㈱ビューティサロンモリワキ、小菓医院、(福)豊年福祉会、㈱北村商店、㈱山満造園、

㈲ウチヤマ建設、私部の家くりの木、木本石材㈱、行政書士法人アクトブレイン、    

Honda Cars 北河内オートテラス交野、㈱溝辺工務店、㈱アスコット、長田恭子、   

吉泉産業㈱、道越会計事務所、浅田整形外科、㈱吉向陶荘、森本水道工業㈱、       

国際ソロプチミスト大阪－北東、㈲アール・エス・プランニング (敬称略) 

☆エコポイント エコポイントの寄付対象団体として寄付頂きました。 

☆竹筒募金箱設置ご協力 
多くの店舗、事務所、集会所に竹筒募金箱を置いて頂きました。 

  募金箱製作：都市近郊の森を育てる会 

☆資材ご提供など、種々のご協力をいただいた企業・個人 

(一財)交野市体育文化協会、㈱北村商店、毎日美装㈱、酒谷末則、酒谷志摩子、I.T.C.、   

   ㈲アール・エス・プランニング、㈱山満造園    

 環境フェスタ in 交野は、市民、ボランティア団体、各種団体、企業、行政など多くの 

方々のご協力で開催されています。                                            

京阪電車交野線 

私市駅より徒歩 8 分 

バスご利用の皆さんへ、  
フェスタ会場への臨時バスです。途中で 

の下車はできません。満員の為乗車でき 
ない場合も御座いますのでご注意くだ 
さい。バス乗り場には「環境フェスタ」 

の旗が立っています。 
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☆ グ リ ー ン ビ レ ッ ジ

 

【体育館】 

ブース展示、ステージ 

絵画掲示、物々交換等 

 
 

【グリーンビレッジ横】 飲食エリア 

(リユース食器を使用) 

グリーンビレッジ  子ども工作 

【天体研修センター】 

ビデオ上映、展示 

【第一駐車場】 体験・頒布 

 

 

 

お餅つき 

「森の年輪焼き」 

バームクーヘン 

環境フェスタ臨時バス運行表  

  (JR河内磐船駅からフェスタ会場) 京阪バス  

 

行き 

JR 河内磐船駅 
ロータリー横 
（関西スーパー側） 

 

フェスタ会場 

 

帰り 

 

フェスタ会場 

JR 河内磐船駅 
ロータリー横 
（関西スーパー側） 

1 9：00 9：15 1 13：20 13：35 

2 9：45 10：00 2 14：00 14：15 

3 10：30 10：45 3 14：40 14：55 

4 11：15 11：30 4 15：15 15：30 

5 12：00 12：15 5 15：50 16：05 

6 13：35 13：50 6 16：20 16：35 

7 14：15 14：30    

 

（星田・南星台・妙見東からフェスタ会場） 交野市マイクロバス 

行き 1 2 3 4 5 帰り 1 2 3 4 

星田西体育館横 9：00 10：00 11：00 12：00 14：00 フェスタ会場 13：30 14：45 15：45 16：45 

星田山手 3 丁目 
ゆうゆうバス停 9：05 10：05 11：05 12：05 14：05 

東原京阪バス停
付近 13：35 14：50 15：50 16：50 

南星台 4 丁目 
京阪バス停付近 9：10 10：10 11：10 12：10 14：10 星田幼稚園前 13：40 14：55 15：55 16：55 

妙見東 2 丁目 
京阪バス停付近 9：15 10：15 11：15 12：15 14：15 

妙見東 2 丁目 
京阪バス停付近 13：45 15：00 16：00 17：00 

星田幼稚園前 9：20 10：20 11：20 12：20 14：20 
南星台 4 丁目 
京阪バス停付近 13：50 15：05 16：05 17：05 

東原京阪バス停
付近 9：25 10：25 11：25 12：25 14：25 

星田山手 3 丁目 
ゆうゆうバス停 13：55 15：10 16：10 17：10 

フェスタ会場 9：30 10：30 11：30 12：30 14：30 星田西体育館横 14：00 15：15 16：15 17：15 

 

大声コンテスト 

環境を考えるフェスタです。環境への

影響をできるだけ少なくするため、マイ

カーでのご来場はご遠慮ください(駐車

場の一部をフェスタ会場としており、駐

車スペースも少なくなっています)。フ

ェスタ当日は巡回バスを運行いたしま

すのでご利用ください。 

 

受付 

 
ホームページ・フェエイスブックは「かたの環境フェスタ」で検索 



 

 

 

 

 

 

 

 

フェスタの内容紹介 
★ ブース展示 【体育館】 

市民団体・地域・学校・企業・行政の想いがあふれる展示があります。 

★ 環境ポスター・絵画と川柳展示 【体育館】 
環境をテーマに絵画と川柳を募集しました。 

★ 子ども向け体験コーナー 【グリーンビッレッジ２階】 
毎年人気の自然工作や木組み体験等 

★ 環境にやさしい飲食屋台 【グリーンビッレッジ横】 
わたあめ・ちゃんぽん・おからドーナツ・カレーうどん・揚げパン・豚汁等 

★ 地産地消 交野産もち米でのお餅つき 【体育館横】 

★ 環境にやさしい車たち 【第１駐車場】       
  展示：小学生デザインのパッカー車（ごみ積み体験）等       

★ 頒布コーナー 【第１駐車場】          
竹炭や竹酢液・交野産有機野菜・東北物産・椎茸菌打ち済ほだ木・交野ブランド認定品等 

★ 「ひもを使って宇宙のごみを掃除しよう」上映（JAXA 提供） 【天体研修センター】 

★ 命を守る【第１駐車場】  献血車 皆さんの善意で・・・ 

★ 物々交換大バザール 【体育館 2 階】 
「捨てるのがもったいない物」を物々交換 持ち込んだ個数だけ別の物を持ち帰ってください。 

  持ち込みできる物は、日用品・雑貨・文具・.おもちゃ・新品衣類）で一人 5 点まで。 

★ エコドライブセミナー（10：30）、収納セミナー、アースカム写真展示、 【体育館 2 階】 

★ クイズラリー 【受付横】 会場にあるクイズを探そう。 

★ リユース自転車抽選会 （11:10・15:00） 
抽選会はステージ 展示は体育館ロビー（リユース本は無料） 

★ 大声コンテスト 【八幡橋 受付付近】 (12:00～12:20) 

★ 当日配布チラシを持って私市植物園へ行こう。当日限り中学生以上は 20％安くなります。 
植物園ガイドツアー 11:45～12:15 植物園前に集合 

最寄駅：京阪交野線 

私市（きさいち）駅より徒歩８分 
ＪＲ利用 
★河内磐船駅下車～徒歩～河内森駅(京阪電車)から私

市行き→私市駅 

★河内磐船駅(バスロータリー)よりフェスタ会場への

臨時バス有。 

 

京阪電車利用 
京阪本線枚方市駅から交野線で私市駅 

 

エコチャレンジのご提

案  

「環境フェスタ会場へ

は、ノーカーでご来場

ください。」 

 

 
交野市産業ＰＲキャラクター 

『おりひめちゃん』 

 
交野市観光キャラクター 
『星の天満(あまん)』 
 

ステージプログラム 
9:30  開会宣言 

よさこいソーラン （チームよさこい星田山手） 

9:45  キッズダンス （PV ダンス＆ボーカルスクール）  

10:00 フラダンス （ハレラニフラスタジオ） 

10:15 環境アクション PR コーナー 

10:25 ゆるキャラ大集合 1 

10:45 チアーリーディング （ピクシーズ）  

11:00 環境アクション PR コーナー 

11:10 リユース自転車抽選会（参加型） 

12:25 交野星子ステージ 

12:30 セレモ二―（環境ポスター絵画・川柳表彰） 

12:50 アマノンガーショー (キャラプラン) 

13:25 環境○×クイズ『エコ！』（参加型） 

13:45 アコースティックギター (エスぺランサ)  

14:40 ゆるキャラ大集合 2 

15:00 リユース自転車抽選会（参加型） 

15:30 河内音頭 （スターダスト河内） 

15:45 私市太鼓 （私市っ鼓） 

16:00 閉会宣言 

会場で待ってるぜ!!  

ほんとね! 
あまんちゃん 

3月 12日（日曜日）星の里いわふね 9：30～16：00 
 

「環境フェスタ in 交野 2017」のテーマ 

フェスタからのお願い 

◆ごみ減量のため、必ずエコバック・ 

マイ箸をご持参ください 

◆温暖化防止のため、公共の交通機関 

をご利用下さい 

◆自分のごみは持ち帰りましょう 

 

★ 皆で焼こう森の年輪焼き 

「バームクーヘン」 

  11：00 11：30 13：30 14：00 

皆で焼いておいしく食べよう!!! 

楽しい 1 日に 

なりそうだね！ 

 

 

 

 

マイ箸を必ず 

ご持参下さい 


