
 

み ん な いっ しょ に 出 か け よ う！ 

『環 境 フ ェ ス タ ｉｎ 交 野 200９』へ
大人も子どもも生きものたちも 市民、ボランティア、企業、 
商店、教育、区、自治会、行政 みんな仲良く手をつなごう。 

 
 

 

3 月１日（日曜日） 
9：30～17：00 

星の里いわふね 
に大集合!!! 

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。 
２００９のフェスタも、団体や企業、個人の方より多くのご寄附をいただき、運営資金とさせていただきました。 

☆ご寄付いただいた団体 
交野ロータリークラブ、交野市工業会、交野市商業連合会、国際ソロプチミスト大阪-交野、交野市造園協会、交野市上下水道工事業協同組合 
生活協同組合おおさかパルコープ交野市行政区委員会 

☆ご寄付いただいた企業・個人 
中央生コンクリート㈱、㈱ダイコク、木下犬猫診療所、医療法人 御真会、佐藤義也、柴野東樹、㈱平田設備工産、㈱仙波鉄工所、東洋技研㈱、㈱カタノ薬局、 
小菓医院、ローバル㈱交野工場、日亜ペイント㈱、JA北河内 交野中央支店、交野開発㈱交野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部、㈱オクノナマコン、㈱山下鍛造所、北村石油㈱、 
社会福祉法人 豊年福祉会、ジョプラックス㈱、㈱かたの書房、共栄産業㈱、三光ホンダ販売㈱、長田恭子、東洋発條工業㈱、新関西製鐵㈱星田工場、橘内建設㈱、
㈱加地、㈱三菱東京UFJ銀行交野支店、㈱京都銀行 津田支店、㈱山満造園、パナソニック交野㈱、㈱西日本宇佐美 関西支店、ジュラロン工業㈱、橘電工㈱、 
京都信用金庫 交野支店、日新工業㈱、三菱ふそうトラック・バス㈱、大阪日野自動車㈱、天野が原・南星台有志一同 

☆助成 パナソニック㈱「ボランティア・市民活動資金支援プログラム」 

☆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いただきました。 募金箱製作：都市近郊の森を育てる会 

☆運搬・資材ご提供など、種々のご協力をいただいた企業・個人 
㈱交野運送、北村商店㈱、グリーンビレッジ、関西電力㈱守口営業所、大阪ガス㈱北東部リビング営業部、酒谷ご夫妻、廣岡義友、杉浦つかさ 

その他、多くの方・ご団体のご協力があって、環境フェスタ in 交野は開催されています。                              (敬称略) 

環境フェスタ in 交野から小さな「エコチャレンジ」のお願い 

◆ごみ減量のため 必ずエコバックをご持参ください。 

◆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。 
◆会場へ足を運んでください。 

出展者・スタッフ全員が、『エコチャレンジ』を合言葉に今年のフェス

タを作りあげました。ぜひ、私たちのエコチャレンジを見てください。

そして、あなたのエコチャレンジもきっと見つかるはずです。 

環境フェスタ in交野 2009のテーマ 

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 交野市区長会 交野市山地対策協議会 交野市ＰＴＡ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 
    交野市観光会議 国際ソロプチミスト大阪-交野 交野市上下水道工事業協同組合 交野市造園協会 社団法人交野青年会議所 北河内農業協同組合交野市消費生活問題研究会 
    交野市商業連合会 交野市工業会 かたの環境ネットワーク  かたの環境フェスタ市民会議ホームページ http://katano-kankyo.com/ 



 
 
 
 
  

エコ得情報1 
環境にやさしい 

飲食屋台では、 

リユース食器を 

使用いたしますが、 

マイ箸・マイお椀お持ちの方は

10円値引き致します。 

エコ得情報2 
「エコチャレンジ宣言」で、おも

ちプレゼント！日頃心がけている

事などみんなの前で宣言しよう。  

受付でご予約ください。 

定員は各30名です。 

～エコチャレンジ宣言は 

13:45からです。～ 

時間限定イベント  

☆環境セミナー 13:30-15:00 
『暮らしから考える地球温暖化』 
  講師：おおさか市民ﾈｯﾄﾜｰｸ代表藤永のぶよさん 

☆リサイクル自転車大抽選(11：30、15：00) 
今年は、なんと１５台！ 

☆交野産農産物の頒布(10:30、13:30) 
地産地消費でエコライフ 

☆交野産もち米で“おもちつき”(14:00～) 
つきたておもちはおいしいよ！ 

☆白バイがやってくる(11:00-12:00) 
記念撮影できます！カメラを持って来てね。 

最寄駅：京阪交野線私市（きさいち）駅 

徒歩８分 
ＪＲ利用 
 学研都市線 河内磐船駅下車（快速停車駅）

徒歩で京阪電車 河内森駅へ 

京阪電車 河内森駅から私市行き→私市駅 

京阪電車利用 
京阪本線 枚方市駅から交野線で私市駅 

 

 

 

ステージプログラム 

9:30 開会宣言 チアリーディング 
 

9:50 私市太鼓 
 

10:10 エコリサイクル 
        ファッションショー 

11:20 アマノンガーショー 
    カワセミの化身「アマノンガー」参上！ 

11:50 ○×クイズ『エコ！』 
      誰でも参加できます 

12:25 モットちゃん・ 
      キットちゃんショー 

12:35 セレモ二― 
       環境ポスター絵画・みどりのカーテン 表彰式 

13:25 環境プレゼンテーション 

13:45 エコチャレンジ宣言！(子供・大人の部) 

14:25 寸劇 さらば地球よ！／NO我の方舟 

15:15 ゴスペル 

15:30 吹奏楽演奏 

17:00 閉会宣言 

フェスタ会場への臨時バスを運行します(無料)。 
倉冶方面 （京阪バス） 
行 き 1 2 3 4 5 6 

倉冶万代前 発 9：00 10：30 12：00 14：15 15：45  

協和電気前 9：05 10：35 12：05 14：20 15：50  

住吉神社前 9：10 10：40 12：10 14：25 15：55  
ガスト前 
(天の川バス停) 9：15 10：45 12：15 14：30 16：00  

ＪＲ河内磐船駅 
北側ロータリー前 9：22 10：52 12：22 14：37 16：07  

フェスタ会場 着 9：30 11：00 12：30 14：45 16：15  

帰 り       

フェスタ会場 発 9：45 11：15 13：30 15：00 16：30 17：30 
ＪＲ河内磐船駅 
北側ロータリー前 9：53 11：23 13：38 15：08 16：38 17：38 

ガスト前 
(天の川バス停) 10：00 11：30 13：45 15：15 16：45 17：45 

住吉神社前 10：05 11：35 13：50 15：20 16：50 17：50 

協和電気前 10：10 11：40 13：55 15：25 16：55 17：55 

倉冶万代前 着 10：15 11：45 14：00 15：30 17：00 18：00 

 
星田・南星台・妙見東方面 （マイクロバス）  
行 き 1 2 3 4 5 6 

星田西体育館前 発 9：00 10：30 12：00 14：15 15：45  
星田山手 3丁目 
ゆうゆうバス停 9：05 10：35 12：05 14：20 15：50  

南星台バスロータリー 9：10 10：40 12：10 14：25 15：55  

妙見東 2丁目バス停 9：15 10：45 12：15 14：30 16：00  

星田幼稚園前 9：20 10：50 12：20 14：35 16：05  

フェスタ会場 着 9：25 10：55 12：25 14：40 16：10  

帰 り       

フェスタ会場 発 9：45 11：15 13：30 15：00 16：30 17：30 

星田幼稚園前 9：50 11：20 13：35 15：05 16：35 17：35 

妙見東 2丁目バス停 9：55 11：25 13：40 15：10 16：40 17：40 

南星台バスロータリー 10：00 11：30 13：45 15：15 16：45 17：45 
星田山手 3丁目 
ゆうゆうバス停 10：05 11：35 13：50 15：20 16：50 17：50 

星田西体育館前 着 10：10 11：40 13：55 15：25 16：55 17：55 

注意： フェスタ会場行きバスは途中下車できません。 
 満車の場合、乗れない事があります。 

フェスタ内容紹介 

☆ブース展示  
市民団体・地域・学校・企業・行政の想があふれる展示

☆環境ポスター・絵画展 
みなさんから応募のあった３００点以上の力作を展示 

☆みどりのカーテンコンテスト 
今年はあなたもチャレンジ！ゴーヤの種を配布します 

☆エコ川柳展＆キッズ☆エコ川柳 
事前に寄せていただいたエコ川柳を展示します 
フェスタ会場で考えるエコ川柳企画もあります！ 

☆こども工作コーナー 
毎年人気の、このコーナー。今年は、何を作るのかな？

☆環境にやさしい飲食屋台 
フェスタ名物のエコ屋台。 
リユース食器で、食材にもこだわってます 

☆環境を守る車たち(16:00まで) 
ソーラーで走る『エコ汽車ポッポ』子供は乗れちゃう！
究極のエコカー『燃料電池車』試乗できます 
地域の安全を守る『青パト』 
小学生デザインのかわいい『ごみ収集車』 

☆竹炭焼き実演 
炭焼き体験ができるのは、交野のフェスタだけ！ 

☆物々交換大バザール 
「捨てるのもったいないもの」を物々交換！ 
持ち込んだ個数だけ別のものを持ち帰ってね。 
持ち込みできるものは、日用品・雑貨・文具・おも 
ちゃ・衣類(子供向け、洗濯済み)・本(子供向け) 
で一人5点まで。電化製品は不可。 

エ
コ
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