
　　環境フェスタｉｎ交野２００９ 参加団体一覧 その１　
　　　　参加団体名又は出展テ－マ（標題） 展示形態・展示場所 展示No.

交野市立妙見坂小学校　エコクラブ 体育館ブ－ス展示  １
交野市立私市小学校 体育館ブ－ス展示　 ２
関西創価学園 ＩＳＳ Earth KAMﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁ-ﾑ 体育館２Ｆ　研修室１ ３
南星台ホタルの里まちづくり委員会 体育館ブ－ス展示　 ４
星田山手ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ街づくり推進会・傍示川を美しくする会 体育館ブ－ス展示　 ５
セーフティ・マイタウン倉治（まちづくり委員会） 体育館ブ－ス展示　 ６
セーフティ・マイタウン倉治（防犯部会） 体育館ブ－ス展示　 ７-1
      　　　　　　   ”　　　　　　　　　　　青パト展示 駐車場展示 ７-2
妙見坂地区まちづくり委員会 体育館ブ－ス展示　 ８
天野川　くさかりの集い 体育館ブ－ス展示　 ９
交野私住会・プルタブ回収運動推進協議会 体育館ブ－ス展示　 １０
交野里山ゆうゆう会 体育館ブ－ス展示　 １１
天の川を美しくする会 体育館ブ－ス展示  １２
関西雨水市民の会 体育館ブ－ス展示　 １３
たのしい科学教室わくわく科学館 体育館ブ－ス展示　 １４
社会福祉法人心生会　地域活動支援センタ－みのり 体育館ブ－ス展示　 １５
きさいち植物園ファンクラブ 体育館ブ－ス展示　 １６
国際ソロプチミスト大阪-交野 体育館ブ－ス展示  １７
ＰＡの会 体育館ブ－ス展示　 １８
交野市星のまち観光協会 体育館ブ－ス展示  １９
ＮＰＯ法人　交野市国際交流協会 体育館ブ－ス展示  ２０
交野市消費生活問題研究会 体育館ブ－ス展示  ２１
大阪友の会　交野方面 体育館ブ－ス展示  ２２
社会福祉法人　豊年福祉会 体育館ブ－ス展示　 ２３
ＮＰＯ法人　北河内エコエナジー
　　　　　　　　　　　　＆大阪府立工業高等専門学校

体育館ブ－ス展示　 ２４

ＴＦＣ（日用品の有害性・サプリメントの必要性） 体育館ブ－ス展示　 ２５
交野ロ－タリ－クラブ 体育館ブ－ス展示 ２６
ＮＰＯ法人 幸せな家庭環境をつくる会 大阪支部 体育館ブ－ス展示　 ２７
交野ロ－タリ－クラブ会員企業 体育館２Ｆ　パネル展示 ２８
交野市工業会会員企業 体育館２Ｆ　パネル展示 ２９
免除川相生(そうせい)の会 体育館１Ｆ 通路ﾊﾞﾈﾙ展示 ３０
（社）日本愛玩動物協会　大阪府支部 体育館２Ｆ　研修室１ ３１
交野市ボランティアグル－プ　玉手箱 体育館２Ｆ　会議室 ３２
白ゆりグル－プ（物々交換大バザール） 体育館２Ｆ　ロビ- ３３
パナソニックグリ－ンボランティア倶楽部(ＰＧＶ) 駐車場ﾃﾝﾄ展示 ３４
財団法人　大阪みどりのトラスト協会 駐車場ﾃﾝﾄ展示 ３５
生活協同組合おおさかパルコ－プ交野市行政区委員会 駐車場ﾃﾝﾄ展示 ３６
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　　環境フェスタｉｎ交野２００９ 参加団体一覧 その２
　　　　　参加団体名又は出展テ－マ（標題） 展示形態・展示場所 展示No.

生ゴミ水分減量乾燥化の会 駐車場ﾃﾝﾄ展示 ３７
生ゴミ・ゼロの会 駐車場ﾃﾝﾄ展示 ３８
かたの環境ネットワ－ク 駐車場ﾃﾝﾄ展示　 ３９
グリ－ンコンシュ－マ－かたの 駐車場ﾃﾝﾄ展示　 ４０
かぼちゃクラブ （農と農地を考える会） 駐車場ﾃﾝﾄ展示　 ４１
エコネット近畿 駐車場ﾃﾝﾄ展示　 ４２
ＮＰＯ法人　樹木・環境ネットワーク協会 駐車場ﾃﾝﾄ展示　 ４３
都市近郊の森を育てる会 駐車場ﾃﾝﾄ展示　 ４４
枚方・食品公害と健康を考える会(やさいの会)　 (飲食) グリ－ンビレッジ西側ﾃﾝﾄ ４５
交野市職員労働組合現業評議会 (飲食) グリ－ンビレッジ西側ﾃﾝﾄ ４６
ＪＡ北河内女性会　交野地区 (飲食) グリ－ンビレッジ西側ﾃﾝﾄ ４７
野菜市 グリ－ンビレッジ西側ﾃﾝﾄ ４８
じねんの会　　　　　　　　　　　　　　　　 駐車場ﾃﾝﾄ展示　 ４９
ガ－ルスカウト大阪第１０７団 屋外　受付隣接 ５０
交野・竹炭づくりボランティア
　　　　　〃　　　　　　　　　　かに工作

炭焼き窯
体育館２階　ロビー ５１

(社）交野青年会議所／司電機産業㈱ 駐車場 ５２
交野陶芸協会 屋外　陶芸釜前 ７１
パナソニック交野㈱ 体育館ブ－ス展示　　 ５３
大阪ガス㈱北東部リビング営業部コミュニティ室 体育館ブ－ス展示　 ５４
関西電力㈱　守口営業所 体育館ブ－ス展示　 ５５
交野市上下水道工事業協同組合・交野市水道サービス㈱ 駐車場ﾃﾝﾄ展示 ５６
交野市水道局 駐車場ﾃﾝﾄ展示　 ５７
大阪府地球温暖化防止活動推進センタ－ 駐車場ﾃﾝﾄ展示　 ５８
四條畷市交野市清掃施設組合 駐車場ﾃﾝﾄ展示　 ５９
大阪府地球環境課 体育館２Ｆ　ロビー 60-1
　　　　”　　　　　　　燃料電池車（試乗） 駐車場展示 60-2
交野市ごみ減量化・ﾘｻｲｸﾙ推進市民会議(４Ｒ市民会議) 駐車場ﾃﾝﾄ展示　 ６１
交野市環境保全課　こどもエコクラブ 駐車場ﾃﾝﾄ展示　 ６２
交野市環境部環境事業所　リサイクル自転車 体育館テラス　 63-1
　　　　　　　”　　　　　　　　　パッカー車展示 駐車場展示 63-2
大阪府警　枚方警察署　白バイ展示 駐車場展示 ６４
環境セミナー 体育館２Ｆ　研修室２ ６５
餅つき 体育館玄関前 ６６
環境ポスタ－・絵画展示 体育館１Ｆロビ－ ６７
みどりのカ－テン 体育館１Ｆロビ－ ６８
エコ川柳 体育館１Ｆロビ－ ６９
エコステ－ジ 舞台･体育館１F ７０
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　　　　　　　エコ演劇
　　　　　　（ステ－ジ）

　　　　　　　　　　　　ステ－ジ

階段 　          階段

　　　　　　　　　　　競技フロア

　　　学校・市民団体
　　　企業
　　　　　（競技フロア）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　更衣室

　　お手洗い

環境ポスター・絵画 展示
　           事務所 みどりのカーテン 展示

エコ川柳 展示
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放送

　　　舞台イベント見物席

9:30開会宣言　チアリーディング(PIXIES)
9:50私市太鼓　(私市小学校和太鼓クラブ＆PTA和太鼓クラブ)
10:10 エコリサイクルファッションショー(花水木)
11:20アマノンガーショー
11:50○×クイズ　エコ！
12:25モットちゃん・キットちゃん(大阪府地球環境課)
12:35セレモニー　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
14;25寸劇さらば地球よ/NO我の方舟(大阪府地球温暖化防止活動推進員：売声人)
　　　　　　　　　　　　15:15ゴスペル(MMG8)
　　　　　　　　　　　　15:30吹奏楽(コモド・ウィンドウ・アンサンブル)
　　　　　　　　　　　　17:00閉会宣言



(研修室2)

(研修室1)

お手洗い（Ｗ）

お手洗い（Ｍ）

 (会議室)       2Fﾛﾋ -
観覧席 観覧席 　観覧席
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屋外(駐車場 他）

・ブ－ス、パネル展示
・ステージ
・環境セミナ－
・環境絵画、ポスタ－ 展
・みどりのカーテン 展
・エコ川柳 展

メイン会場

UP UP

UP

UP

 環境セミナー (1:30～3:00)

　「暮らしら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　氏


