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2011年度事業報告 

昨今の度重なる自然災害によって、現代文明のもろさが露呈し、町は破壊され、国土は原発事故によって汚れ

てしまいました。このような状況にあって、当会はいままでの方針に間違いないことを確認し、坦 と々日 の々活

動を続けました。自然のいとなみと、日常を続けられることの大切さとありがたさをあらためて感じたからです。

私たちが生きてゆくのに大切な地であるこの吹田の自然とまちと生活と人 を々みつめ、学び、耕し、ささやかな

種を撒いたりしました。いくつかは芽を出し、いくつかは花を咲かせ、種を飛ばし始めたものさえあります。 
 当会は、年間計画にもとづき、以下の活動を展開しました。活動に多くの市民が参加し楽しんでいただいたに

もかかわらず、あいかわらず会員数は伸び悩んでいます。また活動の推進役の年齢が上がっているにもかかわら

ず、依然として仕事量が減らず負担が大きいことが課題です。 

★理事会活動 

 毎月定例で開催し、情報交換と活発な意見交換が行われました。また日 の々活動の報告や情報交換、連絡のシ

ステムが確立され活用されています。 

★委員会活動 

 活動の根幹をなす各委員会（生きもの委員会・まちなみ委員会・生活環境委員会、学習研修委員会、会報委員

会）は定例委員会などを開催し、独自企画のほか、他団体や行政、大学、企業などとの協働事業を推進しました。 

 特筆すべきは、以下のとおりです。 

・ 生きもの委員会を経年の調査結果に基づき“大木観察会”“野草観察会”を開催し、市内の自然環境への認識

向上の成果をあげました。また府内での絶滅希少種の保護対策を検討し、今後に備えて居ます。 

・ まちなみ委員会は、散策会の視点を変え、吹田の産業施設にスポットを当てた見学会を開催、また“あルッ

ク吹田”の改訂作業にも携わりました。 

・ 生活環境委員会は企業および他団体との協働によって、市域で「みどりのカーテン」講座を開催した。また

大学との連携・協働を続け、大学の一部授業を担いました。また夏休み期間に開催された市立博物館夏季特

別展「災害と環境」に参加し、環境に対応する展示をおこないました。 

・ 学習研修委員会は特別事業として、６回の連続講座“環境楽座”を開設し、有識者の多岐にわたる観点から

の講演を開催しました。受講された方 か々らの好評を得ました。 

・ 会報委員会は会員との情報交換手段として、年6回の会報を発行し続け、同時にほぼ毎日更新されるホーム

ページや、ブログへのアクセス数が増えました。また、新聞やテレビなどでの広報にも努め、会への信頼性

の向上や活動の広がりに効果をもたらしました。 

 しかし、この活発な委員会活動を支える委員の仕事量は増大し続けています。委員会活動により多くの会員が

参加されることを希望します。各委員会の活動報告は別記のとおりです。 

★事務局活動 

 各活動を支え、組織としての統制を図ることを目的に活動を展開しました。少人数ながら、種々雑多な業務を

処理し、円滑に各活動が実施できました。 

★審議会・研究会などへの参画 

 大阪府や吹田市が開催している様々 な審議会・研究会などへの参画は、当会にとって大切な活動の一つです。

2010年度の活動は以下のとおりです。 

 ・市環境審議会 ・廃棄物減量等推進審議会 

・市民協働学習センター運営委員会・すいた環境教育フェア実行委員会 ・すいた市民活動連絡会 

・大阪府地方独立行政法人評価委員会・大阪環境ﾊﾟー ﾄﾅ ｼーｯﾌ ﾈ゚ｯﾄﾜ ｸーかけはし世話人会 
★そのほか 

 他団体との協働 

・ アジェンダ21すいた幹事会、各部会 ・NPO法人大阪府民環境会議（ＯＰＥＮ） 

・ 吹田ヒメボタルの会 ・NPO法人吹田みどりの会  

・ 吹田自然観察会 ・すいたクワイネットワーク ・吹田歴史文化まちづくり協会 

 行政など主催イベントへの参加 

 ・吹田市 すいた環境教育フェア2011 

  ・吹田市立博物館 夏期特別展「災害と環境」の企画運営 
 ・大阪市 大阪自然史ﾌｪｽﾃｲﾊ゙ ﾙ2011  

 講師派遣など 
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・ 関西大学 環境講座、エコクッキング、大学生協発行誌への寄稿  

・ 吹田市内地区公民館講座   など 

★各委員会の活動報告 

 身近な環境を知るために「大木の観察会」「まちあるき」などのテーマで活動し、市民ができる具体的行動とし

て「みどりのカーテン」「くらしのCO2ダイエット」「エコクッキング」などを実施しました。また、これらの活

動をホームページやブログそして「会報誌」で広報してきました。 

 

生きもの委員会 

● 生きもの観察会  
    【内容】大木・野草など今まで実施した環境調査のその後の状況確認の意を含め、吹田市内の生きもの

観察会を実施 
    【実施場所・実施時期】 11年6月～12年3月 ５回 
    【事業対象者】会員、市民   （参加者50名）    
     
● 吹田の希少種会議 
    【内容】大阪府内では絶滅したと思われていた植物が、吹田市での生息を確認。その対策会議 
    【実施場所・実施時期】亥子谷コミセン 
    【事業対象者】会員有志 
 
● 大木冊子販売 
    【内容】「吹田の古木・大木」冊子の販売を適宜実施した。 
     
まちなみ委員会 

● 散策会・見学会の開催 

 【内容】従来の散策会と観点を変えて、吹田の産業など今まで見学できていない吹田市内のスポットに

焦点を当てた見学会・散策会を実施する。 

【実施場所・実施時期】 原則 第2木曜日 

  ・4月 国立民族学博物館 イメサオタダオ展（松岡） 

・5月～6月 万博記念公園（浜屋敷まち案内人主催の吹博万博市民展行事に協力して参加） 

・7月 毛馬の閘門 

  ・9月 ダスキン研修センター 

  ・10月 ダスキン工場 

  ・12月 ミスタードーナツカレッジと結婚式場ミネルバ 

  ・2月 北越紀州製紙  

【事業対象者】 会員 

● 観光協会、浜屋敷吹田まち案内人事業への協力 
 【内容】観光講座、散策会やイベント、資料づくりなどの事業への協力 
【事業対象者】吹田市にぎわい観光協会、浜屋敷吹田まち案内人  

●「あルック吹田」2011年版 訂正資料の作成 
    【内容】記載内容・写真の訂正資料作成（A4 1頁 2011年版に添付して配布用） 

【実施場所・実施時期】吹田市内 11年4月～12年3月 

 【事業対象者】吹田市産業にぎわい創造室 

● 吹田市立博物館など吹田市の事業や他団体の行事への協力  
    【内容】博物館や他団体のイベントなどに協力する。 

【実施場所・実施時期】吹田市内、適宜      

● 市の審議会などへの参画 

【内容】都市計画審議会・市民協働学習センターなど委員として参加 

【実施場所・実施時期】吹田市内、適宜        

● まちなみ委員研修会 
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【内容】市外のまちなみ散策と市民団体との交流 

   ①宝塚市雲雀が丘 重要文化財・正司邸見学   ②岸和田のまちなみ見学 

【事業対象者】委員・会員 

【場所・実施日】５月、11月 

● 定例会 

 【内容】まちなみ委員会事業計画の検討、情報交換・会報への掲載記事検討 

【場所・実施日】市民会館  毎月第2または第3水曜日 年間12回 

    
生活環境委員会 

● みどりのカーテン設置事業 
【内容】温暖化防止・ヒートアイランド化防止のための壁面緑化推進、啓発。 
     ①アジェンダ２１エネルギー部会・自然部会との協働事業として実施 
      みどりのカーテン講座開催  4/23実施 参加者90名 
     ②講師を派遣して実施するもの 
      みどりのカーテン講座開催   
       ・5/28 東佐井寺公民館 参加者12名   
      ゴーヤのエコクッキング講座開催   
       ・8/19 東佐井寺公民館 参加者14名   

         ③旭町商店街みどりのカーテン設置事業5月～12月  
● 市民共同発電所設置事業 

【内容】発電所設置に向けた啓発事業 
      （設置場所募集・おひさま広場・ソーラークッキングなど） 
       推進スタッフ学習会開催（アジェンダ21エネルギー部会で実施する） 
       ・11/ 6生協まつり 森のクラフト       

● 打ち水関連事業    
【内容】ヒートアイランド防止のための打ち水イベント実施 
       （地域団体アジェンダ21エネルギー部会との協働実施） 
       ・実施しなかった 

● 暮らしのＣＯ２ダイエット推進事業   
【内容】環境家計簿推進事業（「アジェンダ２１すいたエネルギー部会」との協働） 
       ・4月～11年3月             

● 吹田博物館夏期特別展への支援   
【内容】夏期特別展でのイベントおよび展示 
    イベント 
    ・8/ 4森のクラフト    参加者73名   ・8/ 9 ゴーヤのジュース 参加者59名 
     ・8/10 ゴーヤのジュース 参加者50名   ・8/24森のクラフト     参加者82名 

        展示：環境問題に対応したパネルなど  
● 大学との協働事業 

【内容】関西大学などへ講師派遣     企画参画・協働実施 
    ・5/25 7/13 8/3社会と環境講座 3時間担当  
   ・7/25 ボランティア体験 ヒメボタル調査   
    ・2/8 吹田保健所管内集団給食研究会 エコクッキング  
    ・2/25 関大生のためのエコクッキング  

● 環境講座開催・講師派遣 
【内容】環境講座の開催、公民館・他団体（アジェンダ21）など講座開催支援 
    ・10/20青山台小学校森のクラフト 参加者31名  
    ・12/10自然体験交流センター森のクラフト 参加者20名  

● 定例会 
【内容】企画の立案・検討・報告など  12回   
             

学習研修委員会 

● 特別講座「環境楽座」 

    【内容】特別事業として、9/1～11/24の間 ６回の連続講座「環境楽座」を開催した。 

     受講者22名が集まり、自然・環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ問題などを考える機会を得た。 

    【実施時期】  9月～11月 
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    【事業対象者】 会員、市民 

    【実施場所】  市民会館 

会報委員会 

● 会報誌「吹田の郷」発行 

    【内容】会報の企画・編集・発行  

        75号 12頁 680部  76号 12頁 630部  77号 14頁 640部 

        78号 16頁 650部  79号 14頁 686部  80号 12頁 650部 

 【実施時期】75号～80号（６月、８月、１０月、１２月、２月、４月発行） 

    【事業対象者】会員・関係者・一般市民、市役所関係部署、府会議員・市会議員、    

  【実施場所】亥の子谷コミセン、東佐井寺公民館 

 

 

2011年度収支報告 

貸借対照表
　　　　

科目 科目

現金 前受会費

預貯金

　　UFJ 基本金

　　郵便局 繰越金

郵便局定額預金 　前期繰越収支差額

　当期収支差額
合　　計 合　　計

財産目録

科目 科目

資産の部 負債の部

現金

預貯金 前受会費

　　UFJ （負債合計）Ｂ

　　郵便局

郵便局定額預金

（資産合計）Ａ 正味財産Ａ－Ｂ

（うち基本金）

合　　計 合　　計

貸　　方

金　　額 金　　額

（1,800,000）

347,615 （21,000）

111,600

347,615

1,800,000

(2,420,234） 2,399,234

2,420,234 21,000

161,019

459,215 21,000

      借       方                   

362,046

2,420,234 2,420,234

      借       方                   貸　　方

金　　額 金　　額

161,019 (21,000)

459,215

2012年3月31日現在　　単位:円

2012年3月31日現在　　単位：円

258,188

2,420,234 2,420,234

1,800,000

111,600 620,234

1,800,000
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　　　　　　　　　　　2011年度収支計算書　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　（2011年4月1日～　2012年3月31日）　　　    　単位；円　　　　　

科目 予算（イ）決算（ロ） 差異（イ）-（ロ） 科目 予算（イ）決算（ロ）差異（イ）-（ロ）

Ⅰ 収入の部 Ⅱ支出の部
　1　会費収入 130,000 252,000 -122,0001　事業費

　2　事業収入 340,0001,274,140-934,140　　会場費 8,935

　3　補助金収入 0 0　　講師謝金 373,650

　4　寄付金収入 100,000 264,065 -164,065　　旅費交通費 35,000

　5　雑収入 50,000 4,657 45,343　　会議費 39,421

　　消耗品費 98,681

　　当期収入合計（A）620,0001,794,862-1,174,862 　　印刷製本費 288,910

　　コピー代（印刷費） 12,575

　　前期繰越収支差額 362,046 362,046 0　　送料 107,338

　　通信運搬費 32,720

　　収入合計（B）982,0462,156,908-1,174,862 　　什器備品 12,710

　　材料費 226,911

　　委託費 0

付表 　　スタッフ費用 154,500

　　賃借料 14,500

217,565 　　　事業費合計 612,0001,405,851-793,851

10,500 2　管理費

36,000 　　会議費 10,0002,540 7,460

264,065 　　旅費交通費 10,000 2,520 7,480

　　会場費 10,0006,600 3,400

　　消耗品費 5,000 11,088 -6,088

　　コピー代 10,0003,840 6,160

　　通信運搬費 40,00054,800 -14,800

　　保険料 20,00014,000 6,000

　　広宣費 10,0009,800 200

　　講師謝礼 0 10,000 -10,000

　　研修費 10,000 0 10,000

　　委託料 20,000 0 20,000

　　諸会費 15,00010,000 5,000

    手数料 1,0001,935 -935

　　什器備品 0 3,700 -3,700

　　管理費合計 161,000 130,823 30,177

3　予備費 30,000 0 30,000

　　当期支出合計（Ｃ） 803,0001,536,674-733,674

　　当期収支差額
（A）-(C） -183,000 258,188 -441,188

次期繰越収支差額
（B）-（C） 179,046 620,234 -441,188

計

寄付明細

一般

発電

夢シール

 


