
君の力を必要とする場所がここにはある。
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大阪を拠点にする11団体の活動がまるわかり！
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■ Index

10p … NPO法人ナック(NAC)

11p … 八尾市立しおんじやま古墳学習館

12p … (NPO)八尾市活き活き会議

13p … 天神祭ごみゼロ大作戦

14p … 合同新歓ってどんなイベント?

nature

kids

camp

machi生態系保全や自然環境保全
についての活動

子どもと関わる活動

キャンプリーダーなどの
野外活動

まちづくり、コミュニティづくりに
ついての活動

ecology

地球温暖化、廃棄物、水質問題など、
環境問題全般についての活動
・ハッピーアースデイ大阪

・NPO法人エコ・リーグ

・天神祭ごみゼロ大作戦

・(NPO)八尾市活き活き会議

・八尾北ビオトープ研究会

・NPO法人ナック(NAC)

・八尾北ビオトープ研究会

・ダブルスマイルサンタ

・八尾市立しおんじやま古墳学習館

・NPO法人ナック(NAC)

history

史跡や歴史に関する活動

・八尾市立しおんじやま古墳学習館

・八尾レオクラブ

・はちのじ

・八尾バル

・(NPO)八尾市活き活き会議

・天神祭ごみゼロ大作戦

event

イベント運営
・八尾レオクラブ

・ハッピーアースデイ大阪

・はちのじ

・ダブルスマイルサンタ

・NPO法人エコ・リーグ

・八尾バル

---------------------

■ Meaning of the tags

各団体の紹介ページ右上に、色んなタグが貼ってあります。
自分の興味関心にあった団体を探したいときは、タグを一つの目安にして探すことができます。

---------------------

■ Introduction

このパンフレットは、大阪府域や八尾市域で様々な社会貢献活動に取り組んでいる団体を学生のみな
さんを中心に若い世代の方々に紹介するために作成されました。大阪府域には、ここに掲載されてい
る以外にもたくさんの活動があります。環境問題、福祉の問題、教育問題、国際問題…など、多様な
課題にそれぞれの切り口で挑んでいます。
けれど、「何かしたい！」と思った若い世代が、気軽に参加できる「入口」は、まだ十分に準備され
ているとは言いづらい状態です。そこで、環境アニメイティッドやおが主催する「環境活動交流会」
に集ったメンバーでこの冊子をつくり、「合同新歓」を開催し、みなさんに気軽に参加してもらえれ
ばと考えています。このパンフレットを読みながら、ひとつでも気になる団体があれば、合同新歓に
参加したり、それぞれの団体に直接連絡を取ったりして、新たな一歩を踏み出してください！
このパンフレットが、みなさんの「何かしたい！」に応えられることを願っています。
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レオクラブは若者に奉仕活動を通じて、機会をメンバー自ら考え出し、経験を得
て、リーダーシップを育成する団体です。国際組織に参加する形になり入会金を
頂戴する形になりますが、参加して損はありません！
八尾だけでなく大阪には３カ所、他県、外国にもレオクラブは存在し、レオクラ
ブにはライオンズクラブが行う活動の1つとして運営しているので、学生や大人
と知り合う機会も豊富です。

八尾レオクラブ

企画＋実行＝経験＝成長

■活動内容■活動内容■活動内容■活動内容
八尾市役所横の市民会議所「つどい」にて毎月第２、
４土曜に夕方1時間だけの例会を行います。そこで意
見を出し合って奉仕活動を考え、また報告し合います。
他のレオクラブの活動にも参加し交流を深めることが
できます。

■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール
①例会 毎月第２、４土曜日夕方１７～１８時
5/14、5/28、6/11、6/25〜

②他地区レオクラブと合同でボランティア活動
（ex. 東日本大震災被災されたお子さんと

一緒にアクティビティ）
③八尾ライオンズクラブが行う奉仕活動の

お手伝い（献血活動、英語弁論大会サポーター）

■みなさまの声■みなさまの声■みなさまの声■みなさまの声

ささいな自分の一歩が歯車となるのを実感できます。意思
や想いを形にしていく過程を何度も積み重ねて、必ず自分
なりの何かを発見、成長します！
（八尾レオクラブ 幹事 木村）

やりたいことが実現できる可能性が増え、何より人の輪が
広がりました。
（八尾高校卒業生 山田くん）

POINT

kids
smile
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□ 自分の考えた奉仕活動が実行できる！
□ びっくりするくらい人の輪が広がる
□ ボランティア活動の考えが変わる！
□ リーダーシップが身に付く！
□ 海外の人とも交流が！
□ スーツを来て活動することも！
□ いろんな年代と志同じく活動！

eventmachi

■連絡先■連絡先■連絡先■連絡先

八尾八尾八尾八尾レオクラブレオクラブレオクラブレオクラブ

MAIL: yao_leoclub@yahoo.co.jp

八尾レオクラブ 2017～2018年度
会長 山田 竜生(関西外国語大学 ２回生)

TEL:080-8511-5779
LINE ID:ryu-424



■活動内容■活動内容■活動内容■活動内容

学生と社会人で協力しながら、イベントで行う企画を
考えたり、魅力を多くの人に伝えるためにホームペー
ジやチラシを編集したり、実際に企業に訪問したりし
ます!

■活動日時■活動日時■活動日時■活動日時

・学生ミーティング：月1回
・チームミーティング：月1回
・実行委員全体ミーティング：月1回

ミーティングの日時は、集まったメンバーで
その都度決めます◎

■活動場所■活動場所■活動場所■活動場所

・久宝寺緑地公園
→JR大和路線久宝寺駅
近鉄大阪線久宝寺口駅からそれぞれ徒歩で約10分!!

・ミーティングはカフェで行うことが多いです◎

■学生の声■学生の声■学生の声■学生の声
ハッピーアースデイ大阪の活動を通して、沢山の人
との出逢いがあります。
イベントの運営では学生の意見を尊重し、社会人の方が
全力でサポートしてくれます！
みんなで力を合わせてつくりあげるこのイベントは、
あなたの学生生活で必ず最高の思い出になります！

POINT

□社会人との交流が多い！
□企画力やデザイン力を身につけられる！
□企業の社長さんとも会えるかも！？
□将来に活かせるつながりを作れる！
□自分たちでイベントを作ることができる！

kids
kids
smileevent
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ecology

ハッピーアースデイ大阪

日本初！学生主体で行われる「アースデイ」イベント

世界各地で行われている最大級の環境ムーブメントである「アースデイ」イベントの大阪ver.
日本初の学生主体のアースデイであり、八尾市にある久宝寺緑地で2010年より毎年イベント
を開催しています。最高来場者数は1万5000人で、イベントでは体験型のワークショップ、
地球にやさしい飲食や雑貨などのお店がたくさん並びます。
「One Step for Action」をコンセプトとしており、参加する人にしあわせを感じてもらい
すべての人の背中を押してあげられるような「場」をつくることを目指しています！

■連絡先■連絡先■連絡先■連絡先

ハッピーアースデイ大阪
実行委員会

Mail：info@happy-earthday-osaka.com
Facebook、twitter、Instagram、HP
「ハッピーアースデイ大阪」で検索！



はちのじは、八尾における地域イベントの企画、参加、発信を通じて、その地域の
人たちと継続的につながっていくこと、さらに地域への愛着が深まっていくことを
目指す団体です。毎年10月に開催されるいきいき八尾環境フェスティバルの企画・
運営、これから始まる新プロジェクトを軸とした活動を一緒にしませんか？

はちのじ

～人と人とのつながりを生み、愛着を深める場づくり～

■活動内容■活動内容■活動内容■活動内容

週に一度のミーティングを行い、企画を考えたり、メ
ンバー同士の交流を行っています。
また、八尾のまちを歩いたり、自然体験をしたりと八
尾にも定期的に足を運びます！
発足２年目となる“はちのじ”ならではの、新しいこ
とにチャレンジすることができる団体です！

■今年度参加・活動予定のイベント■今年度参加・活動予定のイベント■今年度参加・活動予定のイベント■今年度参加・活動予定のイベント

・八尾のまち、環境と人をつなげる
「いきいき八尾環境フェスティバル」の企画・運営

・八尾のお店同士をつなげる「数珠つなぎ」
・様々な団体をつなげる「交流会」の企画
・八尾のまちを知る「フィールドワーク」
・西郡地域活性化プロジェクト「NICE」
・八尾の「しごと」研究会
・様々なイベントへの参加

POINT

□サークルとは違う楽楽楽楽しさしさしさしさ＆＆＆＆一体感一体感一体感一体感！
□子供子供子供子供のののの笑顔笑顔笑顔笑顔に会える！
□メンバー同士仲仲仲仲がいいがいいがいいがいい！
□経験豊富な企業企業企業企業・・・・団体団体団体団体・・・・行政行政行政行政の人と

関わりが持てる！
□自分色のイベントのイベントのイベントのイベントの企画企画企画企画ができる！
□まちにまちにまちにまちに深深深深くくくく関関関関わるわるわるわることができる！
□就活での自己自己自己自己アピールアピールアピールアピールに！

kids
kids
smileevent
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machi

5/14（Sun）
ダブスマ×はちのじ新歓BBQ開催！！
Place:久宝寺緑地 Time:12：00～ ¥500

合同新歓に参加できない人、もっと話したい人、
必見です！

詳細はLINELINELINELINEにてにてにてにておおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ！

■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール

毎週1回

毎月1回

4/24 (月)

～28(金)

4/30 (日)

～2(火)

5/7(日)

5/14(日)

10/22(日)

おしゃべり会＠近畿大学・大阪教育大学

はちのじ説明会

(個人対応もします！メール等でご連絡を！)

わくわく祭り

はちのじ×ダブルスマイルサンタ 新入生歓迎会

いきいき八尾環境フェスティバル 本番

はちのじミーティング

いきいき八尾環境フェスティバル実行委員会

■連絡先■連絡先■連絡先■連絡先

はちのじ
Twitter ：@8noji8ao 
Facebook：「はちのじ」で検索！

公式アカウント
LINE ID：okw0391u
Mail   ：8noji8ao@gmail.com



■■■■活動活動活動活動内容内容内容内容
クリスマスイブに向けての活動はもちろん子どもたち
に笑顔を届けるべくサンタさんは1年中大忙し！！
子どもたちだけでなく、サンタさんも笑顔になれる
イベントもたくさんです♪

■活動日時■活動日時■活動日時■活動日時
ミーティング 毎週月曜日

※参加スタッフによって曜日変更可

■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール

5/7… わくわく祭り
5/14…ダブスマ新歓
5月… ダブスマ説明会
6/4… グリーンロハスフェスタ
7/17…ブルーサンタ

9月… カンボジア現地ツアー
10月… あかはなCafé

10/29…ハロウィンパーティー
11月… サンタ説明会
12/24…クリスマスイブ当日
1月… お手紙作成会

■その他■その他■その他■その他
世代世代世代世代をををを超超超超えたえたえたえた仲間仲間仲間仲間ができるができるができるができる！！！！！！！！それがダブスマそれがダブスマそれがダブスマそれがダブスマ！！！！！！！！

日本の子どもたちを笑顔にするために、カンボジア
の子どもたちを笑顔にするために、なにができるのか？
1年を通して、学生学生学生学生もももも社会人社会人社会人社会人もももも関係関係関係関係なくなくなくなく一緒に考えます。
でも、やっぱり楽しさも大事♪活動以外でもみんなで遊び
ます！！
そんな仲間仲間仲間仲間がががが大学大学大学大学、、、、年齢年齢年齢年齢をををを超超超超えてできるえてできるえてできるえてできる！！！！！！！！

それがダブスマダブスマダブスマダブスマ！！！！！！！！

POINT

□子どもの笑顔にあえる！！
□いろんな大学の人と仲良くなれる。
□社会人とも多くの交流が持てる。
□たくさんのイベントに参加できる。
□多くの人脈が持てる！

kids
kids
smileevent
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12/24のクリスマスイブに大阪の街には100人のサンタさんが大集合！！
ご応募いただいたご家庭にサンタさんがお届けします。その際にいただいた
チャリティー金を国際協力団体と協力しカンボジアへ海外支援をしています！！
スタッフは大学生から社会人まで！！クリスマス以外にも子どもたちに笑顔を
届けるイベントがいっぱいです♪そんなイベントを一緒に作ってみませんか？

サンタになって日本の子どもと海外の子どもをダブルでスマイルに！！

ダブルスマイルサンタ

5/14（Sun）ダブスマ×はちのじ新歓BBQ開催！！
Place:久宝寺緑地 Time:12：00～ ¥500

合同新歓には参加できない…
合同新歓には参加するけど、もっと詳しく聞きたい！！
そんな人たちのためのBBQパーティー♪
詳細はLINEにてお問い合わせ！！

■連絡先■連絡先■連絡先■連絡先

World Seed ダブルスマイルサンタ

担当 : 西田大樹（大阪教育大学2回生）

LINE  : @pxf9413w
MAIL : staff@wsmilesanta.com



■活動内容■活動内容■活動内容■活動内容
●econnect（エコネクト）
「大学に入って何か活動を始めたい！」
「他大学に仲間が欲しい！」
そんな人のための交流イベント

●ギャザリング
環境問題に関心のある若者の交流を創るための
合宿型イベント

●サステナブルカフェ
環境先進企業であるエコ・ファースト企業と若者を
つなぐための交流イベント

■活動日時■活動日時■活動日時■活動日時

メンバーで日程を調整し、毎月1〜2回、対面やSkype
でミーティングをしています。

■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール

7月 econnect2017
1月（予定）サステナブルカフェ
3月 関西ギャザリング2018

他にも様々な楽しい企画を運営しています！

■学生の声■学生の声■学生の声■学生の声

環境活動って、少し聞き慣れないイメージ…それも
そのはず！ほとんどの人が大学に入ってから活動を
始めているんです。
だから、専門的な知識やスキルは一切不要！アク
ションを起こしたいという想いがある人、私たちと
一緒に活動しましょう！

POINT

□全国の環境活動をしている人と知り合える！
□エコについて楽しく考えられる！
□個性豊かなメンバーと活動できる！
□社会で役立つスキルが身につく！
□「やりたい！」を実現できる！

kids
kids
smileevent
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■活動場所■活動場所■活動場所■活動場所
エコ・リーグ関西事業部 事務所
阪急・大阪市営地下鉄 天神橋筋六丁目駅徒歩1分

ecology

エコ・リーグは全国で環境活動を行う団体や人をつなぐNPO法人です。
若者の環境問題解決への取り組みを通じて、持続可能な社会の実現を
目指すというVisionを掲げ、若者の取り組みを支援し活性化すること
をMissionとしています。

全国の環境活動を行う若者・団体をつなぎ、未来を創る

NPO法人 エコ・リーグ

■連絡先■連絡先■連絡先■連絡先

渡辺 拓人(大阪大学大学院 修士2回生)

Mail    ：west.ecoleague@gmail.com
Twitter :@ecoleague_west
Facebook・HP:「エコ・リーグ」で検索！



コンセプトは「地産地食」八尾のまちを楽しむ飲み歩き食べ歩き！八尾のおいし
い農産物と、よりすぐりのお店を結んだ「地産地消の飲み歩き」イベントです。
チケット１枚で１ドリンクと八尾産の旬食材を使った一品を味わえる、おトク感
とおいしさ満載の一夜です。

私たちが好きな街、私たちが好きな店。

■活動内容■活動内容■活動内容■活動内容
・八尾市内外から人を呼び、八尾のまちを盛り上げる。
・八尾特産のえだまめや、若ごぼうなど八尾野菜を

アピールする。
・個性豊かな八尾の飲食店、商店をたくさんの人

に知ってもらうために年２回のまちバルイベント
を開催しています。

■活動日時■活動日時■活動日時■活動日時

年２回のまちバルを開催するために、11月〜７月の間
バル開催スケジュールに合わせて活動しています。

■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール

・３月後半
「八尾若ごぼう」をテーマ食材としたバル

・７月後半
「八尾えだまめ」をテーマ食材としたバル

■活動場所■活動場所■活動場所■活動場所

・実行委員会
近鉄八尾近辺のバル参加店舗

POINT

□ 普通の学生生活では出会えないような
人に会える！

□ 自分のやりたいことを気軽に提案でき
実現するかも？

□ 行動力、プレゼン能力がアップできる！
□ 八尾の店に詳しくなる！
□年齢に関係ない友人が多数出来る！

kids
kids
smileevent

8

machi

八尾バル

■私たちの想い■私たちの想い■私たちの想い■私たちの想い

私たちは八尾が好きです！自然に恵まれ、
八尾特産のおいしい野菜があるまち。
人情に溢れたおっちゃん、おばちゃんのいるまち。
おいしい料理とお酒と楽しい雰囲気でもてなしてくれる個
性豊かなお店の数々。
このすてきなまちを、もっとたくさんの人に知らせたい。
このまちを楽しみ、盛り上げたい！その思いで
「八尾バル」を企画開催しています。

■連絡先■連絡先■連絡先■連絡先

八尾八尾八尾八尾バルバルバルバル実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会

実行委員長：川瀬英樹
TEL ：090-8826-4528
MAIL：yaobar80@gmail.com
Facebook：「八尾バル」で検索！
HP：http://yaobar.net



この研究会では、2007年度から、八尾北高等学校内のビオトープ委員会と連携して、①ビオ
トープでの年２回の子どもたちを主体とした野外活動や野外調理を内容とした交流会を実施
したり、②年４回の会合で交流会の企画を検討したり環境に関わる情報を交換したり、③月
１回のビオトープの整備活動などを行っています。
学生のみなさま方とは、①～③の活動を、ご一緒に楽しむことができればと考えています。

八尾北ビオトープ研究会

学校ビオトープを活用して地域交流・世代間交流をすすめる

■活動内容■活動内容■活動内容■活動内容
八尾北高等学校南側の第二グラウンドをフィールドと
した地域交流による学校ビオトープづくり、そこでの
野外活動を通しての世代間交流、さらに、出会いとつ
ながりを体感できる多様な活動の創造、などを実施し
ています。

■活動日時■活動日時■活動日時■活動日時
①交流会は、10月と３月の土曜日、10:00～13:00

雨天でも内容を変更して屋内で実施
2017年度は、10/7、3/24

②研究会は、５､８､11､１月の金曜日、16:30～18:00
会場は、八尾北高等学校の応接室
2017年度は、5/26、8/25、11/24、1/26

③整備活動は、毎月１回土曜日、10:00～12:00
雨天の際は中止
2017年度は、4/8、5/13、6/17、7/8、8/12、9/9、

10/14、11/11、12/9、1/13、2/10、3/3 ■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール

①交流会：10月、3月
②研究会：5月、8月、11月、1月
③整備活動：毎月１回 土曜日

■みなさまの声■みなさまの声■みなさまの声■みなさまの声
毎月の整備活動や、数ヶ月に１度の研究会などで、
いろいろ準備していたので、交流会で子どもたち
が楽しんでいる様子を見ると、この活動に関わっ
て良かったとしみじみ思います。
（近畿大学 古田くん）

楽しい企画で、子どもたちはもちろん
私たち大人も楽しみにしております。
（エコロジー美園小 代表 阿瀬さん）

POINT

□ 子どもたちの笑顔にあえる！
□ 野外活動が楽しめる！
□ 稲刈りができる！
□ 石窯でピザが焼ける！
□ お餅つきもできる！
□ 手作りハンモックやシーソーがある！
□ ツリーハウス？を製作中！

kids
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■活動場所■活動場所■活動場所■活動場所

①、③八尾北高校南側第２グラウンド
②八尾北高等学校の応接室

■連絡先■連絡先■連絡先■連絡先

nature

大阪府立八尾北高等学校大阪府立八尾北高等学校大阪府立八尾北高等学校大阪府立八尾北高等学校
住所：581-0834 八尾市萱振町７－42
TEL:072-998-2100 FAX:072-998-6345

八尾北八尾北八尾北八尾北ビオトープビオトープビオトープビオトープ研究会研究会研究会研究会
庶務：塚口倫生（八尾北高校教員）

TEL：070-5509-3471
E-mail：tsukaguchi-n@kawachi.zaq.ne.jp



ナック（ＮＡＣ）は自然体験や野外活動など、ホンモノの体験を通して青少年の
健全な育成に貢献することをミッションにしているＮＰＯ団体です。アウトドア
リーダーとなって自然の中で子ども達に様々な体験の機会を提供し、子ども達が
健やかに成長するための糧となる活動を一緒にしませんか。

ＮＰＯ法人ナック（ＮＡＣ）

楽しいことは自然の中にある！

■活動内容■活動内容■活動内容■活動内容
現在運営に携わっている八尾市・柏原市・寝屋川市・
四條畷市の野外活動センターと大阪府立海洋センター
の５施設いずれかで活動します。子ども達を対象にし
た日帰りや宿泊イベントのサポート、施設を利用する
子ども会などの団体のサポートなども行います。

■活動日時■活動日時■活動日時■活動日時
土日祝と長期休みが中心となります。
平日の夜に研修やミーティングを実施することも
あります。

■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール

・森（海）のようちえんなどの幼児対象の年間イベント
・森のがっこうなどの小学生対象の年間イベント
・長期休み期間中の小学生対象の宿泊キャンプ
・ホタルやカブトムシ観察会などの生き物観察会
・親子を対象にした流しそうめんやピザ作りなどのイベント
・環境教育プログラムなどの指導者養成講座

など

■処遇■処遇■処遇■処遇

活動中のユニフォーム、自宅から活動場所までの
交通費（上限あり）、活動中の食事、また、報償費として
１日１,０００円を支給します。

POINT

□ 自然の中で子ども達と関われる！
□ 子ども達の変化や成長を感じられる！
□ 他大学の学生達とつながれる！
□ アウトドアのスキルが楽しみながら
習得できる！

kids
kids
smileevent
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■対象■対象■対象■対象
４年制大学の１・２回生

camp kids

■連絡先■連絡先■連絡先■連絡先

①八尾会場５月７日（日）９時アクトランド集合
（近鉄恩智駅より徒歩１５分）

②柏原会場５月７日(日)９時 JR河内堅上駅集合

③寝屋川会場５月１３日（土）９時 JR四條畷駅集合

④海洋センター会場 毎土日開催
（南海淡輪駅より徒歩１５分）

■■■■アウトドアリーダーアウトドアリーダーアウトドアリーダーアウトドアリーダー体験会体験会体験会体験会をををを開催開催開催開催しますしますしますします

八尾市立大畑山青少年野外活動八尾市立大畑山青少年野外活動八尾市立大畑山青少年野外活動八尾市立大畑山青少年野外活動センターセンターセンターセンター

（（（（愛称愛称愛称愛称：：：：アクトランドアクトランドアクトランドアクトランドＹＡＯ）ＹＡＯ）ＹＡＯ）ＹＡＯ）

宮嶋 啓太(みやじま けいた）

Mail：miyajima@actland-yao.jp
HP ：「アクトランドＹＡＯ」で検索！

Facebookもやっています♪



国史跡「しおんじやま古墳」は、全長160ｍの巨大前方後円墳で、1600年前の
姿に復元された古墳ミュージアム。古墳のことを学びながら、ものづくりハ
イキング、セスナ機ツアーなど、歴史をテーマにした様々なワークショップ
を実施しています。また、古墳で世界征服を目指す！？「ハニワこうてい」
の本拠地としても活動中。
いろんな手法で、古墳やミュージアムの魅力をつくる活動を行っています！

八尾市立しおんじやま古墳学習館
古墳やミュージアムの魅力を伝える活動を一緒に作ろう！

4月…ミニこいのぼり作り
5月…学校見学シーズン
6月…ぶらりミュージアム

ツアー企画実施予定
7月…はにわスノードーム
8月…夏の体験まつり

出張ワークショップ
9月…河内木綿まつり

10月…どんぐり工作
11月…高槻市出張イベント

秋の体験まつり
12月…古墳リース作り
1月…チョコで鏡づくり
2月…ハニワ作り
3月…ハニワ焼きなど

※内容は変更の場合あり

■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール■年間スケジュール

■活動内容■活動内容■活動内容■活動内容

「古墳そうじ部」に参加して古墳をキレイにする活動
をしたり、学習館や館外に出張して行う「歴史体験
ワークショップ」に参加して、指導をしたりします。
また、学習館のスタッフと一緒にワークショップを
企画・開発し、イベントとして運営します。
とにかく、古墳を楽しめる活動を作っていきます！

■活動日時■活動日時■活動日時■活動日時

古墳そうじ部は毎月第4金曜日午前。学習館や出張し
ての歴史ワークショップ活動は随時。

■申込・参加費等について■申込・参加費等について■申込・参加費等について■申込・参加費等について

申込は随時受付（年会費500円・保険代として）
活動は、学習館からの活動情報（2カ月に1回発行）を
見て、随時申込・参加する。

POINT

□ ミュージアムの活動に参加できる！
□ 歴史ワークショップを経験できる！
□ 子どもの笑顔にあえる！
□ ワークショップを企画・運営できる！
□ ハニワこうていの側近になれる！？

kidsecologyhistory
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■連絡先■連絡先■連絡先■連絡先

八尾市立八尾市立八尾市立八尾市立しおんじやましおんじやましおんじやましおんじやま古墳学習館古墳学習館古墳学習館古墳学習館
指定管理者：ＮＰＯ法人 楽古（らっこ）

担当：福田祐美子
Address：大阪府八尾市大竹5-143-2
TEL ：072-941-3114
MAIL：sionji@racco-taiken.com
Facebook＆Twitter：「ハニワこうてい」で検索！
HP：「しおんじやま古墳」で検索！



企業と市民が一緒になって、八尾のまちづくりを考え、市民団体・企業・行政関
連機関のネットワークづくりを推進しています。

(NPO)八尾市活き活き会議

活き活きとしたまち八尾をつくる

■活動内容■活動内容■活動内容■活動内容

・フリーペーパー「ふれマガ」の発行
・地域通貨「フレ」の運用、管理
・観光事業の支援、推進
・エコツアーの開催
・まちづくり支援

■まちづくり支援■まちづくり支援■まちづくり支援■まちづくり支援

◎内容：まちづくり協議会の議事録作成
◎スケジュール：毎月第2水曜日
◎場所：山本コミュニティセンター

■フリーペーパー「ふれマガ」の発行■フリーペーパー「ふれマガ」の発行■フリーペーパー「ふれマガ」の発行■フリーペーパー「ふれマガ」の発行

◎内容 ・企画参加
・現地取材
・編集協力

◎発行：年間3回

■エコツアーの開催■エコツアーの開催■エコツアーの開催■エコツアーの開催

◎内容：エコツアーの企画、運営
◎スケジュール：毎月１回ミーティング
◎エコツアー開催：9月、3月

POINT

□ 企業企業企業企業のののの経営者経営者経営者経営者とととと生生生生きたきたきたきた話話話話ができるができるができるができる！！！！

□ 就活就活就活就活で役立つ体験ができる！

□ 企業企業企業企業のののの実態実態実態実態をををを肌肌肌肌でででで感感感感じられるじられるじられるじられる！

□ 幅広い年代、分野の人と交流できる！

kids
kids
smile
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ecologymachi

■連絡先■連絡先■連絡先■連絡先

美馬美馬美馬美馬 徹徹徹徹

八尾市本町2-6-201（萩野ビル2F)
Mail：yaoikiiki@yahoo.co.jp
HP ：http://minkan.jp/yaoiki/fre/



毎年7月24、25日に開催される大阪最大の祭、天神祭。たくさんの屋台が並
び、夜空を彩る花火が打ち上げられるその裏で、大量のごみが捨てられます。
ごみを拾うのではなく、ごみを出さないための活動。
昨年度は、みんなでごみの調査を実施して、現状がより明確にわかりました。
そして、今年からついに本格始動！ボランティアリーダーを募集しています。

天神祭ごみゼロ大作戦

大阪で最大の祭。そのごみをゼロに。

5月 …リーダー研修スタート！
6月 …リーダー研修
7月 …現地研修

直前研修
8月 …振り返り会
10月…次年度に向けて準備！

■■■■年間スケジュール

■■■■活動内容
今年の天神祭ごみゼロ大作戦では、以下のような取り
組みを行います。日本一たくさんの露天商が出店する
祭では、実施した例のない画期的な取り組み。
それを、ボランティアリーダーとなり、コーディネー
トしていただきます！
・エコステーションの設置
・リユース食器の導入
・ごみの拾い歩き

■■■■活動日時
月に1から2回程度の研修と、直前研修。
7月24、25日の天神祭に向けて準備を進めます。

■■■■学生のみなさんへ
天神祭は日本三大祭にも選ばれる、日本を代表するお
祭です。そんなお祭に自分も関わるチャンス！
たくさんの環境団体が一緒に取り組む、このごみゼロ
大作戦に参加すると、普段出会うことのないような団
体の方々と出会えること間違いなし！
また、延べ800人を予定しているボランティアさんを
コーディネートするリーダーになる機会も貴重です。
ぜひご参加をお待ちしています～！

POINT

□ 関西で有力な環境団体とつながれる！
□ 大人と話す力がつく！
□ 大きなイベントを回す力がつく！
□ メディアに取り上げられるかも！？
□ 実際にごみを減らせる達成感がある！

ＱＲコードから
LINE友達申請！
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昨年は、学生たちも一緒に

夕方のニュース番組（関テレ）

「みんなのニュース ワンダー」
に密着取材いただきました！

kids
kids
smile ecologymachi

■連絡先■連絡先■連絡先■連絡先

事務局 World Seed

岡見 厚志(大阪教育大学卒業生)

TEL：090-6559-6387

LINE ID：okamiatsushi114



11の社会貢献団体が集結！アウトドアパーティー開催！

合同新歓ってどんなイベント？
大学生になると、どんなサークルに入ろう、どんなバイトを始めよう…と悩みがたくさん。けれど、どん

なボランティアをしよう、と悩む人は少ないのでは？合同新歓では、社会の課題を一緒に解決してくれる

学生を探している団体が集結して、新歓パーティーを開催します。

＼みんなで料理／

＼みんなでおしゃべり／＼みんなでゲーム／

お昼ご飯はみんな

でアウトドアクッ

キング！自然の中、

みんなで協力して

つくるランチは最

高です！

＼たくさんの参加者／

初対面の人と話す

のはちょっと苦手、

という方でも大丈

夫！ゲームを交え

て楽しく交流する

ので、自然と会話

が生まれます。

毎年色んな大学の

たくさんの学生が

参加しています。

2回生以上も大歓

迎！これを機会に

大学外の友達も増

えるかも！？

ランチを食べて場

が和んだ後は、団

体の説明を聞いた

り、気軽におしゃ

べりをする時間。

気になる団体を見

つけよう！
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最初のゲームでは、色々な団体の方と交流

ができて緊張も一気にほぐれました。私は

この合同新歓に参加して、大学の授業以外

にも充実した生活を送ることのできる居場

所があると知ることができ、これから携

わってみたいと思うようになりました。

上山華凛さん（2回生）

大学入って何をしようか悩んでいるときに参加し

ようと思ったのがこのイベントでした。最初はど

んな人が集まっているのかと緊張していましたが、

楽しいゲーム企画やランチタイムの際にいろいろ

な人と話すことができて安心しました。

何よりも親切で優しくて楽しい先輩と出会えたこ

とがうれしかったです。

足立哲さん（3回生）

"野外ならでは"の交流ができ、ただ

ただ楽しかったです！何か始めよう

という熱意のある仲間との出会い、

情熱をもって活動に取り組んでいる

方たちとの出会いなど、ここにしか

ない素敵な出会いがありました。

中屋敷萌香さん（3回生）

2017.04.29 sat

今年もアクトランドで開催。

詳細、お申込みは裏表紙へ！

実際に参加した学生たちの反応は？
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このパンフレットに記載している

11団体合同の新歓パーティー。

もちろん、2回生以上も大歓迎！

自然の中でランチを食べながら、

新しい一歩を踏み出そう！

roast chicken

sandwich

fresh ham salad

2017.4.29sat

アクトランドYAO
Time 11:30-15:30

先着100名！早めにお申し込みを！

LET’S PARTY

¥500参加費

(11:00受付開始) ★動きやすい服装でご参加ください。

申込み締切 4/23(日)
旧R170

南高安小
南高安小

「南高安

小学校前」

交差点

恩智駅

大正銀行

アクトランドYAO

恩智駅から

徒歩約15分

会場までに何名か誘導スタッフが
立っていますのでご安心してお越しください。

QRQRQRQRコードコードコードコードから申込みフォームに
アクセスし、必要事項をご記入のうえ
お申し込みください。
また、環境環境環境環境アニメイティッドやおのアニメイティッドやおのアニメイティッドやおのアニメイティッドやおのHPHPHPHPからも
お申し込みいただけます。「環境アニメ」で検索！

TEL: 070-5581-6418 MAIL: info@world-seed.com

◎主催 環境アニメイティッドやお ◎事務局 八尾市 環境保全課

お申し込み

会場アクセス

LINELINELINELINEののののQRQRQRQRコードコードコードコード読読読読みみみみ取取取取りりりり

からも見られるよ！


