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先着100名！早めにお申し込みを！
詳細は裏面をご覧ください。
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サークルでは得られない達成感。社会人との交流による経験値アップ。ここでしかできない活動があります。

君の力を必要とする場所がここにはある。

g
o
o
d

smile

history

camp

nature eventmachi

ecology

kids



01  … 八尾市立しおんじやま古墳学習館

02  … (NPO)八尾市活き活き会議

03  … 八尾北ビオトープ研究会

04  … 学生農業団体 Gemüse

05  … 祭のごみをゼロに！

06  … 八尾バル

07  … はちのじ

08 … NPO法人ナック（NAC）

09 … ダブルスマイルサンタ

10 … 八尾レオクラブ

11 … ハッピーアースデイ大阪

12 … 八尾市立リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」

13 … NPO法人 エコ・リーグ

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。

■INDEX

■INTRODUCTION

各団体紹介ページの右上に、それぞれの分類が書かれています。
自分の興味関心に合った団体を探したいときに、一つの目安にして探すことができます。

■MEANING OF CATEGORY

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

・八尾北ビオトープ研究会
・学生農業団体 Gemüse

・天神祭りのごみを考える会
・はちのじ
・ハッピーアースデイ大阪
・八尾市立リサイクルセンター学習プラザ
「めぐる」

・NPO法人エコ・リーグ

ecology
イベント運営

・（NPO）活き活き会議
・学生農業団体 Gemüse

・天神祭りのごみを考える会
・八尾バル
・はちのじ
・ダブルスマイルサンタ
・八尾レオクラブ
・ハッピーアースデイ大阪
・NPO法人エコ・リーグ

event

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

history

子どもと関わる活動

・八尾市立しおんじやま古墳学習館
・八尾北ビオトープ研究会
・NPO法人ナック(NAC)
・ダブルスマイルサンタ
・八尾市立リサイクルセンター学習プラザ
「めぐる」

kids

キャンプリーダーなどの
野外活動

・NPO法人ナック(NAC)

camp

・（NPO）活き活き会議
・八尾バル
・八尾レオクラブ

machi
まちづくり、コミュニティづくりに
ついての活動



■活動内容
しおんじやま古墳学習館で開催の
子ども向けの体験講座「こふんは
にはに部」や他のミュージアムや
イベントでの体験講座のサポート。
また秋～冬に向けて、古墳や文化
財、自然などの地域資源を活かし
た企画を学生たちが計画立案し、
実施してもらいます。

■年間スケジュール
◎サポーター説明会 5/22、10～15時随時
◎こふんはにはに部（子ども向け体験講座）

6月～スタート、毎月1回程度開催
・6/19 古墳のお皿に絵を描こう
・7/24 セスナ機古墳ツアー（予定）

◎しおんじやま夏の体験まつり（8月）
◎兵庫県立考古博物館フェスティバル（11月）
◎活用プロジェクト、計画・実施（11～3月頃）

八尾市立しおんじやま古墳学習館 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！

連絡先

国史跡「しおんじやま古墳」は、全長160ｍの巨大な前方
後円墳があるミュージアム。この地域の貴重な文化財を活
かすために、セスナ機古墳ツアーや、高安山麓ハイキング、
古墳弁当などの企画を実施したり、子どもたちに勾玉作り
などのモノづくりのワークショップを開催しています。
このような地域を魅力的なものにする楽しい企画を一緒に
つくりませんか？

QRコードから連絡先
が読み取れます！

■活動日時
・5月22日のサポーター説明会で、詳細な説
明＆簡単なワークショップができますので、
是非お越し下さい。日程があわない場合は、
別途説明しますので、お気軽にお問い合わせ
下さい！
・その他の講座や体験イベントは、土・日曜
日が中心。活用プロジェクトは、平日などに
ミーティングを実施。

■活動場所
・主に八尾市立しおんじやま古墳学習館
・館外の出張体験イベントもあり

いきなりだが、私が「ハニワこうてい」だ！古墳の魅力を
世界に伝えることで世界征服をめざしているハニワ帝国の皇
帝なのだ！
そのハニワ帝国の本拠地がしおんじやま古墳。そして、古墳
の魅力を知ってもらう様々な企画を私の側近＝しおんじやま
古墳のスタッフやサポーターたちが実施して、地道に？世界
征服の活動をしておるのだ。

先日も、大学生たちが「タカヤスコイメグリ」という高安
山麓ハイキングを企画し、地元の懐石料理店とコラボして
「業平弁当」まで作ってくれたぞ。そのような魅力的な企画
をみんなも考えてくれ！楽しみしているぞ～

ハニワこうていからありがたい一言

■その他
・活動場所までの交通費支給

地域の文化財を活かした様々なワークショップで魅力をつくる！

八尾市立しおんじやま古墳学習館

history kids



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。

■事業内容
・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

■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

◎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

■まちづくり支援

美馬 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/

■連絡先

■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

活き活きとしたまち八尾をつくる

(NPO)八尾市活き活き会議

ecology machi



■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。

■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

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

■連絡先

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
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

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）

■活動日時

■活動場所

① ・10/8、3/25 (土曜日)
・10:00～13:00

（雨天でも内容を変更して屋内で実施）

②・5/27、8/26、11/25、1/27  （金曜日）
・16:30～18:00 

③・4/9、5/14、6/11、7/9、8/13、9/10、10/8、
11/12、12/10、1/14、2/11、3/18

・10:00～12:00
（雨天の際は中止）

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

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）

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

八尾北ビオトープ研究会

ecology kids



■活動内容
*畑や田んぼでの農業体験
*食農教育
「自然の恵みプロジェクト」
(主催：一般社団法人 自然大陸
後援：めばえ国際学園)
*自分たちで作った野菜の販売
*学生イベントの企画・運営
*勉強会・見学会

■年間スケジュール
*5/1(日)イタリアンパーティー

畑でおいしいもの食べながら交流しましょう！
*食農教育

5/29(日)、9/25(日)
子どもたちを畑に招いて食農教育を
行っています。

*畑での活動・その他イベント
不定期。
変更の可能性あり。Facebookを要チェック！

事務局長

藤井 宏次(近畿大学4回生)

■連絡先

「農から始まる新たなつながり」をテーマに、農や食の
現場を通して、学生のあらゆる”挑戦”を形にすべく結
成された学生団体。
今年で創設１周年を迎え、もともとの活動に加え、今後
さらなる活動の幅を広げるために日々奮闘中！

■活動日時
*畑での活動・イベント

基本的に土日祝日のお昼
*勉強会

平日の18時以降など

■活動場所
*畑での活動・イベント

奈良県 佐紀町
大和田町など

*野菜販売
堺市美原区にある
“Origin CAFE”

(後援：株式会社松原工務店)

学生の声
学生のうちに自分がやりたいことを直感することはとても大切
です。それをみんなと作りあげるのはとても楽しいこと。
インスピレーションを磨いて充実した時間を
「農から始まる新たなつながり」は無限大！
(代表・島田)

「胃袋をつかめば勝ち」まさにその通りで、おいしいものは人
の心をつかみます。ゲミューゼでたくさん心つかまれる体験や
人たちに出会いました！すごく“おいしい！”団体です！
(広報・高葢)

“農”を主軸にさまざまな活動に”挑戦”する学生団体

学生農業団体 Gem se

Mail：gemuse831@yahoo.co.jp

HP:「学生農業団体ゲミューゼ」で検索！
(https://m.facebook.com/gemuseheirloom）

ecology event



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

■連絡先

QRコードから
LINEの友達申請！

ecology event

■活動内容

・地域の方々へのヒアリング
・祇園祭ごみゼロ大作戦での

ボランティア
・天神祭で出るごみの実態調査
・報告会などの企画

■年間スケジュール

◎5月 地域の方々へヒアリング
◎6月 祇園祭ごみゼロ大作戦の事前準備参加
◎7月 祇園祭ごみゼロ大作戦 参加

天神祭ごみ実態調査
◎8月以降

天神祭ごみゼロに向けた準備
◎9月 大阪市内の祭会場で

リユース食器の試み
◎12月 報告会実施

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

■連絡先

大阪で最大の祭。そのごみをゼロに。

祭のごみをゼロに！

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。
今年から本格始動！立ち上げメンバーを募集しています。

■活動日時
・月に1回程度のミーティング
・ヒアリングなどの調査活動（月に3回程度）

■活動場所

・大阪市内、京都

QRコードから
LINEの友達申請！

こんな活動、他では絶対できない。

すでにある企画に参加する機会は、きっと他にもた

くさんありますが、この規模の企画をゼロから、

しかも、こんなにたくさんの大人たちと作り

上げる機会はなかなかないチャンス。

だからこその大変さがありますが、やりきったとき

の達成感は比べ物になりません。

きっと、人生を通して語れる経験になります。

（事務局 World Seed 岡見厚志）



■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。

■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

八尾バル実行委員会
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

■連絡先

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。

QRコードから連絡先
が読み取れます！

■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。

■活動場所

・実行委員会
近鉄八尾近辺のバル参加店舗

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。

私たちが好きな街、私たちが好きな店。

八尾バル

event machi

私たちの想い



■活動場所・内容
近大で週に一度のミーティングを行い、
チラシを作ったり、当日の企画を考え
ています。
また、八尾の企業を回ったり、自然体
験をしたりと八尾にも定期的に足を運
びます！
昨年度はテーマソングを作ったりと、
自分のやりたいことを形にできる団体
です！

公式アカウント LINE ID：okw0391u

Mail：ikiikiyaofes@gmail.com
Facebook：facebook.com/ikiikiyaofes/
Twitter：＠ikiikiyao

■連絡先

人と人とのつながりを生み、愛着を深める場づくり

はちのじ

はちのじは、八尾のイベントの企画、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・運営を軸とし、人と人が継続的に繋がれる場づくり、
人と地域が繋がれる八尾づくりを、一緒にしませんか？

■年間スケジュール
◎毎月第1,2,4火曜日 ミーティング
◎毎月第3木曜日 実行委員会
◎ 5月21日(土) 学生団体feelinkとの交流会
◎10月23日(日) いきいき八尾環境フェスティバル

■今年度参加・活動予定のイベント
・八尾のまちをぶらぶらフィールドワーク
・ラジオ収録
・月に一回の

八尾のまちを歩いて自然環境を知る自然楽校
八尾を巡って歴史を知る歴史楽校
八尾近くの高安山の森林整備活動 など

今年度は新企画も考えています*°

QRコードから連絡先
が読み取れます！

■活動日時
・学生ミーティング

第1,2,4火曜日 18時30分〜
・実行委員会

第3木曜日 18時30分〜

ecology event

開催日：4月26日(火)、5月10日(火)
場所：近畿大学
時間：17:30集合 17:45開始～19:00

（その後のミーティングもぜひ！）

興味のあるみなさんも参加型で開催します♪
新しい活動を始める最初の一歩踏み出しませんか？

説明会を開催！！



■活動場所・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。

■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２,０００円を支給します。

八尾市立大畑山青少年野外活動センター（愛称：アクトランドＹＡＯ）

宮嶋 啓太(みやじま けいた）

Mail：miyajima@actland-yao.jp LINE ID：3840keita
HP:「アクトランドＹＡＯ」で検索！ Facebookもやってます♪

■連絡先

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。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。

■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

開催日：４月１３日(水)18時～20時30分、
１６日(土)・１７日（日）10時～17時
※都合の良い日、時間にお越しください

会場：アネックスパル法円坂Ａ棟３階４号室
最寄り駅はＪＲ森ノ宮です

こちらでも詳しい話が聞けます。

■今年度予定しているイベント

・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

５施設合同のガイダンスを開催します

自然体験を通して子ども達の健やかな成長に貢献する

ＮＰＯ法人ナック（ＮＡＣ）

kidscamp



ダブルスマイルサンタ

QRコードから
LINEの友達申請！

kidsevent

■活動内容
クリスマスイブに向けて、サンタ
さんは大忙し。当日の企画を考え
たり、広報をしたり…。
イブに向けての準備だけではなく、
色んなイベントで子どもたちを笑
顔にするお手伝いをしています。

■年間スケジュール

World Seed ダブルスマイルサンタ

担当：宮川 耕助（近畿大学4回生）

TEL ：090-6822-0029
LINE：sukesan1994929

MAIL：staff@wsmilesanta.com

■連絡先

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

クリスマスイブの夜、応募いただいた家庭にサンタさんが
プレゼントをお届け。その際にチャリティーをいただき、
国際協力団体と協力しカンボジアの教育支援を実施。
スタッフは大学生から30代前半までの社会人。
クリスマスまでにも子どもたちの笑顔に
触れるイベントが盛りだくさんです！

■活動日時
◎学生ミーティング … 1か月に2回(12月は毎週)
(曜日は集まったメンバーで決めます)
◎全体ミーティング … 1か月に1回程度

5月… イベント出展
6月… 海外支援勉強会
8月… キャンプ！(遊び…)

9月… イベント出展
11月… サンタ説明会
12月… クリスマスイブ当日
1-3月… 現地ツアー、報告会など

合同新歓に参加できない…
合同新歓には参加するけど、もっと詳しく話したい！
そんな人のためのBBQパーティー。
詳細はLINEで問い合わせ！

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？
年間を通して、社会人も学生も関係なく、一緒に考えます。
でも！！やっぱり楽しさも大事！
ということで、活動以外でもよく遊びます！
そんな仲間が、年齢を越えてできる場。
それがダブスマです。



■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

①例会 毎月第２、４土曜夕方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）

八尾レオクラブ
MAIL: yao_leoclub@yahoo.co.jp

■連絡先

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
会長 久利 夢美人（近畿大学３回生）
TEL: 090-3053-6768
LINEID: yumekibun

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）

みなさまの声

企画＋実行＝経験＝成長

八尾レオクラブ

event machi



■活動内容

イベントを運営する実行委員とし
て、イベントで実施する企画の立
案・参加団体の管理・広報物の制
作などのチームに分かれて活動し
ます。

■年間スケジュール

4月・・・新入生歓迎会
5月・・・実行委員説明会
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
3月・・・ハッピーアースデイ大阪イベント

※ミーティングや勉強会などはその都度調整して行います

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

■連絡先

QRコードから連絡先
が読み取れます！

■活動日時

・学生ミーティング：月2.3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

■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!!

学生の声

世界各地で行われている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、
大阪府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、飲食や雑貨などのお店が並びます。
「One Step for Action」をコンセプトとしており、参加する人
すべて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！

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！！

日本発！学生主体で行われる「アースデイ」イベント

ハッピーアースデイ大阪

：月1回

ecology event



■活動内容
約20名のめぐるサポーターの方
が活動しています。月に一度の
予定調整MTGで企画を相談した
り、参加する活動を決めたりす
る事も可能です。興味のある方
は、是非一度、リサイクルもの
作りにご参加ください。

■年間スケジュール
◎４月29日10時～正午

工場見学とリサイクルもの作り体験
◎７月９日

めぐる環境研究会（７月はエコ石鹸の作り
研究）
◎５月～12月

園児、児童の環境学習に参加

八尾市立リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」

０７２－９９４－０５６４
Mail：http://yao-meguru.jp/
HP:「八尾めぐる」で検索！

■連絡先

八尾市立リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」は環境
学習をテーマにした講座やリサイクルもの作りの体験がで
き、どなたでもご利用できるスペースとなっています。

■参加方法

■活動日時
・予定調整MTG

第４木曜日 14時〜

・めぐる環境研究会
奇数月第２土曜11時～正午

■活動場所
・リサイクルセンター学習プラザ

お待ちしています！

☎予約の上、ご参加ください！

めぐるサポーター活動参加

八尾市立リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」

リサイクルセンターの工場見学やリサイクルの体験もでき、
ライフスタイルについて考える事ができました。 (学生・K)

リサイクルものづくりの実験や、園児との触れ合いなど
貴重な体験ができた！(学生・Ｙ）

学生の声

ecology kids



■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!」
「他の大学に仲間がほしい!」
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
機会を創るための合宿イベント

■年間スケジュール

4/30(土) 新入生歓迎企画
7月 econnect2016

10月 全国ギャザリング2016
1月 環境おじさん御饒舌会
3月 関西ギャザリング2017

詳しくは、Facebookやtwitterで随時
更新していきます！

渡辺 拓人(大阪大学大学院 修士1回生)

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

■連絡先

全国の環境活動を行う若者・団体をつなぎ未来を創る！

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組みにより、持続可能な社会
の実現を目指すというVisionを掲げ、若者の取組みを支援
し、活性化していくことをMissionとしています。

■活動日時
毎月１～2回程度、メンバーで日程を調整し、対面や
Skypeでミーティングをしています。現在、近大、関
大、阪大、府大など10名ほどで活動中。

■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6丁目駅徒歩1分

NPO法人 エコ・リーグ

学生の声

環境活動って、なんだか聞き慣れないですよね。
それもそのはず、ほとんどの人が大学に入って
から始めているんです。

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!

ecology event



roast chicken

YAO
¥500

LET’S PARTY!

2016.4.23sat

Time 11:00-15:30

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。 ◎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

右記のQR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。

お申し込み

また、環境アニメイティッドやおのHPからも
お申し込みいただけます。「環境アニメ」で検索！

sandwich

fresh ham salad

LINEのQRコード読み取り
からも見られるよ！


