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八尾のガンジツザクラは、旧正月頃に咲くのでガンジツザクラ(元日桜)と呼ばれ
る早咲きの桜で、正式名はカンザクラ(寒桜)と言われる。花は一重で、桃色の小花
を咲かせる。オオシマザクラ(大島桜)とカンヒザクラ(寒緋桜)の交雑種で、ヒカン
ザクラの紅色が出ているのでソメイヨシノより綺麗だ。
早咲きの桜といえば伊豆の河津桜が有名だが、河津桜よりも先に咲く土肥桜、あ
たみ桜などもある。八尾のガンジツザクラも河津桜より少し早く咲いている。
環境アニメイティッドやお

広報委員会

発行
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楽しい環境活動支援金事業報告会
４団体が成果発表！

平

成26年度の楽しい環境活動支援金事業に参
加した４団体（河内の風№110にも掲載）
が、各々取り組んできた環境活動についての報告会
が２月22日（日）に開催されました。
活動の内容は、
①河内木綿を伝承・復元するために栽培から製品ま
での工程を体験活動を通じて普及する。
②地域資源を利用した水力発電機や太陽光発電機を
作成し電気を作る。
③小学校においてニッポンバラタナゴを保全するた
めの観察池周辺をビオトープ化する。
④八尾における地域産業を探るエコツアーを実施し
普段見ることのできない身近な企業の環境に対す
る取組みを実際に見学する。
と、幅広く多様な活動が展開されていました。
この「楽しい環境活動支援金」は、新たな環境活
動を支援するだけでなく、団体同士で新たなつなが
りを持ち、協働の取組みを創出することが目的です。
来年度は、５月１日(金)～５月29日(金)までの期
間、この楽しい環境活動支援金の交付団体を募集す
る予定です。

環境活動
交流会

▲報告会当日の様子

環境アニメイティッドやおは、環境活動を
頑張る団体や、新しく事業を始める団体を積
極的に応援します。皆さまのご応募お待ちし
ています。
（事務局）

【事業報告会参加団体】
①ＮＰＯ法人 河内木綿藍染保存会
②ＮＰＯ法人 自然環境会議八尾
③エコ・ワークたいしょう
④ＮＰＯ法人 八尾市活き活き会議

10以上の団体が協力！学生たちを巻き込もう！

第９回

前

回、第８回の環境活動交流会で参加され
た団体の皆さんと共有した課題のひとつ
が若手の人材不足問題でした。そこで、出てき
た案が、「春にみんなで、合同のボランティア
説明会を開催しよう！」という案です。
今回の交流会では、その案を更に具体化し、
実際に進めて行くことを目的に開催。結果とし
て、八尾市内外の10団体以上が協力することに
なりました！
学生の方々には、たくさんの選択肢から自分
に一番合った活動を選ぶことができ、市民団体
側はたくさんの学生に自分たちの活動を知って
もらい、担ってもらえるチャンスです。
今回、初めての試みで、どの程度の学生の
方々に参加して頂けるかは全く予想ができませ
んが、目標は100名の学生たちを集めることで
す。多様な団体の、色んな魅力を学生たちに届
くようにカタチにしていくことで、市民活動の
担い手を広げられればと思います。
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▲合同説明会へ向けたワークショップを実施

これから４月に向けて、集まった10団体
で協同の紹介冊子を作成し、学生向け合同
説明会を４月25日(土)に開催します！
八尾から始まる新たな取組みにこれから
もご注目ください。
（World Seed代表理事 岡見 厚志さん）

環境アニメイティッドやお

環境配慮
の取組み

シリーズ 第10回
「身近な環境教育（リサイクル）」
～八尾市立曙川中学校～

曙

川中学校では、教科で学んだ内容を生徒
会役員が環境ポスターなどで啓発し、身
近な環境について考えました。
待機電力から学んだ、各家庭でのコンセント
を抜く取組みや、生徒会がペットボトルのリサ
イクルやエコキャップ運動に積極的に取り組み
ました。
また、卒業直前の３年生や１,２年有志によ
る「ピカピカキャンペーン」を実施し、学校内
外の清掃活動を実施しました。
その結果、環境に対する知識は教科や社会か
らのさまざまな情報から豊かになりましたが、
個々が取り組むことのできる実践力はもう一歩
というところです。
生徒会役員が中心となり取り組んだ活動は多
くの生徒の参加となり、環境に対する意識の高
まりとともに身近な環境問題への実践力を養う
ことができました。
年間を通した生徒会やＰＴＡの協力による活
動は、ほぼ定着してきました。今後は、日々の

取組みをいかに持続していくかが課題です。
生徒の感想としては、「１年間を通して環
境を考えてきたが、まだまだできることやし
なければならないことがたくさんあると感じ
た。」や、「清掃活動はしんどかったが、先
生や親と一緒に学校をきれいにしたことは感
動した。」といった感想がありました。
(広報委員 奥本 陽子）

環境保全
の取組み

シリーズ 第10回
再生可能エネルギーの活用で環境保全と
地域経済の振興をめざして

こ

のシリーズでは、筆者の視察・調査を
もとに、環境モデル都市、バイオマス産
業都市、自然エネルギー基本条例制定都市を紹
介してきました。
環境モデル都市とは、環境の良さと生活の利
便性を両立させながら、安心・安全で快適に暮
らせる低炭素な社会づくりをめざす先進的・模
範的な取組みを行う都市です。
またバイオマス産業都市とは、地域のバイオ
マス原料生産から収集・製造・利用までの一貫
システムを構築し、地域のバイオマスを活用し
た産業創出と地域循環型のエネルギーの強化、
バイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害
に強いまち・むらづくりをめざす都市でありま
す。
自然エネルギー基本条例制定都市とは、再生
可能なエネルギーの活用を推進し、地域社会の
持続的な発展や市民生活の安定をめざす都市で
す。

環境保全と持続可能な地域づくりをめざす
1.環境モデル都市
長野県飯田市、高知県梼原町、堺市、京都市

2. バイオマス産業都市
岡山県真庭市、香川県三豊市

3.自然エネルギー基本条例制定都市
滋賀県湖南市、兵庫県洲本市
どの都市でも、地域資源の再生可能エネル
ギーの活用で環境を保全し、持続的な地域社会
の構築および雇用の確保と地域経済の振興をめ
ざす取組みが行われています。
（NPO法人自然環境会議八尾

宮川

晃さん）
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エコ
ツーリズム
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(土)

見て、聴いて、感じる企業見学会
～八尾市内の２か所を見学～

１

社目は、理化工業株式会社さんです。熱処理
と部品の塗装を行っていますが、参加者の多
くは普段見聞きしないものでした。
熱処理とは金属材料に熱をかけたのち急に冷やす
ことで硬くしたり、ゆっくり冷やすことで柔らかく
できる加工方法です。多くの機械のもとになる部品
作りには欠かせない技術です。また、建物に使われ
ているネジに耐食性を持たせるための特殊な塗装も
されていました。
森嶋社長からの会社説明の後、工場内を見学しま
した。重そうな扉のついた装置や、長さ20ｍもある
ような装置など加工に合わせてたくさんの機械装置
が並んでいます。中には炎が見えるものもあり、説
明では800℃を越えているそうです。
真冬にも関わらず工場内は熱気で暖かく、もし、
夏の見学ならとても暑いのではとの話も出ました。
２社目は、株式会社シーズクリエイトさんです。
ちらし、ＤＭ(ダイレクトメール)、カタログ、パン
フレットなどの印刷をされていて、特に折り込みチ
ラシの印刷ではシェアが高いそうです。

▲企業見学会の様子

印刷は一枚ごとに刷るのではなく、ロール
状になった紙に連続して行うため、工場内に
はロール状にまかれた紙が幾つも積んで置か
れていて圧倒されます。しかもその一つが500
キログラムもあるそうです。
実際に紙の供給、印刷、カット、結束まで
連続でしかも高速に処理できる様子を目の前
で見ることが出来ました。工場内の見学の後、
同社での地域貢献活動についてもお聞きする
ことができました。
（NPO法人八尾市活き活き会議 美馬 徹さん）

※２社は、ＪＲ志紀駅から徒歩で約１５分の場所にありますが、途中には弓削神社、旧街道、平野川、自衛隊
八尾駐屯地、防災センターなどがあり、新旧の観光地でもあり、話題の種が幅広くある地域でした。

若者の

声

企画すること、考えることの難しさ
～学生事務局を担当して～

私

はいきいき八尾環境フェスティバル学生事
務局に関わりましたが、そこでは企画やそ
の詳細な事柄を自分たちで考えるなど、今までに
ない経験をたくさんしました。企画を考えるこ
と、さらにはその話し合いで自分の意見を発言す
ることの難しさを知りました。
最初のころのミーティングでは全く発言をする
ことができなかったが、本番が近付いてくるにつ
れて少しずつではありましたが慣れてきて、最初
のころと比べ成長したと思えました。
去年は本当に何も分からず、本番を想像するの
も難しかったのですが、今までにない経験で得ら
れるものも多かったように思います。
今年も学生事務局の一員として参加させていた
だくので、去年の反省点を踏まえ、もっとよい
フェスティバルになるように頑張りたいです。そ
して去年よりももっと得るものを増やせるような
経験をしていきたいと思います。
（いきいき八尾環境フェスティバル2014学生事務局、
近畿大学総合社会学部１回生 加藤智子さん）
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▲学生事務局メンバー集合写真

【学生事務局とは】
毎年10月に開催される環境イベント「いき
いき八尾環境フェスティバル」の企画運営を
担う大学生の組織です。
若い感覚をフェスティバルに取り入れるた
め、知恵を出し合って、いろいろな企画を
フェスティバル実行委員会で提案しています。

環境アニメイティッドやお

環境アニメイティッドやお
団体紹介

2９

「学校ビオトープ＆
野外調理体験交流会」

マテック八尾
『八尾ロボットフェア2015』について

通算で22回目となる、今回の交流会では、
ビオトープの各ゾーンの整備とドームテン
ト張り、そして、ナンやパンづくりとキー
マカレーを予定しています。
☆2月11日（祝）、アリオ八尾にて開催★
午前は、ジュニア大会で「八尾特産若ごぼ
うの収穫祭」と題したテーマで、八尾市内の
中学校６校によるライントレース競技を行い
ました。
午後は、一般大会で運動会にもある「大玉
ころがし」競技で、大学、専門学校、企業、
個人の８チームで競い合うゲームでした。
また、３階のブルーコートでは、子どもた
ちが自由に遊べるロボット操縦体験コーナー
も同時開催されました。
本ロボットフェアは、地域の子どもたちに
ものづくりの楽しさや科学技術への理解を深
める活動と、地域産業の活性化をめざすこと
を目的としています。
今回で７回目となりますが、過去の主なテ
ーマでは、環境問題を取り上げた、「大和川
クリーン大作戦！」、「救え！ニッポンバラ
タナゴ」などがあります。
（マテック八尾事務局 温川 政佳さん）

Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ
最近の電車通勤での風景が昔とは、ものすごく
変わったのを感じます。
以前は、車内で新聞や本・雑誌を読む方が多
かったのですが、今では、『スマホ』や『タブ
レット』を見ている方が多く、紙の媒体が少なく
なっているのを感じますね。
会社の仕事でもパソコンを利用し、紙の印刷が
少なくなってきました。会社のパンフレットは、
ホームページに取って替わり、手紙やハガキも、
インターネットのメールやツイッター等に変わり

日

時：平成27年３月28日(土）10時から13時
（雨天でも内容を変更して実施）
会
場：大阪府立八尾北高等学校
環境学習空間(ビオトープ)
八尾市萱振町7－42
TEL:072-998-2100 FAX:072-998-6345
当日連絡：070-5509-3471（塚口）

申込締切３月24日（火）

【内容】
①学校ビオトープ体験
担当：八尾北高校、環境アニメイティッドやおなど
内容：ビオトープの整備と補修作業、ドームテ
ント張り体験 など
②野外調理体験
担当：学校ビオトープ研究会、八尾北高校など
内容：石窯でのナンやパン焼き、キーマカレー
づくり など
費用：お一人200円（お箸とタッパ、お茶などは、
各自でご用意し持参ください）
(塚口 倫生さん）

便利な時代になったけど
つつあるようで、昔人間には少し寂しい気が
しますが、環境にとっては、紙パルプの削減
につながり、環境に良い部分もあります。
また、ニュースなどの情報が、いち早く伝
わり、便利な時代になりました。でも、便利
になり過ぎて、目の前しか見えなくなり、本
当に大切な本物の自然環境や人とのふれあい
を忘れないようにしたいものです。
（片山 登志秀さん）
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活動情報
【お詫び】
河内の風2015年2月号「Ｎｏ．116」の活動情報のページにおいて、
歴史楽校・自然楽校の集合場所の記載に誤りがあり、当日は事務
局で対応させていただきました。
読者の皆様にご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。

八尾市の環境を守るために、環境アニメイティッドやお
が取り組んでいるさまざまな活動や、今後の計画などを
紹介します。

３／２１（土）
午前9時30分～
近鉄上ノ太子駅
南改札口集合

３／２３（月）
正午～、午後7時～、
午後11時～

ＫＥＳ「リフレッシュセミナー」
環境マネジメントシステム「ＫＥＳ」の
認証取得に取組む事業者に悩みや課題に
対する改善策などを提案します。
日 時：３月17日(火）
午後２時～４時30分
場 所：リサイクルセンター学習プラザめぐる
定 員：20名（申し込み順）

申込み・問合わせ
３月１日(日)～15日(日)
NPO法人グラウンドワーク八尾（TEL 072－991－8878）

３／２６（木）
午前10時～
大阪経済法科大学
本部棟前集合

楽音寺森林
整備活動
大阪経済法科大学の裏山
の竹林の整備をしながら、
ツリーハウスづくりなど
をしています。

八尾ふるさと
歴史楽校
名所・旧跡にふれ八尾の歴
史に親しんでいきます。今
回のテーマは「太子町王陵
の谷を歩く」です。

「情報プラザやお」出演
アニメイティッドの情報
を定期的にＦＭちゃおで
放送しています。

３／２８（土） ３／２８（土）

４／５（日）

午前10時～
服部川七丁目公園
集合

午前9時30分～
近鉄信貴山口駅
改札口集合

午前10時～
府立八尾北高校
環境学習空間

学校ビオトープ
体験交流会

高安の森
自然楽校

花壇、芝生などの整備、
稲刈りや野菜の収穫と
いった活動や野外料理の
体験もあります。

自然について楽しく学ぶ
ことができる講座です。
今回は、野鳥の観察と修
了式を行います。

高安山自然再生
定期活動
地域の方々と一緒に、絶
滅危惧種「ニッポンバラ
タナゴ」の保全活動に取
り組んでいます。

「河内の風」の置いている所 ただいま、アニメイティッド会員募集中！
近鉄八尾駅・河内山本駅・久宝寺口
駅・Potager・
八尾市内各出張所・八尾図書館・
山本図書館・志紀図書館・市立病院
年間会費：個人1,000円 市民団体2,000円
プリズムホール・学習プラザ
事業者5,000円 事業者団体10,000円
かがやき・ウイング・歴史民俗資料館
教育サポートセンター・屋内プール・ ■ お問合せ先
まちなみセンター・サポートやお・
環境アニメイティッドやお 事務局（八尾市環境保全課）
ＦＭちゃお・つどい・みらい・
TEL 072－924－9359 FAX 072－924－0182
福祉会館・近畿労働金庫八尾支店・
HP
http://www.eco-ani-yao.org/
大阪経済法科大学
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