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環境アニメイティッドやおは、
八尾市内で環境問題に取り組ん
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枝豆料理とドリンクで乾杯！

といえばビールと枝豆！プレミアムな１
日を体験できる八尾バルに来てみません

か？
八尾バルとは、八尾のおいしい農産物と、よ
りすぐりのお店を結んだ「地産地食」飲み歩き
食べ歩きイベントです。チケット１枚で１ドリ
ンクと八尾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１日。
今回で第７回目を迎える八尾バルのメイン
テーマ食材は「八尾えだまめ」。八尾市は、近
畿地方でも有数の枝豆産地ということをご存知
でしたか？枝豆は美味しさの決め手となる鮮度
が命。八尾の農家さんで採れた、新鮮な枝豆を
使ったメニューは八尾バルだけでしか味わえな
いスペシャルなもの。どんなメニューがあるか
は、当日のお楽しみに！ （枡谷 郷史さん）

【開催概要】
日時：2014年7月26日（土）12:00～23:00
場所：近鉄八尾駅・河内山本駅周辺 約30店舗にて
チケット：前売り3,000円（5枚つづり ※当日3,500円）
お問い合わせは、八尾バルwebサイト
http://yaobar.netまで。

市民
環境講座

毎年恒例！

夏休み親子工場見学のご案内

今

年もこの季節がやってきました！毎年好評
をいただいております、市民環境講座「夏
休み親子工場見学」のご案内です。
北亀井町にあります、シャープ株式会社八尾事
業所を訪問します。冷蔵庫の製造ラインの見学と、
生き物の特徴を家電製品に取り入れる「ネイ
チャーテクノロジー」について楽しく学べる講座
を実施します。
普段は、こちらの冷蔵庫の製造ラインの見学は
行われておりませんので、この機会に是非お子さ
まとご一緒にご参加ください♪夏休みの自由研究
にもぴったりですよ！
☆参加条件★
中学生以下は保護者同伴でお願いします。
工場内には一般向けの見学コースがありません
ので、安全面から小学校３年生以上のお子さまを
対象とさせていただきます。予めご了承ください
ませ。
（事務局）

2

高安山麓のため池

昨年度の工場見学の様子
■開催日時
2014年8月20日（水）9:30～11:30
■集合場所・時間
JR久宝寺駅 改札口前 9:00
■お申し込み (8月1日(金)～8月18日(月)先着50名)
環境アニメイティッドやお事務局
(八尾市経済環境部環境保全課)
Tel 072-924-9359 Fax 072-924-0182
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環境配慮
の取組み

シリーズ 第３回
自然を体験しエコにも興味を～八尾市立北山本幼稚園～

北

山本幼稚園では、子どもたちが自然を
体験し、自然を活用する、ということ
を目標にしています。夏野菜や瓢箪などの栽
培や、トマトやキュウリなどの食事を通して
自然体験を行いました。
また、ペットボトルや段ボールなどの活
用、牛乳パックを再利用する紙すき体験や大
阪市環境局八尾工場の見学などを行いまし
た。さらに使用していない教室などの電気を
消すといった意識を徹底する活動にも力を入
れました。
これらの取組みの結果、子どもたちのなか
で、生活の中にある自然を豊かに感じる心
や、自然の物を利用した遊びなどに興味をも
つ様子が見られるようになりました。
家庭でも、ごみを出す前に「これはまだ使
えるから幼稚園に持って行く」といった会話
が聞かれるようになりました。

じゃがいもの種芋植えの様子
子どもたちの身近な自然環境を整えること
が大事であり、それによって自然に対する興
味をさらに広げることができるということで
す。
(広報委員長 東郷 久）

環境保全
の取組み

シリーズ 第３回
風力発電の利益を「環境基金」として ゆすはら
自然エネルギーの普及に活用 ～高知県梼原町～

梼

原町は、町の面積の91%を森林が占め、
標高1000ｍを超える四国カルストのあ
る山間の町(四万十川の源流域)です。四国カ
ルストに吹く風を地域資源として活用してい
ます。
風力発電は1999年に600KWを２基保有し、年
間発電量360万KW程度、風力発電の年間利用時
間3000時間、売電利益の3600万円を「環境基
金」として自然エネルギーの普及の資金に活
用しています。
太陽光発電は、国からの補助と、町は1kW当
たり20万円を補助、全戸数1800戸に対して100
戸を超える住戸に設置されています。
森林バイオマスは、民間企業と森林組合と
の協働で「ペレット事業」を行い、30円/Kgと
灯油より安価で販売し、ストーブ購入費用1/4
を町が補助、小水力発電(中学校と街路灯)、
地熱利用(温泉設備)、地元木材を使った住宅
新築資金補助制度などに活用しています。

梼 原 市の取組み項目
山村型低炭素社会の実現と地域資源利用による
電力自給率100%をめざす
1.木質バイオマス地域循環モデル事業プロジェクト
2.CO2森林吸収プロジェクト
3.CO2削減プロジェクト
4.人・仕組みづくりプロジェクト
地域資源である自然エネルギーを活用し、
エネルギーの自立と住み続けられる地域づく
りと雇用創出、若者が帰ってこられるまちづ
くりを進めています。
（NPO法人自然環境会議八尾

宮川

晃さん）
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八尾北高校での現状「出会いとつながり」

学校
ビオトープ
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「き て や」
特定非営利活動法人

「みち」

当法人は、学校・家庭・地域を支援し、共に
力をあわせて、より質の高い八尾の教育を実現
していくことを目指して、長年八尾市の教育に
携わった者たちが立ち上げた組織です。
具体的には、研修会・講演会・講座の開催や
保護者及び教職員への教育相談等を行っていま
す。昨年度は箕面自由学園高等学校講師チア
リーディング部コーチ、野田一江先生の講演会、
その他、子育て講座やスクールサポーターの研
修会等を実施しました。また、学校ビオトーブ
研究会との交流も行なっています。さらに学校
園における「環境配慮への取り組み」や「八尾
の食文化と食育」について、推進・支援をして
いくつもりです。
今秋には、八尾市東本町の木村小児科院長・
医学博士の木村三郎先生の講演を予定していま
す。是非ともたくさんの皆さんに聴いて頂きた
いと思います。
（石黒 美喜さん）

Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ
もうすぐ暑い夏がやってきます。毎年のよう
に節電が求められ、その時期だけ人々は「節電、
節電」と口にします。
しかし今、地球温暖化・エルニーニョ現象な
ど異常気象が起こっているのは、私たちが便利
で快適な生活を求めすぎたことへの「つけ」で
あると思います。
私たちにできること、それは今一度、昭和の
時代にタイムスリップしてみることではないで
しょうか?

・住
所：八尾市北本町1-1-6
・営業時間：17:30～23:00
（ラストオーダー22:30）
・定 休 日：月曜日（臨時休業あり）
・電
話：072-923-7929

「おいしい焼き鳥と豊富な一品料理が自慢」
近鉄八尾駅西口を北側へ出てすぐ。焼き鳥
と一品料理が自慢のお店です。
まずお店に入ると黙々と鳥を焼くマスター
と優しいおかみさんが迎えてくれ、自分の家
にいるようなほのぼの感に包まれます。
焼き鳥はもちろん、たたきや生レバーなど
鳥料理が豊富。他ではお目にかかれない「と
り皮餃子」はパリッパリの鳥皮に包まれ中身
はジューシーで最高！鳥料理以外にもマス
ターお手製の「さばのきずし」など一品料理
も充実しています。
カウンターとお座敷があり、お一人から団
体様まで美味しく食べてくつろげるアット
ホームなお店です。
（枡谷 郷史さん）

ちょっとした不便から
生まれるエコ
・「打ち水」をしてみませんか？
・部屋に風を通す工夫をしてみませんか？（たて
ず、すだれを使って）
・近くへは車を使わず、歩いて出かけませんか？
・米のとぎ汁やふろの残り湯を使いませんか？
などなど、一人ひとりのちょっとした工夫や不
便だなぁと感じることをやってみることで自分達
の生活を、延いては地球環境を守ることになると
思います。
小さなエコから始めてみませんか？
（井出 由佳子さん）
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活動情報

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。

7／１０（木） ７／１５（火） ７／１９（土）
午後6時30分～
プリズムホール
会議室2

環境活動交流会
環境活動をしている人た
ち、環境に興味のある人
たちで集まり、楽しみな
がら意見交換しませんか。

７／２６（土）
午前10時～
服部川七丁目公園
集合

午後6時30分～
八尾市役所本庁
6階

運営会議
アニメイティッドの方針
を決定する大切な会議で
す。企業・市民団体・行
政で構成されています。

午前9時30分～
近鉄河内国分駅改札
口集合

八尾ふるさと
歴史楽校
八尾市内を歩きながら、
名所・旧跡にふれ八尾の
歴史に親しんでいきます。

７／２６（土） ７／２８（月）
正午～午後11時
八尾バル参加
店舗

正午～、午後7時～、
午後11時～

高安の森
自然楽校

第7回 八尾バル

「情報プラザやお」出演

高安山の植物を観察した
り、ネイチャークラフト
作りをしたり、楽しい企
画が盛りだくさんです。

八尾市の特産物とよりす
ぐりのお店を結んだ「地
産地食」の飲み歩き、食
べ歩きイベントです。

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。

７／２４（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。

８／３（日）
午前9時30分～
近鉄信貴山口駅
改札口集合

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・服部川駅・信貴山口駅・KUKURU・
Potager・Cafe Cosmos・
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
環境アニメイティッドやお 事務局（八尾市環境保全課）
まちなみセンター・サポートやお・
TEL 072－924－9359 FAX 072－924－0182
ＦＭちゃお・つどい・みらい・
HP
http://www.eco-ani-yao.org/
福祉会館・近畿労働金庫八尾支店・
大阪経済法科大学
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