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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
でいる市民・市民団体・企業・
教育機関などを応援するための
協議会です。
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支援金

楽しい環境活動支援金

平成27年度 支援４団体決定！

環

境アニメイティッドやおが主催する「楽しい
環境活動支援金」で、平成27年度に支援する
団体が決定しました。その支援を受ける４団体の取
組みについてご紹介します。
① NPO法人自然環境会議八尾
八尾での自然エネルギー資源の利活用をめざすため
に、大阪府でバイオマス発電・廃食油発電・水力発
電・太陽光発電に取組む現場を調査視察し、来年度
その利活用の提言も含めた講演会を実施する。
② 神立里山保全プロジェクト
神立里山地域の荒廃を止めるために林床整備・間伐
などを行い、市民の憩いの場を守ると同時に、里山
の生物調査を実施し、希少生物の保護に繋げる。さ
らに、その取組みの広報紙を毎月発行する。
③ NPO法人河内木綿藍染保存会
河内木綿の棉の栽培から製品まで体験できる場をさ
らに多世代の方に来てもらえるようにし、河内木綿
を通した世代間交流ができる場を創出していく。ま
た、河内木綿や活動内容を伝えるパンフレットを作
成する。

▲支援金選考会の風景
④ NPO法人八尾市観光ボランティアガイドの会
高安千塚古墳群周辺のごみ拾い及び草刈りと、
佐堂町交差点のコットンロード木綿畑の草刈り
を行うことで、観光資源として安全にガイドで
きるように整備する。
今年は新しく応募いただいた団体もあり、さ
らに八尾市での環境活動の輪が広がることが期
待できます。
（事務局）

タナゴ
調査活動
7月26日
（日）

毎月、ニッポンバラタナゴ保護池で
定期調査を実施

ニ

ッポンバラタナゴの繁殖期は４月～７月で、
雄は美しいバラ色の婚姻色を現し、雌は体長
より長い産卵管を伸ばして、ドブガイに産卵します。
一方、ドブガイの産卵期は３月～４月で、貝の出
水口から幼生（グロキジュウム）を吐き出し、ヨシ
ノボリの鰓や鰭に寄生することで、成長することが
できます。今年生まれのタナゴは約２㎝まで育ち、
ドブガイも２㎝ぐらいまで成長していました。
池の縁からタナゴやメダカ、ヨシノボリの稚魚を
確認した後、ドブガイの稚貝拾いを開始しました。
しかし、２ｃｍ以下の稚貝を見つけるのはかなり難
しい作業になります。清風学園の中高生30人で稚貝
を探したのですが、１ｃｍ～２ｃｍの貝を７個体見
つけるのがやっとのことでした。
研究会のスタッフと一般参加者は、大阪経済法科
大学のふれあい池の調査に向かい、ドブガイのサイ
ズ測定を実施したところ、ふれあい池のドブガイは
かなり成長が速く、最大35㎜の稚貝を発見すること
ができました。

2

ふれあい池では、アメリカザリガニが大
量発生しているので、ドブガイの稚貝を35
個体発見することができて一安心しました。
（ニッポンバラタナゴ高安研究会

加納

義彦さん）
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シリーズ

八尾の
水路

第４回

水路は八尾の宝物～弓削樋～

農

(

柏平
原野
２市川
丁古：
目町藻
付 狩
近 り

)

家の方や地域の方による平野川の清掃活
動は、青地井出口土地改良区主催の「七
夕感謝祭」として毎年七夕の時期に行われます。
藻狩りをして流れの良くなった水は、JR柏原
駅辺りから北西へと向きを変え、小刻みに蛇行
して流れていきます。
二俣から少し上流にある弓削樋(長瀬川①)は、
長瀬川の歩道の下にあるため、意識してのぞき
こまないと分かりません。この樋門から取水さ
れた水路は西向きに流れ、弓削町南付近で平野
川へと落ちて行きます。
大和川の水を取水して流れる長瀬川（築留樋
門）と平野川（青地樋門）は一般の地図上では
つながりがないように見えますが、長瀬川の水
が田畑を潤したのち落ちて行く先が平野川なの
です。
（アクアフレンズ 美濃原 弥恵さん）

『八尾を流れる河川及び長瀬川、玉串川から取水して流れる
小水路の水の流れの方向図』
《水の流れについて》
・長瀬川からの西向き
の水路
Ａ ：平野川へ
Ｂ ：久宝寺緑地から
神武川へ
・長瀬川から北向きの
水路
・玉串川から西向きの
水路
Ｃ ：楠根川へ

①弓削樋

・玉串川から東向きの
水路
Ｄ ：恩智川へ
Ｅ ：楠根川から取水、
ポンプで圧送され
農業用水として使
用されている地域
Ｆ ：生駒山地からの小
河川は恩智川へ

3

八尾
バル
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第９回

大盛況！前売りチケットが完売！

当

日は快晴、絶好のバル日和でした。今回は、
八尾バル開催史上初、前売りチケットが完
売するほどの大盛況で、八尾市内外からマップを
片手にまちを歩く人の姿がたくさん見られました。
以前より、たくさんの方にご要望頂いてました
JR八尾駅エリアへも拡大。新しく参加頂いたお店
を含め約40店での開催ということもあり、初めて
の方はもちろん、リピート参加の方にも、あらた
めて八尾バルの魅力を堪能頂けたのではと思いま
す。また、「ご来店 先着〇名さまに特典あり」
などのオリジナル企画を実施頂いたお店もあり、
おかげさまで回数を重ねるごとに、八尾バルのコ
ンテンツも充実してきています。
いつも、たくさんの皆さまにご協力頂きながら、
八尾バルも第９回目を終えることができ感謝して
います。次回は、春先に「八尾若ごぼう」をテー
マに開催予定。ますますパワーアップした八尾バ
ルをご期待下さい！
（枡谷 郷史さん）

自然
楽校

日時：2015年7月25日（土）
12:00～23:00
場所：近鉄八尾駅＆河内山本駅、
JR八尾駅周辺の飲食店舗にて
テーマ食材：八尾えだまめ

平成27年度のテーマは

八尾市以外の都市公園を見て八尾市の良さを知る

２

015年３月に「かしわら森の会」が結成さ
れました。柏原市の友人が「高安の森自然
楽校」で何年も取り組んで協力いただいたので、
今年度はリーダー養成の参考に自然楽校の活動を
柏原市で４回実施していくことにしています。
７月25日、慶沢園、真田山、天王寺動物園にて
実施しました。慶沢園は大阪市内では珍しい日本
庭園で、大阪市指定文化財となっています。ムク
ロジの大木、陽の当たるところだけ実が着いてい
るサンゴジュ、池のコウホネの黄色の花、いろい
ろな斑が入ったアオキなど、山野では見られない
植物の姿が目に付きました。
ここまで来たので真田山に登ろうという声が出
たので河底池の周囲を行きました。ハンゲショウ
が先端の葉の半分ほど化粧をしているように白く
なっています。池にはミシシッピアカミミガメが
いたがその中に大きなスッポンが３匹いました。
動物園では、アコウの木を３本見つけ、クスド
イゲが1本、サイカチが10本近くあって実を付け
ていました。日本では天王寺動物園でしか見るこ
とのできないキーウィなど、珍しい植物や動物を
たくさん見ることができました。
（齊藤 侊三さん）
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▲スッポン
アコウの木

■ 今後の予定 ■（すべて第４土曜日）
8月22日 大阪城公園の自然
9月26日 久宝寺緑地の作られた自然
10月24日 私市の植物園
11月28日 高安山でツル採取とリース作り
12月26日 高安山でツル採取とカゴ作り
1月23日 長居公園で大阪府の自然環境を学ぶ
2月27日 柏原市の間伐材にシイタケの植菌
3月26日 馬見丘陵公園の自然

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 34
ＮＰＯ法人
八尾市観光
ボランティアガイドの会
「八尾で観光？」と八尾市民なら誰もが思う
ことでしょう！確かに八尾市は観光とは程遠い
まちでした。昨年には、やっと「観光協会」が
できたところで、そのまちでガイド？
今から約20年前、近隣都市の現状調査を実施
して、当時の市長宛てに「観光ガイドの必要
性」を提言したのが、そもそもの発端でした。
一昨年には3000名、昨年は4000名の来訪者に
八尾市内各所をご案内しました。本年「高安古
墳群」が国指定文化財になり、益々出番が増え
てきました。
現在のメンバーは約40名で、来訪者10名につ
き２名のガイドが説明をします。お別れの折に
「八尾っていいとこですね！」「今日は楽し
かったです！」「必ず又来ます！」の一言が私
たちの原動力になっています。
ただ、八尾のまちは、観光客をお迎えできる
環境が整っていないのが現実です。「大型バス
で行きたい」「雨の時に大勢が昼食をとる場所
は？」「弁当を買える所は？」「トイレは何処
に？」「土産ものを買いたい」など色々な難
題？の相談があります。
又「雑草が多く史跡に近づけない」「道中に
ゴミが散乱している」などメンバーからの苦情
も沢山あります。その解決に向けて現在の私た
ちの活動はガイドをする以上に「観光環境整
備」が大きな役割を占めています。
来訪者には「おもてなし」を実感して頂ける
「八尾のまちのコンシェルジェ」を目指してい
ます。
（高山 晴行さん）

Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ
「アースデイ」という言葉をご存知でしょう
か。世界中の人たちで地球のことを考えようと
いう運動のことで、自然やエネルギーといった
「環境」だけでなく、「人権」、「貧困」、
「差別」、「紛争」などの様々な問題などの
テーマを設けています。
私は、ハッピーアースデイ大阪というイベン
トの運営を通じて、環境問題のようにすべての
人に関係のあるものでも、離れた場所から問題
を指摘するだけでは人に伝わらないのというこ
とを感じました。

「 Ｃａｆｅ Ｂａｒ Ｄｏｎｎａ 」

・店
名： Café Bar Donna
・住
所: 八尾市陽光園1-10-15
・営業時間： 19:00～翌3:00
（金曜、土曜日は翌5:00まで）
・定 休 日：無休
・電
話：072-915-4040
・ご予約メール：moon@cafe.zaq.jp
・FaceBook：「カフェバードンナ」で検索
（ https://ja-jp.facebook.com/CafeBarDonna）

「八尾にもあったよ！隠れ家ほっこりバー」
JR関西本線八尾駅より北へ徒歩5分。LEDライ
トのツリーが目印のお店です。前回にご紹介させ
て頂いた「Moon café」さんとは姉妹店です。
一歩お店に入ると、ジャズとともに、ゆっくり
とした時間が流れる隠れ家的なバー。おすすめは、
フルーツマイスターがセレクトした旬のくだもの
が入ったカクテル！季節ごとに色々な味が楽しめ
ます。自家製のピザ生地やトマトソースを使った
ピザやパスタ、注文を受けてからその場で燻製す
る「自家製燻製セット」も大人気です！
マスターがおっしゃっていた「Donnaに行けば、
きっと誰かがいて一緒に楽しい時間を過ごすこと
ができる。 そんな場所にしたいんです。」の言
葉通りの空間。
一人 カウンターでゆっくりするも良し、友だち
同士 ソファ席でワイワイするも良し！ いつもと
違う夜を楽しみに来てください。
(枡谷 郷史さん）

身近な人から人へ
つながりを広げよう！
いくら自分に関わる問題でもそれをよく知ら
ない人にとっては、それまで知らなかったこと
に対して急に自分の意識を向けることは難しい
と思います。
まずは身近なところで協力してくれそうな人
を探して徐々に理解しやすい方法や考え方を、
人とのつながりを利用して広げていくことが問
題解決に向けた道のりなのではないかと個人的
に思っています。
（近畿大学３年 古江 晃也さん）
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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。

環境フェスティバル・ ８／１６（日）
午前9時～
テーマソング（歌詞）
近鉄服部川駅
作成にご協力を！
改札口集合
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」。今年はこのフェスティバルのテーマソ
ングを学生が制作することになりました。
そこで八尾の地域または環境フェスティバルに関
する内容で歌詞を募集します。
〆切は、8月31日（月）
皆様の印象に残るような楽しい歌に仕上がるよう
努力します！（ただし、テーマに合わない場合など
内容によっては採用できない場合もあります。）
連絡先： E-mail ikiikiyaofes@gmail.com
いきいき八尾環境フェステバル2015学生事務局
東森 啓（近畿大学１回生）

８／２４（月） ８／２７（木）
正午～、午後7時～、
午後11時～

「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。

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。

ニッポンバラタナゴ
保護池の
定期調査活動
ニッポンバラタナゴの生
態を守るために水質調査
や生態調査を行います。

８／２８（金）
午後4時30分～
府立八尾北高校

学校ビオトープ
研究会
学校ビオトープを利用し
て環境教育を展開してい
くために話し合いを行っ
ていきます。

８／２２（土）
午前10時～
ＪＲ森ノ宮駅
北口集合

高安の森
自然楽校
今回は大阪城公園を散策
しながら、楽しく自然を
観察します。

９／６（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・Potager・八尾市内各出張所・
八尾図書館・山本図書館・志紀図書
館・市立病院プリズムホール・
年間会費：個人1,000円 市民団体2,000円
学習プラザめぐる・かがやき・
事業者5,000円 事業者団体10,000円
ウイング・歴史民俗資料館・教育サ
ポートセンター・屋内プールしぶき・ ■ 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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