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環境アニメ 
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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台風21号が迫る中、アリオ八尾と 

大阪経済法科大学花岡キャンパスで開催！ 

アリオ 
八尾 

講念仏踊り 

 今年は、「しぜん」「３R」「歴史・文化」「食と健康」「エネルギー」のテーマでチーム分けして、アリ
オ八尾のサンシャインコート、レッドコート、ブルーコート、オレンジコートと、ほぼすべてのエリアを使っ
て多くの催しと展示を行いました。 
 恒例になっている地球戦士ゼロスショー、講念仏踊り、八尾の水辺の生き物展示などの他、８０秒で表現す
る「やお８０映画祭」入選作品の上映、お能ワークショップなどの新しい試みも行いました。 
 毎年楽しみにして来られた家族連れあり、買い物に来て偶然に目にされた方ありで、関心のある展示に足を
止めたり、ワークショップでの体験をするなど、様々な催しを楽しんでいただきました。 
 

                   （いきいき八尾環境フェスティバル2017実行委員長 美馬 徹） 

レッドコート 
ステージ 

河内音頭 

高安能 

もったいないばあさん 
環境アニメ上映会 

 今回、普段八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる
にて上映されている環境アニメ「もったいないばあさんと考
えよう世界のこと」の上映会を行いました。 
 絵本で有名なもったいないばあさんと一緒に今、世界で起
きている環境問題について学ぶことができるこの作品は、生
き物の絶滅や食糧問題など、かなり深い内容のものとなって
います。子どもたちだけでなく、お父さんお母さんも一緒に
鑑賞されたご家族も多く、地球の今を考えるきっかけになっ
たのではないかと思います。 

地球戦士ゼロスショー  
  子どもたちに大人気！今年も地球戦士ゼロスがやって来てくれました。 
 「犯罪ゼロ」「環境破壊ゼロ」「公共マナー違反ゼロ」の３つのゼロを掲げ
るゼロスの戦いは今年も白熱したものであり、子どもたちの視線を釘付けにし
ていました。 
 また、ボランティアスタッフで参加した学生もそのかっこよさに目を奪われ、
老若男女問わず盛り上がっていました。ゼロスとの出会いを通じて、一人でも
多くゼロスのような美しい心をもつ人が増えていくことを願っています。 

パッカーくん紙芝居 

 昨年に引き続き今年も登場、
パッカーくんの環境紙芝居！
パッカーくんによる環境紙芝
居は、ごみを減らすことが大
切であるということや、ごみ
を減らすためにはどういった
工夫をすればいいのかなどを、
子ども向けに分かりやすく教
えてくれるものです。 

 今年もステージで披露し
ていただいている時、たく
さんの子どもたちが前の席
で見入っていたのがとても
印象的でした。 
（はちのじ 足立 哲さん） 
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アリオ 
八尾 

   

 「チャレンジ80（やお）」ブースでは、廃材を
利用した寄木ワークショップを行いました。 
 そのままでは捨てられる木材が子どもたちの手
によってすてきなアクセサリーに変身！ 
 子どもたちの独創性にはびっくり！立体的な形
のアクセサリーやきれいな髪留めを作っていまし
た。13時からの出展でしたが、親子合わせて100
人以上の方が参加と大盛況！ 
 「チャレンジ80（やお）」では参加してくれた
方にスタンプを配布しているのですが、今回で５
個集めてくれた参加者も。たくさんの方々に
「チャレンジ80（やお）」のことを知っていただ
く機会になりました。 
 

（チャレンジ80（やお） 野津 岳史さん）
  

寄木ワークショップ 
企業の廃材を利用してオリジナルアクセサリーを！ 

   当フェスティバル実行委員会の企画として、ア
リオ八尾レッドコートにて「みんなでリユース！
とりかえっこ」と題し衣類の交換会を行いました。 
 参加者の皆様が不要になった衣類を持参し、交
換していただくことで無駄なごみを減らすことが
この企画の目的です。また、この特徴として、交
換する服にエピソードタグというものを付けまし
た。 
 このタグには「どんな人に着てほしいか」や
「交換する服についての思い出」を参加者に書い
ていただき、タグを通じて服と一緒に思い出も交
換できます。 
 衣類を交換し合うことで環境への負荷を減らす
とともに、リユースの大切さを伝えることができ
たように感じます。 

 （はちのじ 足立 哲さん） 

とりかえっこ 
みんなで服をとりかえっこ 

 我が国は、古紙から異物やインクを取り出す技
術が優れており、分別回収のシステムが確立され
ていることから、古紙回収率と利用率は世界トッ
プクラスの実績を維持しています。 
  また、堺市の印刷工場で刷られた夕刊の印刷技
術が世界1位にランクされるなど、世界トップレ
ベルの印刷技術を有しています。 
 新聞ちぎり絵ブースでは、新聞のカラー部分を
使用したちぎり絵作りの体験ができ、多くの家族
連れの方々が楽しまれました。ブース内に展示し
た「河内音頭」の巨大ちぎり絵にも関心が集まり、 
「これすごいな～」「何人で作ったの？」などの
声も頂戴できました。 
  
（リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」 

小林 裕五さん） 

新聞ちぎり絵 

 牛乳パック６枚あれば、トイレットペーパー1
つ分の原料が作れます。 
 学習プラザ「めぐる」では、牛乳パックの回収
を行なっており、集められた牛乳パックは、紙す
きハガキ作り体験教室や見学に訪れた園児たちの
リサイクル体験学習の材料として利用しています。 
 今回実施した「再生紙を使った似顔絵ブース」
は、初めての試みだった為、参加者が集まるかど
うか不安もありましたが、当日は朝早くから多く
の方々で賑わいました。 
 再生紙の良さも皆さんに知って頂くことができ、
牛乳パックを正しく分別して頂くよう、お願いす
ることもできました。 
 関係者の皆様、ご協力いただき、ありがとうご
ざました。 

（リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」 

小林 裕五さん） 

紙すき似顔絵 
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八尾バル 

  「水辺のヤオノイキモノ」では、ニッポンバラ
タナゴをはじめ、メダカやフナ、サワガニやスッ
ポンなど、八尾市内に生息するさまざまな水辺の
生き物を展示しました。 
 展示にあたり工夫したのは、上流、中流、下流
と水槽ごとに場所を設定し、生き物の住む多様な
環境を再現したこと！ 八尾にも豊かな自然が残っ
ているということを発信しました。 
 「高安の野鳥40選」では、ECO～る∞KEIHOが
八尾市内で撮影した、野鳥達の表情豊かな写真を
40枚展示しました。同時展示の「花岡キャンパス
の野鳥分布図」も合わせて、紹介した野鳥の数は
なんと53種類！  
 八尾市に生息する野鳥の一部ですが、その知ら
れざる魅力は伝わったでしょうか。 
 

 （ECO～る∞KEIHO 横川 正哉さん） 

  「コロコロどんぐり流し」は、アクトランド八
尾で伐採した竹と八尾北高等学校で拾ったどんぐ
りを使って、竹の長さや傾き、構造を何度も試行
錯誤しながら作りました。 
 ２コース同時に流せるので、兄弟や親子でどち
らが先にゴールするかを競ったり、ピタゴラス
イッチみたいなコースのせいか、次から次にどん
ぐりを流したりして、たくさんの子どもたちが楽
しんでくれました。 
 また、竹の節やどんぐりの形のゆがみのおかげ
で、予想外の転がり方やスピードの強弱なども生
じて、自然の作り出す偶然の面白さも体感してい
ただけたのではないかと思っています。 
 この「コロコロどんぐり流し」は、今しばらく、
リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」に設置
させていただく予定です。 （塚口 倫生さん） 

 オレンジコートでは、「食と健康」をテーマと
し、子どもたちはもちろん、親子で楽しんでいた
だくブースを配置しました。 
 パステルアートで出展の「NPO法人KARALIN」
さんは、八尾の特産物である「枝豆」「若ごぼ
う」「紅たで」「河内木綿」を可愛くデザインし
た作品を提供してくださいました。皆さん真剣に
取り組まれ、それぞれがカラフルな作品を仕上げ
ておられました。 
 自然食品と手作り雑貨の販売をしてくださった
「バンビーノ」さんは、「梅醤番茶」の試飲会も
開催！試飲された方は、病気を予防するために家
庭にあるもので作る“昔ながらの知恵”を興味深
く聞いておられました。 
 
（健康子育て支援団体すまいる 前田 智香さん） 

アリオ 
八尾 

サンシャイン 
コート 

水辺の八尾の生き物・
高安の野鳥40選展示 

パステルアート（NPO法人KARALINさん) 

試飲会（バンビーノさん) 

テーマは「食と健康」 

◆パステルアート 
 好きな色のパステ
ルで、自分だけのか
わいい作品を作りま
した。 
 
 
 
◆自然食品と 
         手作り雑貨 
 体に優しい自然食
品の販売と「梅醤番
茶」の試飲です。 

コロコロどんぐり流し 

  「いきものマップ」は八尾で見た動物や植物を
ポストイットに書いて、地図上に貼ってもらうこ
とでオリジナルマップを作るという企画でした。
マップのデザインは細かいところまでこだわって
通りかかる人の目を引くものに仕上げました。 
 当日は立ち止まってくれる人が多く、子どもか
ら大人まで何人もの人がマップづくりに参加して
くださり、そのおかげで無事に完成させることが
できました。   (はちのじ 小島 潤也さん） 

オレンジ 
コート 

みんなでつくろう！ 
いきものマップ 
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八尾バル 

 エコドライブは、環境に優しいだけでなく、経済
面や安全面についてもメリットがあります。 
 みなさんにエコドライブについて知ってもらうこ
とを目的として、エコドライブシミュレーターを用
いた体験ブースを行いました。 
 エコドライブのポイントである「ふんわりアクセ
ル」、「加減速の少ない運転」、「早めのアクセル
オフ」を意識した上で体験してもらい、CO2排出量
などの結果により、どれだけエコドライブができた
か競い合うことでご家族、ご友人と楽しく参加され
ていました。 
 多くの方に参加していただき、エコドライブにつ
いて楽しく知ってもらう良い機会となりました。 
 

（八尾市環境保全課） 

 「昭和の昔遊び」のブースでは、子どもから大
人まで畳の上でおはじき、お手玉、けん玉、あや
とりをして遊んでもらいました。 
 台風の接近にも関わらず、149名の参加があり、
大人の参加者は童心に返り、子どもは初めての遊
びに夢中になっていました。 
 どの遊びもひたすら繰り返して遊ぶことで上達
していき、目標達成の喜びはひとしお！昔遊びで
友達や家族、世代間交流の輪も広がりました。 
ちなみに一番人気は意外にも「おはじき」でした。 
 

（安中新田会所跡旧植田住宅 安藤 亮さん) 

  八尾市にはたくさん遺跡がありますが、発掘
は土の色を見て調べます。このBOXでも、色の違
う土を取り除いて遺跡を探し、さらに土の中に隠
されているミニ埴輪や土器も発掘します。 
 当日は10時のスタートから終了まで、ほぼ人
が途絶えることがなく、子どもだけで69名、保
護者を含めると151名の方が参加してくれました。 
 また見つけた遺跡や埴輪の名前を書き込むワー
クシートや発掘完了シールのプレゼントもあり、
楽しみながらたくさんのミニ考古学者が誕生しま
した！ 
 
（八尾市立しおんじやま古墳学習館 福田 和浩さん) 

アリオ 
八尾 

ブルー 
コート 

「昭和のむかし遊び」体験 

 安中新田会所跡 旧植田家住宅 

「発掘体験ＢＯＸで遊ぼう」 

 しおんじやま古墳
学習館は、「発掘体
験BOXで遊ぼう」で
参加しました。 
 これはコンテナ
ボックスに再現した
前方後円墳や竪穴住
居など、遺跡を発掘
する体験です。 

目指せエコドライブ  NO1 

 歴史楽校を始めお世話になっている八尾の歴史に
詳しい坂上さん、八尾市観光協会の宮本さんととも
に、八尾の歴史についてのクイズに答えてもらう企
画を行いました。 
 ３問クイズに答えると、カートカンのジュースを
ゲットできます。みなさん１問１問一生懸命考えて
いた様子。白熱していました。 
 また、地元の高安悠画会の方が描いたオリジナル
の河内名所図会も展示。以外にも知らなかった場所
や以外にも近所にある風景など、みなさん思い思い
に見ていました。  

（はちのじ 松田 莉奈さん） 

河内名所図会de 
今昔クイズ 
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ポスター発表会& 
  河内木綿の再生とオーガニックコットンの 

未来を考える座談会 

 地域環境活動ポスター展示には、小・中・高の

学校、専門学校、大学、社会人など全18グループ

が参加しました。それぞれのグループが行ってい

る普段の環境活動や、調査・研究の成果などが報

告されました。 

 台風のため、午後のシンポジウムは中止となり、

一般公開は行いませんでしたが、遠方から登壇者

が来校していたこともあり、登壇予定のパネリス

ト、大阪経済法科大学の学長、副学長、研究所長

をはじめとする関係者、地域の農家の皆さんと座

談会を開催しました。まず大正紡績株式会社・取

締役営業部長の近藤健一さんから、河内木綿や

オーガニックコットンの現状についての報告、

人・社会・地球環境を考慮して作られる「エシカ

ルファッション」の提言がなされました。その後、

参加者同士の経験を共有しながら八尾市における

河内木綿の産業化の可能性や、オーガニックコッ

トンの未来について熱く議論を交わしました。 
 

（大阪経済法科大学 尹 銀哲さん） 

◆ポスター発表会 
 
学校や八尾の団体が
成果や活動内容をPR
しました。 

 大阪経済法科大学のふれあい池のドビ流しに参

加しました。台風の影響でドビ流しは午前中で中

止になってしまいましたが、個人的にはとても楽

しかったです。 

  概算ですが、地引網で採集できた個体数は、

ニッポンバラタナゴ6654尾、モツゴ442尾、ザリ

ガニ370尾、ドブガイ592個体、イシガイ1283個

体だったそうです。ニッポンバラタナゴやイシガ

イ、ドブガイの再生産が無事に行われているのが

確認できて安心しました。 

 一番の収穫はイシガイの逃避行動が見られたこ

とで、水から出てしまったイシガイたちが一斉に

同じ方向に歩いて行く様子を見て１人で興奮して

いました。稚貝は取り残されると思っていたので

すが、水位が低下すると水際に一列に並んでいま

した。どちらかと言えば成貝の方が逃げ遅れてい

る個体が多かったように思います。 

 今年で４回目の参加になりますが全て雨でした。

しかも今年は台風でしたね（笑）。僕は風邪を引き

そうだったので途中でリタイアさせていただきまし

たが、その後もスタッフの方々は暴風雨の中作業さ

れていました。本当にお疲れ様でした。 
 

（清風高校生物部3年生 梅本 健琉さん） 

◆座談会 
 
河内木綿やオーガニックコットンの未来について、

それぞれの経験をもとに話しし合いました。 
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 ニッポンバラタナゴの住むため池で生き物にふ
れあえると大好評だった「掻い掘りで貝掘り」で
すが、今年は季節外れの台風の影響で土砂降りの
中での実施となってしまいました。 
 こんな天気にお客さんなんて……と、スタッフ
共々落胆しましたが、そんな中でも貝掘りをやっ
てみたい！という子どもたちが来てくれました！ 
土砂降りなど子どもには関係ないんですね。貝を
見つけて歓声を上げる子どもたち。本当にうれし
かったです。 
 今年はみなさんのご協力により、なんと1800個
以上ものドブガイやイシガイを保護出来ました。
高安地域の環境を守れるのも、地域の方々の様々
なご協力のおかげです。来年も、再来年も、皆さ
んと共にこの活動を続けていきたいと考えていま
す。 

 （ECO～る∞KEIHO 横川 正哉さん） 

  「えみある経法」は大阪経済法科大学公認の学
生サークルです。この度は、多くの方々のご支援、
ご指導のおかげで、ワークショップを担当させて
頂くことができました。この場をお借りしてお礼
を申し上げます。 
 当日は台風の影響もあり、訪れる人もまばらで
はありましたが、子どもたちとのミニ水族館作り
を通じて楽しい時間を過ごすことができました。 
  完成したミニ水族館の遊び方を教えると、ペッ
トボトルの中で浮き沈みする魚の様子を、目を輝
かせながら眺めていました。 
 まだまだ未熟な私たちですが、チーム一丸とな
り、子どもたちに「笑み」を届ける活動に邁進し
ていきます。今後とも、よろしくお願い申し上げ
ます。 

(えみある経法代表  石井 郁弥さん)  

経法大 
花岡 

キャンパス 土砂降りの中、「掻い掘りで貝掘り」 泳げキンタイ君づくり 
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河内木綿藍染・綿繰り・糸紡ぎ体験 

 今年はじめての試みとなった「花岡マルシェ」。 
 八尾市の飲食店さんに出店していただき、「食
べる」ことを通して、環境について考えてもらう
企画です。 
 しかし今回は暴風雨のため、午後には花岡キャ
ンパスの全企画が中止となりました。それでも、
地元の野菜や、さつまチップス、ホルモンうどん
などが並び、来場者に暖かく振る舞っていただき
ました。 
 来年は、安全に、また賑やかに開催できるよう
工夫できればと思います。「花岡マルシェ」に参
加・協力してくださったみなさま、ありがとうご
ざいました。 

(大阪経済法科大学 尹 銀哲さん)  

 ここ数年のうちに当フェスティバルにおいて欠
かせない取組となった藍染め体験、藍染めグッズ
の展示･販売、綿繰り体験、糸紡ぎ体験。 
 今年も大阪経済法科大学BLP特別演習河内木綿
プロジェクトの企画によって、参加させていただ
きました。BLP特別演習河内木綿プロジェクトは、
八尾の伝統文化であり、かつて主要な産業であっ
た河内木綿を現代のニーズにあわせて世界へと発
信していくことを通じて、地域に貢献することを
テーマに日々活動しています。当日は、あいにく
の台風と重なり、来場者もまばらとなったものの、
ご来場いただいた方々に、河内木綿の魅力をお伝
えする事ができました。今後も河内木綿の魅力を
発信するとともに、地域に貢献していける活動に
していきたいです。 

(大阪経済法科大学BLP 笠井 樹希さん)  

花岡マルシェ 
  たくさんの飲食ブースが登場！ 
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年間会費：個人1,000円、市民団体2,000円、事業者5,000円、事業者団体10,000円                                                 

ただいま、アニメイティッド会員募集中！                                                ■問合わせ先 環境アニメイティッドやお事務局 ℡：072-924-9359  

近鉄八尾駅・河内山本駅・久宝寺口駅・ 

八尾市内各出張所・八尾図書館・山本図書館・ 

志紀図書館・龍華図書館・市立病院・プリズム 

ホール・学習プラザめぐる・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 

しぶき・まちなみセンター・サポートやお・ 

ＦＭちゃお・つどい・みらい・福祉会館・ 

近畿労働金庫八尾支店・大阪経済法科大学・ 

八尾市立しおんじやま古墳学習館 

河内の風はこちらで 活動 
情報 

第1日曜日 
高安山自然再生定期活動 
★参加者募集 

第3日曜日 
ニッポンバラタナゴ 
保護池の定期調査活動 

第3土曜日 
八尾ふるさと  歴史楽校 
★参加者募集 

第4木曜日 
楽音寺森林整備定期活動
★参加者募集 

第4土曜日 
高安の森  自然楽校 
★参加者募集 

ホームページは？ 
http://www.eco-ani-yao.org/ 
 
環境アニメ 

         台風21号の襲来が迫り、時間に 
        追われるフェスティバルになりま 
        した。アリオ八尾の各ブース、各
ステージは来客が終始訪れており、安心しました。 
 しかし、正午すぎに訪れた花岡キャンパスでは、
折からの雨風の中で、屋外に設けた売店はほとんど
来客もなく、ただ午前中に実施した貝掘り、池干し
の作業は予定どおりできたとのことでした。 
 ところが、午後の行事は警報の出たこともあり、
シンポジウムも講師と関係者による座談会に切り替 

わりました。  
 今年の異常な台風の続発も、地球温暖化の
影響と見られます。 
 地球全体の気象変化は、対策を一刻を競う
段階に来ていると痛感させられました。  

 
（環境アニメイティッドやお 代表 橋本 久） 

 

協賛 
企業 

フェスティバル
を終えて 

（順不同） 

株式会社 オープル 八尾シティネット 株式会社 
株式会社  

関西クラウン工業社 近畿労働金庫 八尾支店 

ホシデン 株式会社 株式会社 ヤハタ NPO法人 やお文化協会 大阪ガス 株式会社 

株式会社 大阪精密 

東海化成品 株式会社 

ダイ精工 
東洋アルミニウム 株式会社 日本合成洗剤 株式会社 

八尾うぐいす 

ライオンズクラブ 

NPO法人  

グラウンドワーク八尾 

株式会社 

大阪スクリーン製作所 
中西工業 株式会社 

株式会社 柳田製作所 アサヒセイレン 株式会社 
マテック八尾 

（八尾経営・技術交流会） 
國陽電興 株式会社 

近畿配送サービス 

株式会社 

丹陽社一級建築士事務所 株式会社 庭樹園 ラピス 株式会社 正木建設 株式会社 理化工業 株式会社 

株式会社 

 おふぃす・ともとも 日本カフェテリア 株式会社 
有限会社  

ジャックスクリーン 

株式会社 近畿ナルサ 

カンエイ産業 株式会社 八尾ライオンズクラブ 八尾商工会議所 

日本電検 株式会社 

やおコミュニティ放送 

株式会社 

八尾菊花ライオンズクラブ 八尾中央ライオンズクラブ 

岩谷産業 株式会社 関西金属工業 株式会社 

アリオ八尾店 

アリオ八尾 

田中化工 株式会社 


