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最初は天児屋根命（あめのこやねのみこと）を祀っていたが、枚岡神社（その後、奈良の春
日大社）に移されたので、その五世の孫の大御食津彦命（おおみけつひこのみこと）・大御食
津姫命（おおみけつひめのみこと）を祀る。
恩智神社はもとは、天王の森にあったが、恩智左近が築城するにあたり、恩智の神を見下ろ
すことになるので上方の現地に移したという。粥占い・御供所神事（ごくしょしんじ）などの
伝統行事を伝える。玉祖（たまおや）神社との領地争いの説話はおもしろい。
環境アニメイティッドやお

広報委員会

発行

八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン

新年の

新年のご挨拶 ～10周年を迎えて～

挨拶
新

年明けましておめでとうございます。本
年も「環境アニメイティッドやお」の活動
にご参加・ご協力くださいますよう、お願い申し
上げます。

協議会発足から10周年を迎えて
今年は、「環境アニメイティッドやお」が2004
年12月に発足して、早くも10周年を迎えます。各
グループの多様な活動に支えられて、環境の保
護・育成・整備に広がりが生まれています。
地球温暖化をめぐる人間の活動をどのように転
換していくべきでしょうか。厳しい気候変動にも
対処していかなければなりません。ぜひ日常の暮
らしを見直してみませんか。八尾の自然と歴史を
訪ねる小さな旅をしませんか。歓迎いたします。
10回目の開催となる秋の「いきいき八尾環境
フェスティバル」も、これまでの経験を生かしつ
つ、さらに新しい展開を期しています。ご期待く
ださい。
昨年の12月から本年１月にかけて、昨年度の八
尾市立幼稚園・小学校・中学校での「環境配慮の
取り組み」表彰学校園を訪ねて、表彰状を渡して
います。

企画交流
グループ

1/25
(土)

これまではいきいき八尾環境フェスティバル会
場での表彰でしたが、実際に活動した園児・生徒
のみなさんの前で表彰をし、現場で説明も伺っ
て、いろいろ勉強になりました。この経験も生か
したいものです。

それぞれの団体が評価される！
昨年末には嬉しいニュースが入りました。
日本生態系協会主催の全国学校・園庭ビオトー
プコンクール2013で、本協議会の会員である大阪
経済法科大学に環境大臣賞、府立八尾北高等学校
に協会賞が、さらに新設の活動支援部門で「環境
アニメイティッドやお」にも協会会長賞が与えら
れました。
２月の東京での表彰式・事例発表会にも出席予
定です。詳報をご期待ください。

今後の予定
１月25日（土）の第３回環境活動交流会、２月
23日（日）の「平成25年度楽しい環境活動支援
金」成果発表会にもぜひご参加ください。新しい
発見があります。
（環境アニメイティッドやお代表 橋本 久）

第３回環境活動交流会のご案内
アクトランドYAOで「もちつき交流会」を開催

第

３回目の環境活動交流会は、これまでの
実施会場だった大阪経済法科大学から、
アクトランドYAO（八尾市立大畑山青少年野外活
動センター）に会場を移して「もちつき交流
会」を開催します。
この環境活動交流会は、環境をはじめ、子育
て支援・まちづくり・歴史・食・自然など、
様々な活動をしている様々な立場の方が集まり、
互いの活動や想いを紹介し合う中で、つながり
が生まれたり、新しいプロジェクトが動き出す
ことを期待して今年度より実施している活動で
す。
今回は、交流やテーマ別に話し合う場を設け
るだけでなく、アクトランドYAOで実施している
取組みも紹介させていただきます。
昼食はみなさんと作るおもちです。ご興味の
ある方は是非ご参加ください。
（特定非営利活動法人 ナック 宮嶋 啓太さん）
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日 時：平成26年1月25日(土)
午前10時30分～午後２時
会 場：アクトランドYAO
八尾市恩智中町４-55
参加費：アニメイティッドやお会員700円、
一般1,500円、学生1,000円
申込み：090-9166-3177（宮嶋まで）

環境アニメイティッドやお

八尾北

シリーズ学校ビオトープ 第８回

ビオトープ

ビオトープの自然 その１

今

回は、八尾北高校のビオトープを全体図
で示し、各ゾーンについて紹介します。
図の上が南の方角です。
① 芝生ゾーン
15ｍ×16ｍの芝生ですが、芝刈りでの整備が
意外と大変です。
② ツリーハウス
授業「ものづくり物理」で製作した土台とな
る構造の上に板を張って、雰囲気を出してい
ます。その下では、シイタケ栽培もしていま
す。
③ 果樹ゾーン
これまで、イチジク、ユスラウメ、サクラン
ボ、ザクロ、モモ、ビワ、甘夏、キンカンが
実をつけてくれました。
④ 菜園ゾーン
これまで、春にはエンドウ、若ゴボウ、夏に
はタマネギ、ジャガイモ、トマト、キュウリ、
ナス、ゴーヤ、シシトウ、ピーマン、エダマ
メ、スイカ、綿、秋にはサツマイモ、ヒョウ
タン、ヘチマ、冬にはダイコン、ニンジン、
クワイ、といった野菜を収穫しました。
（八尾北高等学校教諭 塚口 倫生さん）
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八尾北高等学校 ビオトープ園
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シリーズECO～る∞KEIHO 第８回

新年のあいさつ

あ

けましておめでとうございます。
2014年もどうぞよろしくお願いします。
さて、2013年のECO～る∞KEIHOもいろいろな
ことがありました。
夏のホタル観賞会や秋のいきいき八尾環境
フェスティバルを開催し、年末には、日本生態
系協会主催の全国学校・園庭ビオトープコン
クールで環境大臣賞をいただきました。とても
充実した一年でした。
また、大阪経済法科大学内の景色も一年を通
して様々な美しさを見せてくれました。春の桜、
夏のホタル、秋の紅葉、そして冬の現在は水仙
が咲いています。
この美しい自然環境がずっと続くように私た
ちECO～る∞KEIHOは、2014年も頑張っていきま
すのでよろしくお願いします。
（ECO～る∞KEIHO

白川 雄基さん）

ホタルについての講座風景

自然豊かな花岡キャンパスの綿の花
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事業
案内

八尾市立リサイクルセンター

学習プラザ「めぐる」だより
施設周辺地図

当施設は、廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用
を図り、循環型社会の形成その他環境学習の推進等に
資するため、これらに対する市民等の関心と理解を深
め、その自主的な活動が促進されることを目的に設置
されています。

学習プラザ

１ 施 設 見 学
学校、保育所、地域団体等や個人での工場見学
の案内、及びごみ減量方法や【３Ｒ（リデュー
ス・リユース・リサイクル）】の説明を随時行っ
ています。
15人以上の団体には、「学習プラザ」から送迎
バスをご用意いたします。
なお、見学時に、ご希望により「紙すき」や
「アロマキャンドル」などの工房の体験もしてい
ただけます。

２ 工房体験教室
各種の工房体験教室を開催しています。
講師の指導のもと、無料（一部材料代が必要と
なる教室があります）で体験していただけます。
開催日程は、毎月の八尾市政だより、又は学習
プラザのホームページに日程を掲出しています。
（http://www.yao-recyclecenter.jp/）
申込受付は、毎月1日(水曜日の場合は翌日）の
午前9時～先着順に行っています。

３ 施設利用のご案内
学習プラザでは、研修室をはじめ各施設の利用
ができます。これらの利用には、所定の用紙での
申込みが必要です。用紙は、ホームページからダ
ウンロードできます。
使用料：単位円
時間
９時～１２時
１３時～１７時
１８時～２１時
９時～１７時
１３時～２１時
９時～２１時

シアター
６００
８００
６００
１,４００
１,４００
２,０００

研修室
３００
４００
３００
７００
７００
１,０００

会議室
３００
４００
３００
７００
７００
１,０００

上記以外にも「赤ちゃん子ども用品バザー」や「ガレージセール」のイベント、「ゆずります・
ゆずってくださいコーナー」でリユース事業を行っています。また、学習プラザの活動をサポート
していただけるボランティア（有償）の募集も行っています。
大勢の方々のご来館をお待ちしています。 （NPO法人 グラウンドワーク八尾 小林 昇さん）

学習プラザ「めぐる」（指定管理者：NPO法人 グラウンドワーク八尾）
〒581-0026 八尾市曙町2-11
☎072－994－0564
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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 ⑰

八尾バル
実行委員会
八尾バルは、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」の飲み歩
き食べ歩きイベントです。
毎年２回、近鉄八尾駅＆河内山本駅周辺の
飲食店約30店舗を会場に開催しています。
春は「八尾若ごぼう」、夏は「八尾えだま
め」をテーマ食材に、この日、この場所でし
か味わえない旬食材を使った一品に出会える
おとく感とおいしさ満載の１日です。
また、カフェタイムのお店も充実している
ので、ファミリーやお酒が苦手な方も楽しん
で頂けます。
第６回目の開催
・日 程：2014年3月1日（土）
・旬食材：「八尾若ごぼう＋α」
２月初旬からチケット前売りを開始いたしま
す。詳細は下記の八尾バルホームページにて。
お問い合わせ
八尾バル実行委員会
HP：http://yaobar.net
Mail：info@yaobar.net
（八尾バル実行委員会 枡谷

郷史さん）

Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ
私はＮＰＯ法人河内木綿藍染保存会に所
属していることから、昨年末に全国コット
ンサミット（奈良県広陵町）に参加しまし
た。
いくつかの発表の中で、私の身近なこと
で心に残ったことがありました。それは綿
の種から綿実油を抽出して、食用油や工業
用油等に利用したり、種に残った細かい綿
や種の殻を無駄なく利用したりして、最後
は肥料として土に戻すという環境循環の取
り組みでした。

Moulin(ムーラン） 洋菓子店
・住
所：八尾市北本町１-2-15
・営業時間：9:00～20:00
・定 休 日：1月1日のみ休み
・電
話：072-922-2379

「地域から愛され続けるケーキ屋さん」
近鉄八尾駅から徒歩5分。赤いテントが目印、
今年60周年を迎える地域から愛され続けるケー
キ屋さんです。
毎日15種類以上のケーキがお出迎え。自慢の
スポンジは、あっさりしているのに味はしっか
り。甘いものが苦手という方にも大人気です。
最近では、３代目パティシエの故郷である岐
阜県産のいちご「美濃娘」を使ったケーキも登
場。
毎月最後の日曜日（12月除く）は、ショート
ケーキ全品180円！素材選びからこだわった
ケーキをご堪能ください。
(枡谷 郷史さん）

全国コットンサミットに参加して
河内木綿を伝承と復元するため、棉の栽
培から糸を紡ぎ、布を織ることを広める活
動もしていますが、今までは棉繰りをした
後の種を次年度の栽培に使った後は、その
まま残していました。
今回のサミットに参加して、自然環境を
保護し、人間の生活との共存を目指すとい
う思いを強めると共に、今後も棉づくりに
励み種も最後まで利用したいです。
（玉置

永子さん）
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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。

1／１２（日） １／２１（火） １／２３（木） １／２５（土）
午前9時30分～
近鉄信貴山口駅
改札口集合

午後6時30分～
八尾市役所本庁
6階

午前10時～
大阪経済法科大学
本部棟前集合

午前10時30分～午後2時
大畑山青少年野外
活動センター

高安山自然再生
定期活動

運営会議

楽音寺森林
整備活動

環境活動交流会

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。

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。

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。

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。

１／２５（土）
午前10時～
服部川七丁目公園
集合

１／２７（月）
午後0時～、7時～、
11時～

生物多様性アクション大賞
つないでみよう！
あなたの活動と生物多様性

「まもろう分野」で優秀賞受賞！
高安の里地・里山の伝統的な水質浄化法
“ドビ流し” を応用した生物多様性の保全

「NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会」
高安の森
自然楽校

「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。

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。

生物多様性アクション大賞とは、全国各地で行わ
れている生物多様性の保全や持続可能な利用につな
がる活動を募り、「たべよう部門」、「ふれよう部
門」、「つたえよう部門」、「まもろう部門」、
「えらぼう部門」の5部門で「優秀賞」を選定し、
さらに「優秀賞」の中から「大賞」を選定するもの
です。

「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・
八尾図書館・山本図書館・志紀図書
館・プリズムホール・市立病院・
年間会費：個人1,000円 市民団体2,000円
かがやき・ウイング
事業者5,000円 事業者団体10,000円
歴史民俗資料館・屋内プール・
■ お問合せ先
まちなみセンター・サポートやお・
市民サービスコーナー・ＦＭちゃお・ 環境アニメイティッドやお 事務局（八尾市環境保全課）
TEL 072－924－9359 FAX 072－924－0182
つどい・みらい・福祉会館・
HP
http://www.eco-ani-yao.org/
近畿労働金庫八尾支店・
大阪経済法科大学
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