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天神祭
ごみゼロ
大作戦
P.2

今年もアリオ八尾＆大阪経済法科大学
花岡キャンパスの２会場で開催！
P.2

環境保全に
取り組む
企業⑧
P.5

八尾の特産物

枝豆
森林インストラクター
齊藤侊三さん

魅力
セミナー
P.4
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

環境アニメ

八尾
フェス

今年は、アリオと大阪経済法科大学花岡キャンパ
スの２会場で開催！

今年のいきいき八尾環境フェスティバルは、アリ
オ八尾と大阪経済法科大学花岡キャンパスの２か所
で開催します！今年で、13年目を迎えるいきいき八
尾環境フェスティバルですが、新たな学生や社会人
の実行委員も増え、みんなで楽しみながら準備が進
んでいます。
アリオ八尾会場には、「しぜんチーム」「３R
チーム」「食と健康チーム」「歴史文化チーム」
「エネルギーチーム」の５つのエリアが出現しま
す！それぞれのエリアごとに参加者が楽しみながら、
八尾の環境について学べる企画を現在みんなでワイ
ワイしながら考え中です。
例えば、３Rチームでは、アリオ八尾のステージ
前に３Rに関連したたくさんの体験型ブースを用意
したり、ステージでは、環境のヒーローショーを
行ったりします。歴史文化チームでは、「能」を体
験できるワークショップや、昔の八尾の名所の絵と
現在の写真を見比べる展示など、どのチームも工夫
を凝らした企画を実施予定です！

ごみ
ゼロ

■

大阪経済法科大学花岡キャンパスでは、自然を
実感できる企画が目白押しです。池の魚を保護す
るための地引網が体験できたり、水を抜いた池の
中で貝掘りを体験できたり、日常では体験できな
いことがたくさん！
アリオ八尾で体験を通して学んでいただき、大
学では八尾にいながら、自然を満喫することがで
きる充実した一日になります。
今年の開催日は10月22日の日曜日。ぜひ遊びに
来てください！
（いきいき八尾環境フェスティバル事務局 岡見 厚志さん）

天神祭ごみゼロ
大作戦はじまります！

天神祭と聞くとどのようなイメージをお持ちで
しょうか？きれいな花火やたくさんの屋台…みなさ
んそれぞれにお祭のイメージをお持ちだと思います。
そんな、日本三大祭の一つで地域に親しまれている
天神祭の開催期間中のごみの様子は想像できるで
しょうか？
現在でも、天満宮の美化委員会が中心となり天満
宮周辺のごみの拾い歩きが実施されていたり、川沿
いの公園もお祭が明けた次の日にはきれいに清掃が
されています。
しかし、開催中はいたるところにごみが。しかも、
現在は、回収されたごみのほとんどが焼却処分され
てしまってます。その中にはリサイクルできるびん
や缶、ペットボトルなどの飲料容器のごみがなんと
約４割も！この状況を解決するために、2017年から
新たな取り組みが始まりました。
それが、天神祭ごみゼロ大作戦です。
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▲昨年の会場の様子

問合わせ先（事務局）

▲エコステーション運営の様子

会場内に有人の分別ステーションを設置しリサ
イクルできるものはリサイクル、露店には繰り返
し使える容器（リユース食器）を導入し、そもそ
もごみが出ないお祭にする取り組みです。
天神祭は国内のお祭でも露天商の出店数が最大
級のお祭です。このお祭をエコにすることで、色
んなお祭がエコになっていくことを願って活動し
ています。
この活動では、クラウドファンディングを活用
し寄付を集めています！今年から始まる大阪の挑
戦に応援をよろしくお願いします。
（天神祭ごみゼロ大作戦事務局 岡見 厚志さん）

℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/

環境
アニメ活動
こぼれ話
④

「ゲンジボタル」
から学んだ協動の意味

2005（平成17）年度の環境アニメイティッ
ドやお（以後「当協議会」）は、具体的な環境
活動のサポートはまだ見い出していませんでし
た。
「自然環境アクティビティーグループ」（当
協議会の一部会）に携わるNPO法人ニッポンバ
ラタナゴ高安研究会（以後「高安研究会」）か
ら「夏に雨が降らず郡川の川が枯れゲンジボタ
ルがいなくなった。そのために湧水の確保と水
循環として高安山の里山保全をしたい！」と具
体的な支援内容を提示され、2006（平成18）
年８月から毎月１回森林整備を行う「高安山自
然再生定期活動」がスタートしました。
同年、八尾ライオンズクラブ（以後「八尾
LC」）の協賛で、希少生物が棲む環境づくりと
して、郡川沿いのため池に延べ100名以上が携
わり、ため池の泥を土のう袋に移す除去作業な
どを行いました。

はちのじの
活動情報
④

当時の八尾LCは「子どもたちにゲンジボタ
ルを見せたい！」と高安山以外のゲンジボタル
を持って来て放したいという提案でした。
高安研究会や専門家からは「他の地域のゲン
ジボタルを持込めば遺伝子のかく乱になり、環
境保全（遺伝子の保存）にはならないので絶対
にやってはいけない！」と意見が対立。
結局、高安研究会が高安山生息のゲンジボタ
ルの繁殖に取り組み、数年後には自然繁殖まで
成功！八尾LCも生物多様性についてご理解を
されました。
協働は、お互いの考えの違いがあっても思い
は同じであることを理解し、どうしたらいい結
果に結びつくかを話し合い、お互いが力を合わ
せていくものであると学びました。
（市民会員

新福

泰雅さん）

八尾北高校のビオトープ活動に
行って来ました
6月17日、八尾北ビオトープ研究会の塚口先生からのお誘
いで、子どもたちの田植え体験をお手伝いしました。
今回は、はちのじに新しく入ったメンバーも一緒に活動し
たので、１人１人に感想を聞いてみました。

◆子どもたちが自然とふれあうことができる良
い場所だと思いました。田植えを笑って楽しん
でしている子も転んで泣いている子もいました。
私も田植えをすると、田んぼから足が抜けなく
てこけそうになったり、きれいに稲を植えるこ
とができなかったりして、意外と大変でした。
（小島）
◆人生で初めて田植え体験をしました。見た目
以上に足が取られてしまい、腰も痛くなりまし
た。機械がない時代の人はここよりも大きな田
んぼで作業をしていたのかと思うと、さらに腰
が痛くなりました。米を食べることができるあ
りがたさを学びました。
（川西）

◆子どもたちとふれあいながら田植えができる
という体験が地元にはなかったので、普段では
経験できないようなことができて良かったです。
ぜひ収穫の時期にも参加したいと思いました。
（新原）
はちのじのメンバーの多くは八尾出身ではあ
りません。こうした活動に参加することは、八
尾を知る良い機会になっていると思います。
私は八尾のイベントや活動を通して、たくさ
んの「八尾」に出会うことができました。これ
からもはちのじとして八尾のイベントや活動に
積極的に参加し、自分たちの活動へとつなげて
いきたいと思います。
（はちのじ 東森啓さん）

※学生団体「はちのじ」とは・・・八尾を拠点に活動する学生団体で、週に一度のミーティングで企画を考えたり、 八尾のイベントに参加
したりとなど、活動は盛りだくさんです。
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八尾
バル

第13回

八尾バルのお知らせ

食材テーマは「八尾えだまめ」

いよいよ７月２２日（土）、第１３回八尾バ
ルを開催します！もちろん八尾の初夏の味「八
尾えだまめ」が今回のテーマ食材！
八尾えだまめの一品を楽しみながら夏の八尾
を飲み歩いてください。
２０１１年１０月に始まった八尾バルも早い
もので１３回目、今回で実行委員長が引退しま
す。ですが新しいメンバーが多数実行委員会に
参加してくれて八尾バルは新しいステージに進
みます！ですが地産地食のコンセプトは変わり
ません。
八尾のまちが好き、八尾の人が好き、そして
みんなにもっと八尾を知ってもらいたい！
みんなで八尾を盛り上げ、楽しいまちにしてい
きたいと思っています。
７月２２日はぜひ「第１３回 八尾バル」に
参加して「八尾えだまめ」の一品料理で八尾の
まちを再発見してください！
（八尾バル実行委員長 川瀬 英樹さん）

魅力
セミナー
７月

日

時：2017年7月22日（土）12:00～23:00
（店舗によって時間が異なります）
場 所：近鉄八尾、河内山本、JR八尾駅付近
チケット前売り：八尾バル公式ホームページ
（http://yaobar.net）で予約、
または参加店舗にて購入。
チケット価格：前売 3,000円
当日 3,500円
問合せ：info@yaobar.net
Facebook：
https://www.facebook.com/yaobar80/

テーマ
「さいとうさんの自然観察の話の種１」
日 時：2017年７月25日（火）19：00～20：30
場 所：八尾市文化会館４階 会議室２
講 師：森林インストラクター会 齊藤 侊三 氏

八尾市観光ボランティアガイドの会では、高
安の森自然楽校でおなじみの齊藤氏がこの度、
テーマと同名の本を出版されたのを機会に講演
を依頼しました。早速、本を読ませていただき
ましたが、面白い！！
植物それぞれの持ち味を活かした話題たっぷ
りの写真と解説です。特に私がひかれたのが
「ストーリーを語れる植物を増やそう」のペー
ジでした。
当会では毎年2000名近くのガイドをしていま
すが、高安古墳群の案内で史跡と史跡との間が
長い所がいくつかあります。そのようなときに
助かるのが、植物のお話です。
たまに鳥の話もするのですが、偶然性が高い
ので予定に入れることが出来ません。
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★第13回 八尾バルの情報★

ユーカリ

その点では植物は山に限らず、まちなかの公
園や寺、神社にも多くあり助かります。よく話
すのが佐麻多度神社のユーカリのお話ですが、
八尾高校にあるのは有名ですが、永畑小学校や
久宝寺中学校にもあるのは知りませんでした。
おかげで話のネタ（種）がどんどんふえてい
きます。今回のお話では何を聞けるか楽しみで
す。皆さんのご参加をお待ちしています。
（ＮＰＯ法人八尾市観光ボランティアガイドの会
理事長 髙山 晴行さん）

～環境保全に取り組む企業 ～ Vol .8

柏原計器株式会社

水道メーター等の製造・販売を行っている柏
原計器工業株式会社を紹介します。
設立は1947年、今年で70年を迎える戦後復
興を担ってきた伝統ある企業で、本社は大阪府
柏原市、八尾市内に４つの工場があります。
皆さんの家庭にも設置されていると思います
が、水道メーターがどういう役割を果たしてい
るのか、じっくり考えたことってあまりないで
すよね。機能としては、簡単に言うと水道水の
使用量を測ること。
でも良く考えてみてください。そのメーター
の中を通った水を私たちは毎日使用しています。
安心・安全でないと困りますよね。
取材工場
カシテック株式会社
住所：八尾市西弓削３-35-１

イーコラム

Ｅ-column 102

柏原計器株式会社
柏原市本郷 ５－３－２８
ＨＰ：http://www.kashikei.co.jp/

日本は、蛇口をひねると世界で一番「安心・
安全」な水が飲める国です。メーターのボディ
から部品のすべてを自社での一貫生産（MADE
IN JAPAN）にこだわっていることが何よりの
証拠に、その当たり前を支えているのが柏原計
器さんの水道メーターです。
1985年に世界で初めて柏原計器さんが開発
したマイコン内蔵電子式水道メーター。まだイ
ンターネットが普及していない時代、電話回線
を利用して検針ができる画期的なもので、今ま
で人が検針のために１軒１軒回っていたものが、
遠隔でできるようになりました。省力化面での
貢献はもちろん、人の移動（車などで）が減る
＝消費エネルギーも削減され、人にも環境にも
優しい水道メーターです。
水道メーターを通じて一人ひとりが自ら参加
し、エコを実現するソリューション。柏原計器
さんが考えるスマートシティ。これからの社会
のあるべき姿ですね。
(枡谷 郷史さん）

環境とは？
～1人ひとりが少し意識を変えることから～

皆さんにとっての環境とは何でしょうか？
私は普段大学で環境に関する勉強をしていま
す。その多くは自分の身の回りにある“自然”
であったり、その恩恵を受ける私たちの“社
会”の仕組みであったりと、とても幅広いもの
です。そのため多くの人がこの地球上の環境活
動に関わり、お互いに影響し合っています。
自分の周りにあるものすべてが環境である
ならば自分の身の回りにいる人もその環境の一
部であると言えます。

一人ひとりがほんの少し意識を変えるだけで
地球の環境は大きく変わるはずです。
ひと一人が毎日お茶碗一杯のご飯を無駄なく
食べ切るだけで日本の年間632万トンもの食品
ロスは無くなります。 もちろん今日から無理に
ご飯を一杯多く食べる必要はありませんが、こ
うした意識を少しでも持って生活することに
よって、より環境に優しい生活が送ることがで
きるのではないかと私は思います。
（はちのじ 会田 架さん）
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ご参加をお待ちしています！

７/２５
(火)

７/８
（土）

魅力セミナー
テーマ「さいとうさんの自然観察の話の種１」
植物のそれぞれの持ち味を生かした楽しい話がいっぱい！です。
時間

19：00～20：30

場所

八尾市文化会館4階会議室2

歴史・名所の再発見！
八尾ふるさと 歴史楽校
時間

9：30～15：00

場所

南海大阪狭山市駅改札口
集合・解散

名所・旧跡に触れ八尾の歴史に
親しんでいきます。
今回は、狭山池と西国四番札所
龍雲寺を巡ります。

誰でも自然ハカセになれる！

７/２２
（土）

７/２３
（日）

高安の森自然楽校
時間

10：00～15：00

場所

地下鉄鶴見緑地駅改札口
集合・解散

高安山の自然を通して
森林ボランティアを養成する講座。
今回は鶴見緑地を散策します。

ニッポンバラタナゴ
保護池の定期調査活動
時間 9：00～
場所 近鉄服部川駅改札口集合

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。

山のレスキュー探検隊

７/２７
（木）

時間
場所

10：00～
大阪経済法科大学
本部棟前集合・解散

大阪経済法科大学の裏山にある
竹林の整備をしながら、
ツリーハウス作りなどを
しています。

アウトドア派集まれ！

８/６
（日）

時間

9：30～

場所

近鉄信貴山口駅
改札口集合・解散

河内の風はこちらで
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・
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

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。

7/24
（月）

地域密着型ラジオ番組

「情報プラザやお」放送
グラウンドワーク八尾さんが今年の
活動状況等を話します。
時間

12：00～、19：00～、23：00～

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
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

