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八尾の淡水魚 
ニッポン 

バラタナゴ 
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環境アニメ 

３会場（西武八尾店・アリオ八尾 

大阪経済法科大学花岡キャンパス） 

ともに大盛況でした！！ 
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環境配慮の 
取組み  

金賞表彰校の 
取組み内容 

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 

環境保全に 
取り組む 
企業④ 
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歴史楽校 

告知 
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発行：環境アニメイティッドやお広報委員会 
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環境 
イベント 

■ 問合わせ先（事務局） ℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/                  

３会場で大盛り上がり！ 

いきいき八尾環境フェスティバル２０１６  

 今年で12回目を迎えるいきいき八尾環境フェスティ
バル。今回は３会場同時開催で実施しました。ここ数年、
第２部として開催してきた花岡キャンパス会場が雨だっ
たから、というのも大きな理由のひとつ。そんな中、今
年も天候が心配でしたが、なんとか雨は降らずに、３会
場ともに大盛り上がりとなりました！ 
 今回はひとつの企画として３会場を巡るラリー企画そ
の名も「やおリンピック」を開催したのですが、「本当
に３会場も巡る人はいるのか…」という不安の声が多
かったのですが、結果としては多くの方に全会場を回っ
ていただき、とても嬉しい結果となりました。 
 それでは、３会場に分けて、当日の様子をレポートし
ていきます！ 

西武八尾店 ‐つくる‐ 
 西武八尾会場は、西武ホールと西武屋上の二つの場所
で開催をしました。 
 西武ホールは、体験型のワークショップのみを集めた
コーナーとして開催！飲食物やステージがないにも関わ
らず、あふれるほどの人が！ 
 各ブースは、どれも八尾のことや環境のことが体験し
て学べるようになっており、出展者側の大人と参加して
いる子どもたちが楽しそうに触れ合っていたのが印象的
でした。 

アリオ八尾 ‐みる‐ 
 今年は、はじめてフェスのステージをレッドコートにて実施。結果は
大盛況！２階、３階からものぞき込んでみる方が多数出るほどでした。 
 今回のアリオ会場は体験型ではなく、展示を主として準備をしてきま
した。フェス当日の１週間前から展示していた、八尾の水生生物の展示
は、老若男女と問わず、注目の的でした。 
 いくつかの環境アニメイティッド会員の紹介もパネルで実施。学生が
オリジナルのクロスワードゲームを作成した効果もあり、子どもやその
保護者がパネルを真剣にみてくれていました。 

大阪経済法科大学 花岡キャンパス 

        ‐まなぶ‐ 
 ニッポンバラタナゴの保全活動である、ドビ
流しを主に実施。池の底樋を抜いて、ため池の
水を流すのですが、その際に池に生息するドブ
貝を拾って保護します。それをゲームとして実
施したところ、大人気！ 
 大学への臨時バスが満員になるほどの大盛況
ぶりでした。 
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ＦＭちゃお取材日記より（８） 

「八尾あきんどまつり」 
八尾の 
見どころ 

八尾と 
能楽 

廃曲（８） 
～かつてはこんな能曲もあった～ 

 昔は演じられた能曲ですが、現代は演じられ 
ない曲を廃曲といい、数あまたあるそうです。 
 この廃曲に八尾関連のものがあります。 
 
そのひとつ 
「高安小町」 
 登場人物 
 シテ：高安小町 ワキ：瀧口何某 
 アイ：勅使   ところ：河内高安 
 あらすじ 
 月見の歌会で小町は帝の歌を誹謗（ひぼう）

したと讒言（ざんげん）され、河内高安に閉居
の命が下ります。小町は京から輿（こし）にの
せられ高安に送られる道中、石清水八幡宮を通
る時、無実の罪が晴らされるよう祈願します。 
 小町は高安の里長の屋敷に預けられ、高安は
寂しいところと嘆きます。(高安の住人として
は、寂しいところではないと思いますが…) 

「八尾の見どころ」では、FMちゃお
で過去に取材された内容をそのまま
アーカイブ（記録保存）として、掲
載しています。 
 

 
をコンセプトにお届けしています♪ 

「八尾では多くのイベントや地域の
活動があるということを皆さんに
知っていただきたい。」 
「FMちゃおが取材をして、その会場
や現場で感じた声を載せることで、
当時の臨場感をお伝えしたい。」 

 やがて都から勅使が来て 
小町は罪を許され、八幡様 
の御加護と喜び帰京する 
ところで終わります。 
 
 現在「卒塔婆（そとば）小町」 
「鸚鵡（おうむ）小町」 
「草紙洗（そうしあらい）小町」 
など演じられますが、「高安小町」 
も含め七曲の小町にまつわる能曲があります。 
 
 他に廃曲になっているものには、 
「守屋」（上宮＝聖徳太子、秦河勝、物部守屋
が登場、上宮太子が物部守屋を滅ぼす）、「信
貴山」（上宮太子が毘沙門天の加護により物部
守屋を滅ぼす）などがあります。   
 ※参考資料『古今謡曲解題』 

（坂上 弘子さん） 

今年は内容を若干変更して、11月25日（金）～30日（水）
開催予定です。 
八尾市商店会連合会主催、市内各商店会にて行われます。 

～ちゃおブログより～ 
 
午前11時、市内商店会10カ所で一斉スタート、八尾あき
んどまつり。 
今年も各商店街の会場では先着180名限定、5箱ティッ
シュ100円での販売で、朝から列が出来ていました。 
 
寒い中、揃いのはっぴを着た新栄商店会の皆さんが準備
をされ、お客様を迎えられました。 
 
新栄商店会さんでは、ティッシュだけでなく、お茶やカ
ルピスなど、ジュースも販売されていました。 
なんと一本50円という大特価！！ 
駆け付けた方は、飲み物も・・・、と購入していかれま
したよ。 
 
朝は曇っていましたが、販売中には陽もでてきて、皆さ
ん笑顔です。 
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八尾バル 

ナラ枯れ 
の被害 

 

金賞表彰校の活動内容♪ 環境配慮 
の 

取り組み 

どんぐりの木がSOS! 
 ～平成25年から八尾市にも拡大～ 

  「私、すごい物知りになっちゃいました」 
月に数回立ち寄るブドウ園のおかみさんがいき
なり切り出した。 
 聞くとブドウを買いに来たお客さんが「今年
は黄葉が早いですね」と言われたので、「黄葉
と違うのですよ。あれはドングリの木に、カシ
ノナガキクイムシという昆虫が穴をあけて、枯
らしているのです」と私が説明したことを話し
たら「すごい物知り」になったとのこと。   
 平成21年に大阪北部に発生したナラ枯れ被害
は平成25年東大阪・八尾市、平成26年柏原・羽
曳野市と大阪の北部・東部に拡大しています。 
 カシノナガキクイムシは、コナラやウバメガ
シなどドングリのなる木なら何でも取り付き枯
らしていきます。 

 ドングリが少なくなると、食べ物が少なく
なったイノブタが里に下りてきて農作物を荒
らす。私の友達のドングリを食べるシギゾウ
ムシ、コナラチョッキリなどが少なくなる。 
椎茸のほだ木が無くなり椎茸が食べられなく
なる。 
 こら！カシナガ てげてげ にせーよ！
（鹿児島弁） 
 

（森林インストラクター阪奈会 木下 進さん）  
 

幼稚園部門 
金賞：安中幼稚園 
家から幼稚園までの道を親子でごみを拾いながら
登園し、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「資源
ごみ」「ペットボトルごみ」など分別しました。 
幼稚園の周囲や地域などで取組みを知ってもらう
ために親子でエコポスターを作成しました。 

小学校部門 
金賞：曙川小学校 
生活の中で水を使う場面を考えながら、水の循
環について学習しながら、節水チャレンジにも
取組み、水の大切さについて考えました。また、
ごみのゆくえについても学習し、児童一人ひと
りが生活に基づいて自分たちにできることを考
えました。 

河内の風135号におきまして、平成26年度に実施された環境配慮の取組みについて表
彰を受ける学校園を紹介しました。今月号では幼稚園部門・小学校部門・中学校部門
で金賞を受賞した学校園がどんな特色のある活動をしているのか少し紹介したいと思
います。 

中学校部門 
金賞：東中学校 
地域ボランティアと協力し、運動場に植える苗
を確保し、PTA環境行事と連携しながら、学校
緑化運動に取り組みました。また地域と連携し
て全校生徒で恩智川クリーンアップに参加しま
した。 

▲表彰のときの様子（安中幼稚園） 
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Ｅ-column 
豊かな自然環境と 
  人のつながり 

 私が通っていた小学校では、春は山で木の伐
採を手伝い、夏は学校の裏の田んぼで田植えを
し、秋や冬は、学校の近所の人からもらった野
菜を使って調理実習をしていました。当時は、
それが普通のことだと思っていました。 
 しかし、大学に入り、他の地域の人と話した
り、様々な活動に参加しているうちに、それら
の経験は、地域の人とのつながりや、周りの 

豊かな自然環境があったからこそ、できた経験
だと気づきました。   
 人のつながりと自然環境、どちらを守ること
もわたしたち学生にとっては難しい問題です。
ですが、自分が過ごした「環境」の中で学んだ
大切なことを伝えることならできると信じ、
日々、さまざまな活動に取り組んでいます。 

   （ はちのじ 大内 涼加さん） 

イーコラム 

カネエム工業株式会社 
住所：八尾市泉町1-93 
ＨＰ：http://www.kanem.com 
 

 JR関西本線 志紀駅から南西へ歩いて15分。
フライパンや鍋など家庭用金属製品を製造し
ている企業です。 
  
メイドインジャパンにこだわって 
 今、世の中にあるものは大半が中国製です
が、藤田金属さんではmade in Japanにこだ
わったフライパンを作っています。そんな国
産フライパンを作っている会社、日本には、
もう10社も残っていないそうです。 

 皆さんの家庭で使われているフライパン、
ステンレスやアルミ製でフッ素加工がされて
いる、焦げ付きにくいものが多いと思います。 
 藤田金属さんでは「鉄フライパン」も両方
製造されていて、それぞれの特徴を聞いてみ
たところ、下記のような感じでした。 
 
・ステンレス、アルミ製 フッ素加工  
 ○焦げ付きにくい、お手入れが楽 
 ×１年ぐらいでフッ素加工が取れると焦げ 
  付きやすく、買い替えが必要 
・鉄 
 ○熱伝導が良く、料理が美味しくなる 
 ×手入れがめんどう 
  
 確かに「鉄フライパン」って手入れがめん 
 どうで、すぐに焦げ付きそうなイメージが 
 ありますよね。 
 
《鉄フライパンの手入れ方法》 
① 料理後、フライパンが冷めたら水で洗う

（洗剤は使用不可） 
② 洗った後、空焚きをして水分を飛ばす 
③ 最後に油を塗って保管 

～環境保全に取り組む企業 ～ Vol .4 

藤田金属株式会社 
藤田金属株式会社 
住所：八尾市西弓削3-8 
ＨＰ：http:// frying-pan.jp 
 

 藤田金属さんが話していた「鉄のフライパンは育てるフライパンなんです」という言葉に惹か
れました。きちんと手入れをしていけば、油が馴染んで焦げ付かなくなる。 
 そして20年、30年と使えて、手に馴染んでくる。それだけ使えば愛着も出てきますしね。 
頻繁に買い替えしなくていいので、その分ゴミが減り、日々の手入れに洗剤も使わないので、
「鉄フライパン」って、実は、とても環境に優しいのです。 
皆さんも始めてみてはいかがですか？「育てるフライパン」。 

（枡谷 郷史さん） 



ご参加をお待ちしています！ 

河内の風はこちらで 

11/19 
(土) 

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 

11/28 
（月） 

「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

10月23日に開催された「いきいき八尾 
環境フェスティバル2016」を振り返り 
苦労話、裏話などを語ってもらいます。 

山のレスキュー探検隊 

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。 

大阪経済法科大学 
本部棟前集合・解散 

午前10時～ 11/24 
（木） 

時間 

場所 

誰でも自然ハカセになれる！ 

高安の森自然楽校 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。 
今回はツルを使ってリースを作ります。 

11/26 
（土） 近鉄服部川駅改札口

集合・解散 

午前10時～午後3時 時間 

場所 

アウトドア派集まれ！ 

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。 近鉄信貴山口駅 

改札口集合・解散 

午前9時30分～ 
12/４ 
（日） 

時間 

場所 

正午～、午後7時～、午後11時～ 時間 

ただいま、アニメイティッド会員募集中！                                                

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                                                 

■問合わせ先 環境アニメイティッドやお事務局 ℡：072-924-9359  

11/20 
（日） 

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。 近鉄服部川駅改札口集合 

午前9時～ 

ニッポンバラタナゴ 
保護池の定期調査活動 

場所 

時間 

歴史・名所の再発見！ 

八尾ふるさと歴史楽校 

近鉄上本町駅改札口 集合・ 
JR森ノ宮駅改札口 解散 

午前9時30分～午後3時 時間 

場所 

名所・旧跡に触れ八尾の歴史に親しんでいきます。 
今回は、真田丸跡から難波の宮跡を歩きます。 

今月のオススメ 

11/25 
（金） 

学校ビオトープ研究会 
若い世代の方々にも加わって
いただき、ビオトープ活動の
情報交換などを行います。 八尾北高等学校 応接室 

午後4時30分～午後6時 時間 

場所 

写真：和歌山県九度山町 


