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環境アニメ

交流会

環境アニメイティッドやおに対する期待

２

月16日（火）、定例運営会議の後に環境
アニメイティッドやおの交流会が開催さ
れました。
運営委員以外に環境取組団体のメンバー、企
業人、学生等々の参加があり、20数名で行われ
た初めての交流会です。
最初に岡見厚志運営委員より環境アニメイ
ティッドやおの概要や、交流会の目的が説明さ
れました。その後４つのテーブルに別れ、各自
の取り組んでいることや環境アニメイティッド
やおに期待することなどをテーブルごとに出し
合い、交流を図りました。
今回の交流を通して、どのような取組みがな
されているかが明らかになり、個人・企業・団
体間で提供し合える協力内容が出てくるという
場面がありました。このような交流の機会は
もっと増やしていかなければ、という思いを強
くした取組みだったといえます。
（広報委員 東郷 久）

いろんな立場、いろんな世代の人たちが
参加して話し合う

環境アニメイティッドやおに
今後期待すること
1.幅広い主体間同士のつながりづくり
2.やる気とパワーのある人の参加
3.若い世代へのバトンタッチ
4.資金を確保するノウハウ

支援金
交流会 2/28 楽しい環境活動支援金成果発表会
(日) エコ・エコー交流会の開催

平

成27年度の楽しい環境活動支援金事業に
参加した下記の４団体が各々取り組んで
きた環境活動の発表会が２月28日（日）に開催
されました。
それぞれの活動内容は、前号（河内の風
№128）に掲載したとおりです。
そして今回の成果発表会では、支援団体及び
環境アニメイティッドやお会員参加者、いきい
き八尾環境フェスティバル学生事務局、支援金
審査員、事務局、で支援団体の活動報告に関す
る感想や意見を交換する交流会を実施しまし
た。支援団体の活動について意見交換すること
でさらに内容を深めることができただけでな
く、新しいつながりをつくることができまし
た。
この「楽しい環境活動支援金」は、新たな環
境活動を支援するということと、団体同士また
は、環境アニメイティッドやおの会員と新たな
つながりを持ち、協働の取組みを創出すること
が目的です。
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来年度は、５月２日（月）～５月31日（火）
までの期間で楽しい環境活動支援金の支援団体
を募集する予定です。
環境アニメイティッドやおは、環境活動を頑
張る団体や、新しく事業を始める団体を積極的
に応援します。皆さまのご応募お待ちしており
ます。
（事務局）

環境アニメイティッドやお

シリーズ

第１０回

水路は八尾の宝物～西郷樋～

八尾の
水路

最

終回は私の好きな水路をご紹介します。
大阪府立八尾高校のすぐそばにある西郷樋からの流れは
ほとんどの部分が暗渠(きょ)となり隠れています。
しかしながら、八尾市内の中心部を流れる短い区間に、こん
なところがあったのかと思う程の自然な空間があります。
底が土の所もあり、見た目以上に生き物がいてわくわくする
水辺です。２月の中頃、コサギを見かけて近づくと、写真を撮
る間もなく飛び去っていきました。
他にも、万願寺樋や小阪合上樋、
萱振下樋など、季節によって表情
の変わる魅力的な水路もあります。
潤いの空間としても貴重な水路
をいつまでも大切に残して、まち
づくりに活かしてほしいと思いま
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

西郷樋

・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
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環境フェス
実行
委員会

パワーアップして、今年も始動！
いきいき八尾環境フェスティバル2016

毎

年、10月に開催している環境のお祭り「い
きいき八尾環境フェスティバル」の準備が
スタートしました！
まだまだ先のイベントですが、今年はさらにパ
ワーアップするためにいまから準備を始めています。
数年前から始動した“学生事務局”の活動も学生
独自の活動として発展しています。また組織を継続
させるために、学生が自主的に団体を設立する方向
に。これから、色んな八尾市内の活動に参加してい
くための準備を進めています。
フェスティバルの実行委員会は、昨年からメン
バーに加わったしおんじやま古墳学習館や八尾市立
リサイクルセンター学習プラザ“めぐる”、八尾バ
ル実行委員会、 thanks to child、以前から参加い
ただいているアクトランドYAO、その他、アニメイ
ティッドやおの個人会員や企業の方々、行政、教育
機関などたくさんの新たな、若手のみなさんが増え
ています。
学生だけでなく、八尾に関わる多様な人たちが一
緒になって、八尾のこと、環境のことを発信できる
フェスティバルにするためにこれから半年以上、突
き進んでいきます！

本番は、10月23日(日)開催予定。今年は、西
武八尾店、アリオ八尾、大阪経済法科大学の二
つのキャンパスの４会場を使い、同時開催しま
す。
読者のみなさんも、ぜひ私たちと一緒に八尾
を盛り上げていきましょう！
（フェスティバル事務局 岡見 厚志）

春季
環境楽校
ご案内

八尾のこと、環境のこと
楽しみながら考えてみませんか

八

尾市立リサイクルセンター学習プラザ
「めぐる」では、八尾の地域と環境を幅
広く考え、将来にわたって環境保全を実践して
いただける方を増やしたいという願いのもと、
季節限定で環境講座を開催しています。
春季環境楽校のテーマは「八尾の生活環境～
その魅力と生活～」です。普段の暮らしから、
ほんのチョッとでもエコで環境に優しい行動を
とっていただく機会になればと思います。
講座の内容は話を聞くだけでなく、実物やビ
ジュアルの提示、作業の体験など五感に働きか
けたり、参加される方々が互いの意見や感想を

述べるといったような双方向の形式で楽しみな
がら受講していただけます。
八尾のこと、環境のこと、ぜひご一緒に考え
てみませんか。

◆時 間：90分
◆受講料：各回500円、
（割引制度あり）
◆お問い合わせ先
八尾市リサイクルセンター
学習プラザ「めぐる」
072-994-0564

テーマ「八尾での取り組み～八尾の魅力と課題を考える 第２弾」
講座の内容
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日程

曜日

開始

講師

所属

八尾の福祉環境と課題

３月５日

土

13:00

長沢 克彦

一般社団法人 ＡＮＳＨＩＮＨ

食と暮らしでＣＯ２ の見える化

３月12日

土

10:00

徳山 吉令

ＮＰＯ法人グラウンドワーク八尾

久宝寺緑地拡張と活用

３月19日

土

10:00

池村 礼乃

ソーシャルデザイナー

環境アニメイティッドやお

これまでに掲載した
「エコな八尾のお店」

4年間ありがとうございました

2012年4月～2016年１月
1
2
3
4

掲載号
82
85
87
89

5

92

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

93
95
96
99
101
103
105
107
109
111
113
116
118
120
122
124
127

店

舗

名

カフェ＆オムライス

ライラック

長屋カフェ KUKURU
Lammock café Lofton warehouse
手打ちそば

楠喜（くすき）

うまい野菜とお酒がいっぱい
和っか
cafe Cosmos
CAFFE

BOURBON

ダイドコ帖
Café Berry
NEWLY BORN 近鉄八尾本店
Moulin

洋菓子店

香留壇（かるだん）
PIZZA＆PASTA DOADOA
焼鳥 きてや
天ぷら・旬菜
ブーランジェリー

天花

トントン

レミー

café rest Pica Pica 市役所店
カフェ＆ベーカリー Pica Pica 空港店
Moon café
Café Bar Donna
御菓子司

稲冨貴（いなふき）

茶米古道（ちゃみこどう）

Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ
ある日買い物に出かけていると街の人がポイ
捨てをしているところを見ました。
「いい大人がこんなことをして恥ずかしくな
いのか」と思うのと同時に「ポイ捨てした人の
ごみを拾う行為はバカらしいし、なぜ何も悪く
ない人がそのごみを拾わなくちゃいけないの
か」とも思いました。そのときはすごく憤りを
感じていたのを覚えています。
また、ある日何気なくぶらぶらしていると、
ちびっ子がお母さんと一緒にごみを拾っている

2012年４月号（No.82）から始まった「エコ
な八尾のお店紹介」、約４年間で合計22件のお
店を紹介してきました。本当にたくさんの店主
さんにお世話になりました。
取材のときにお店を訪問し店主さんやお客さ
んと話をしていると、
「八尾には美味しいお店がいっぱいあるから、
わざわざ大阪に出ていかんでいいねん。」
「今日の料理に使ってるのは、近所の○○さん
の畑で獲れたもんや。」
「八尾では個店が頑張ってるから、チェーン店
が流行らんねん。」
のようなことをよく聞きました。この環境が地
元にあるって、本当に素晴らしいことだと思い
ました。
コーナーのタイトルにもあるように「エコ」
と「お店紹介」って何が関係あるの？と聞かれ
たこともありましたが、店主さんやお客さんが
話してくれていたことが答えだと思います。
地元で獲れたものを地元で食す（地産地消）
ことや、わざわざ車や電車を使って遠い有名な
お店に行かなくても、歩いて行ける範囲に美味
しい行きつけのお店がある、まさにエコですよ
ね！
「このコーナーを読んだ人が地元のお店に足
を運ぶきっかけになればということを願って」、
いつもそんな想いで記事を書いてきました。
八尾には、まだまだ紹介しきれていない美味
しいお店がたくさんあり、心残りもありますが、
今号をもって最終となります。長い間ご購読い
ただきありがとうございました。
（枡谷 郷史さん）

ごみ拾いが教えてくれること
光景を見ました。そのとき「あ、なるほど」と
思いました。ごみ拾いを経験した子は将来絶対
ポイ捨てをしませんし、大人がごみ拾いしてい
る所を見て育った子どもも絶対しないと思いま
す。
ごみ拾いは単に街をきれいにするだけじゃな
く子どもたちの教育にもなる重要なことだなと
改めて思いました。
（ハッピーアースデイ大阪実行委員会
渡邊 敢太さん）
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活動情報
３／１７（木） ３／１９（土）
午後8時～
高安コミュニティ
センター

市民環境講座(要申込)
自然環境と災害のハナシ
地図を使って、里山の自
然環境や災害について解
説します。申込みは事務
局まで。(下部連絡先まで)

３／2６（土）
午前10時～
近鉄五位堂駅
改札口集合

午前9時30分～
JR桃谷駅
改札口集合

八尾ふるさと
歴史楽校

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。

３／２０（日） ３／2４（木）
午前9時
近鉄服部川駅
改札口集合

ニッポンバラタナゴ
保護池の
定期調査活動

名所・旧跡にふれ、歴史に
親しんでいきます。今回は、 ニッポンバラタナゴの生
態を守るために水質調査
「大阪夏の陣」をテーマに
御勝山古墳周辺を巡ります。 や生態調査を行います。

３／２６（土）
午前10時～
府立八尾北高校
環境学習空間

高安の森
自然楽校

ビオトープづくり＆
野外調理体験

森林ボランティアを養成
する講座。今回は馬見丘
陵公園を散策しながら、
自然について学びます。

テント設営、花壇整備、
餅つきなどのビオトープ
作りと野外調理体験をし
ます。

４／３（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。

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。

４／２２（金）
午後6時30分～
八尾市役所本館
6階 大会議室

環境アニメイティッドやお
第12回定期総会
「環境アニメイティッド
やお」27年度の活動報告
と28年度の事業活動計画
について話し合います。

♪３／２８（月）正午～、午後７時～、午後11時～ FMちゃお「情報プラザやお」 放送中♪

「河内の風」はこちらで！

ただいま、アニメイティッド会員募集中！

近鉄八尾、河内山本、久宝寺口駅・
八尾市内各出張所・プリズムホール・
市立八尾、山本、志紀、龍華図書館・
市立病院・かがやき・ウイング・
年間会費：個人1,000円 市民団体2,000円
学習プラザ・歴史民俗資料館・
事業者5,000円 事業者団体10,000円
屋内プール・まちなみセンター・
■ お問合せ先
サポートやお・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）
教育サポートセンター・
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/
Potager・近畿労働金庫八尾支店・
大阪経済法科大学
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