八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン
2012年12月号№90
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。
アニメイティッドやお
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環境アニメイティッドやお

広報委員会

発行

イベント

概要

今年は、西武八尾店、アリオ八尾、
経法大八尾駅前キャンパスの３会場で開催！
（参加者のべ、約6300名）
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8回となる今年は、「気軽にECOイイ暮ら
ししませんか？」のテーマのもと、いき
いき八尾環境フェスティバル2012を10月28日に
開催しました。会場は、これまでの大阪経済法
科大学花岡キャンパスから、八尾市の中心地で
ある西武八尾店、アリオ八尾、大阪経済法科大
学八尾駅前キャンパスに移しました。
前夜からの雨で、当初予定していた西武八尾
店の屋上をメイン会場とする企画は、一部が中
止となりましたが、可能な限り8階西武ホール
に移して実施しました。（毎年好評だった食品
販売はやむを得ず中止）
ステージでは、河内太鼓の演奏に始まり、開
会宣言。主催者のあいさつ、来賓紹介のあと、
「環境配慮の取組」で受賞学校園の表彰をいた
しました。
続いて「地球戦士ゼロス」が登場し、子ども
たちが見事に引き込まれていました。

いきいき音楽会は、「講念仏踊り」に始まり、
和太鼓・ギター・吹奏楽の演奏で盛り上がりま
した。
会場内には、「八尾の水族館」「大阪湾の魚
写真展」「ネイチャークラフト」 「八尾タイ環
絵画交流委員会の展示」や環境関連商品の展示
説明会など多彩なコーナーがありました。
アリオ八尾では、エコカー展示、エコドライ
ブシミュレーターなどの催しを実施しました。
大阪経済法科大学では、エコカーづくり、太
陽光発電、環境アニメ映画、いきいき企業環境
サロン、おもしろ科学実験、ネイチャークラフ
ト、環境問題学生間交流会などに親子でも参加
されました。
八尾市内の水辺を巡るエコウォークにも多数
の方が参加され、雨にもかかわらず自由に歩き
通されました。
（環境アニメイティッドやお 代表 橋本 久）

開会式 環境配慮の取組表彰

挨拶

も行われる
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時半の開会宣言と同時に、展示や体験コ
ーナーが開始。もう何度も参加している
という方や、西武八尾店に買い物に来て初めて
知り、覗きに来たという人もいて珍しそうに眺
めていました。
西武ホールの一角に平舞台が設けられ、11時
に式典が始まりました。主催者と来賓者の挨拶、
祝電披露が行われました。式典のあと、「環境
配慮の取組み表彰」で金賞、銀賞、銅賞を獲得
された9学校園の取組み紹介があり、表彰状と
副賞が授与されました。
環境配慮の取組は、八尾市の総合計画に基づ
き市民参加の環境教育や環境学習を広めるため
に行っているもので、全ての小中学校、幼稚園
が行っています。それを支援するため、児童・
生徒が自主的に活動しているか、学校園全体で
取り組まれているか、地域と交流や協働ができ
ているかなどの基準で評価し、中でも優秀な学
校園を表彰しているのです。
毎年、レベルが向上していて、将来の環境を
守る人材が着実に育っていると実感します。
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8回目を迎えた「いきいき八尾環境フェステ
ィバル」は、これまでの大阪経済法科大学花岡
キャンパスを離れ、近鉄八尾駅前の西武八尾店、
アリオ八尾、経法大八尾駅前キャンパスの3会
場で開催いたしました。
新しいことは開催場所だけでなく、経法大の
オープンキャンパスとの同時開催、近鉄電車の
エコウォークとの連携など、これまでの枠を超
えた取組みが加わりました。
また、学生事務局を設置し、学生の観点で知
恵やアイデアを出し、行動力をフルに発揮して
新鮮な風を吹かせてくれました。
その甲斐があり、交通の便が良く皆さんが参
加しやすい場所ということもありましたが、延
べ約6,300名の来場者を迎える事ができました。
ご尽力いただいた皆様に感謝申し上げます。
（いきいき八尾環境フェスティバル2012実行委員長 美馬 徹）

地球戦士

ゼロス 参加型のショーで伝える
環境破壊ゼロ、公共マナー違反ゼロ

い

きいき八尾環境フェスティバル2012の
目玉企画として地球戦士ゼロスが西武
八尾店にやってきました。
西武八尾店8階西武ホールで二回に分けて行
われた地球戦士ゼロスのショーには、雨天に
も関わらず、多くの子どもたちが来てくれま
した。
「環境破壊ゼロ」「公共マナー違反ゼロ」
を参加型のショーを通じて子どもたちに啓発
し、西武内のねり歩きやショーの後の写真撮
会ではゼロスととても楽しそうに触れ合う子
どもたちの姿が目立ちました。
このフェスティバルではヒーローショーは
初の試みでしたが、ゼロスを目当てに来てく
れた子どもも多く、昨年度と比べて来場者も
大きく上回り、大成功に終わりました。
（学生事務局 河野慎也さん）

参加者の

声
良い意味での大人に
地球戦士ゼロスというヒーローが来てい
て、子どもの姿が多かった。
今の子どもが大きくなった時に、正しい
方向を示してあげられるような、「良い意
味での大人になっていかなくてはなぁ」と
改めて感じることができた。

河川の

生物

八尾の水族館
水辺を楽しもう！

西

武八尾店8階西武ホールでは、水環境を
学ぶことをメインのテーマに様々な展

示や企画を実施しました。
八尾の川や池に生息する魚を水槽に展示し、
床には大きな八尾の地図を用意し、自由に子
どもたちが絵や文字を書けるスペースとなっ
ており、子どもたちが思い思いにメッセージ
や絵を描いていました。
その他には、八尾に生息する絶滅危惧種の
ニッポンバラタナゴの展示や保全活動の紹介、
NPO法人 ネイチャーワークス 小村氏による
ニッポンバラタナゴのライブペインティング、
大阪湾の水中写真展や、八尾の河川環境の啓
発、タイの子どもが描いた川の絵の展示、企
業の環境の取組展示などが行われました。
(事務局）
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太陽光
発電実験 笑顔と元気な声が絶えない実験
今回で６回目の学習会

本

年は、大阪経済法科大学「花岡キャンパ
ス」から新校舎の「八尾駅前キャンパス」
に場所を変えての開催となりました。
今回は、『八尾駅前キャンパス』の他に「西武
八尾店」「アリオ八尾」と３会場での分散型開催
となり、他の２会場から少し離れた位置関係に加
え、当日は朝から雨模様で、予約された方々の参
加も心配な状況でした。
しかし、大阪経済法科大学の学生や関係者の
方々の事前準備や演出等により、予想を上回る来
場者となりました。
「太陽光発電実験体験」の学習会では、元気あ
ふれる子ども達に助けられながら、笑顔と元気な
声が絶えない楽しいものとなり、来年へ向けての
「やる気」と「エネルギー」を頂きました。
（村田 佳弘さん）

エコカー

づくり

今

牛乳パックで
エコカーづくり

年の特徴は親子で製作するエコカーでし
た。車体はおなじみの牛乳パック、モー
ターの先にはパックの用紙をプロペラ型に切り
取り貼り付けました。
モーターの力でプロペラが回り、その推進力
でエコカーが前進する仕掛けです。小さな幼児
も親といっしょに製作することで、うれしさを
隠せませんでした。
子どもたちは完成したエコカーを机の上や、
廊下で走らせて歓喜の声をあげていました。も
ちろん、それを見ている親御さんの目尻は下が
りっぱなしでした。
次年度もぜひ企画したいひとつです。講師の
大野一廣氏とお手伝いの大阪ハイテクノロジー
専門学校の学生さま、ありがとうございました。
（温川 政佳さん）
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午前・午後の2部制で開催
小学生を中心に
50名以上が参加！

企業環境

サロン

環境でつなぐ企業と地域

ニメイテッドやおの市民環境講座の一環
として、コーディネーターに㈲ひのでや
エコライフ研究所 鈴木 靖文氏と㈲グリーン戦
略研究所 佐々木 雅一氏を講師にお招きして、
環境保全が生み出す企業価値を語っていただき
ました。
八尾市内の企業様や、O-KES（大阪KES環境機
構）に加入する企業様、市民、学生合わせて34
名の方々が参加していただきました。経法大八
尾駅前キャンパス602講義室に準備した席に加
えて傍聴席を急遽作るほどのにぎわいでした。
午後2時からは八尾のさつま屋様が八尾名物
若ごぼうで作ったおはぎとお茶で茶話会仕様に
していただきました。
O-KESや、エコアクション、ISO14001等、登
録認証を受けた動機や、運用過程等の報告を各
企業様よりいただきました。
（徳山 吉令さん）

ア

エコカー

展示

大阪経済法科大学八尾キャンパス
午後1時～3時

学生の活動報告で一笑
にこやかなサロン

車でECOイイ暮らししませんか？
－アリオにエコカーが勢揃い－

ア

リオ八尾では、「車でECOイイ暮らしを
しませんか」をテーマに、エコカーの展
示や試乗、エコドライブシミュレーターを用い
たエコドライブ体験などを実施しました。
晴れていればアリオ八尾交通広場を中心に実
施する予定でしたが、午前中は雨のため、アリ
オ八尾の1階北側のスペースでの実施となり、
エコカーの試乗は実施できませんでした。
午後からは晴れ間も出てきて、交通広場での
エコカー試乗ができ、たくさんのご家族に楽し
んでいただきました。
エコドライブシミュレーターでは、子どもた
ちが競い合って、その日の一番のエコドライブ
をしようと頑張っている姿が印象的でした。
（事務局）
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いきいき

講念佛踊り 和太鼓

音楽会 ギター 吹奏楽

山本高校和太鼓部

当

初、西武八尾店の屋上のステージで予定
されていた音楽会は、あいにくの雨で、8
階の西武ホールを舞台に開催されました。
今年で5回目となるこの音楽会もすっかり定着
し、「いきいき八尾環境フェスティバル2012」
を華やかな雰囲気にしてくれました。
さて、今年は、曙川東地区講念佛踊り保存子
ども教室の子どもたちの路上喫煙マナー音頭と、
一生懸命な講念佛踊りで幕をあけ、続いて、山
本高校和太鼓部の女子生徒の迫力ある「八分」
の演奏、山本高校アコースティックギター部の
３ユニットの熱唱、小編成ながら会場を盛り上
げてくれた八尾北高校吹奏楽部の「Love So
Sweet」、そして、最後は八尾高校吹奏楽部の動
きもリズミカルで楽しく力強い「ヤングマン
(Y.M.C.A.)」と、それぞれの持ち味を充分に発
揮していただきました。
午後1時からの1時間40分の音楽会、ご来場い
ただいた方々も盛大な拍手でこたえてください
ました。
（塚口 倫生さん）

ネイチャー
クラフト 自然の材料で

八尾北高校吹奏楽部

西武８階会場

オリジナル作品づくり

ネ

イチャークラフトは、現場にある自然の
材料をいかして自分の力で簡単なオリジ
ナル作品をつくるので、子どもたちが喜んで取
り組み、親は子どもを見守りながら作業の取り
組み方を見習っています。
高安の森自然楽校では、森林の仕組みなどを
学ぶと同時に、7月、8月、9月に少しずつクラ
フト指導の方法などを学び、10月は材料の調達
にも取り組みました。
今回はラセンゴマ、小枝のモックン、エンピ
ツブローチ、マツボックリのカメ、竹のカエ
ル、ファーデン刺繍などを取り組み、親子で約
200名の参加でした。経法大八尾駅前キャンパ
スでは、親子で約50名が参加されました。
（齊藤 侊三さん）
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大阪経済法科大学会場

出展

工夫を凝らした
企業出展
八尾西武 パントリー

今

年は、例年出展していただいている大阪
ガス㈱や國陽電興㈱、花王カスタマー
マーケティング㈱、㈱大近 八尾西武 パント
リーに加えて、メロディアン㈱や八尾市消防本
部に新しく出展いただきました。
大阪ガス㈱や國陽電興㈱は、環境に配慮した
自社製品の展示などを通して啓発を行い、花王
カスタマーマーケティング㈱も子どもたちにも
わかりやすいように工夫を凝らした展示を行っ
ていただきました。
メロディアン㈱は自社製品の特価販売や配付
を行っていただき、八尾市消防本部にはトラッ
キング現象を動画を用いて説明していただき、
コンセントを小まめに抜くことを啓発いただき
ました。
雨天のため、屋上での開催が中止となり、狭
いスペースでの出展となりましたが、工夫を凝
らした展示となり、多くの方々に楽しみながら
学んでいただきました。
（事務局）

八尾西武パントリーのガラガラ抽選会では、
ペットボトルのキャップを持った子どもたちが

大行列

※お弁当やパッカーくん焼き、焼きそば、フランクフルト、枝豆蒸しパンなどの食品販売に関しては雨天のため中止となりました。

ソーラー
クッカー

ス

ター☆ドームは、昨年も大変ご好評をい
ただき、今年度はプレイベントとして「
ライト・アップ＆スタードームとして実施しま
した。
今回は「スター☆ドーム」や「ソーラークッ
カー（太陽光熱調理機）」の仕組みや製作を体
験されたいとの要望から、事前に「ミニ講演」
をさせていただき、具体的な作成方法や、「太
陽熱料理」に役立つ日光実験データーの説明な
どをさせていただきました。
当日はあいにく雨でのスタートでしたが、学
生事務局発案の「環境アニメ上映」ではMCも兼
ねて、「持続可能な暮らしのインド：ラダック
地方のお話」や、「ECO～る∞KEIHO」さんとは
「おもしろ科学実験」で、次世代とコラボレー
ションが出来たことが、何よりの活力となりま
した。
（長沢 克彦さん）

アニメ
上映
境問題について考えるきっかけづくりを
目的として「かれんと不思議の森」とい
うアニメを上映しました。
このアニメは主人公である小学6年生の女の子
が里山へ行き、ドングリの精シーナと出会うこ
とから始まる物語で、地球温暖化を分かりやす
く伝えるといったものです。
当日は、家族連れを中心に120名程度の人が上
映会に参加し、アニメを見て地球温暖化につい
て学んでもらうことができました。
また、オープニングとエンディングで学生事
務局の学生と実行委員の解説を通して、温暖化
以外のことも知ってもらえたと思います。多く
の人にアニメを通じて環境啓発をすることがで
きました。
（学生事務局 森下翔太さん）

環
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新たな挑戦
～前夜祭～

たちECO～る∞KEIHOは、会場が八尾市街
地に移り、新たなことに挑戦しようとも
考えました。
今までの環境フェスティバルにはなかった前
夜祭を行い、近隣住民の方に広報活動を行いま
した。当日は悪天候のなか、多くの方が来てく
ださいました。
私たちはニッポンバラタナゴの展示や河内木
綿の綿繰り体験、おもしろ科学実験など多くの
催し物を企画しました。
スタッフの人数的に不安がありましたが、OB･
OGの方も手伝いに来てくださり無事終えること
ができました。
多くの方に笑顔で帰っていただけたので大成
功だったと思います。
（ECO～る∞KEIHO 白川 雄基さん）

私

スタンプ
ラリー

素

晴らしいイベントが盛りだくさんの会場
をぜひ来場者の方に回って、楽しんでも
らいたい。それを通じて環境について考えても
らえればと思い、企画しました。
当日までに、スタンプは何個必要か、どこに
置くか、どのようなルートで回ってもらうのが
安全か、など本当に様々な事を話し合いました。
イベント当日、始まってすぐに子どもたちが
スタンプラリーに興味を持って集まってきたり、
保護者の方にも「これはどういった企画です
か？」と質問され、ブースには人だかりが出来
ていました。
まずはたくさんの方が自分達の企画に興味を
持っていただいた事が嬉しかったです。そして、
子どもたちが景品の缶バッチを見て「なにこれ
～」、「これ欲しい！」と目を輝かせている姿
を見て、しっかり話し合ってきてよかったと思
いました。
（学生事務局 安部翔太さん）

7

活動
情報
第１日曜日

ご参加を
お待ちしています
参加者
募集

高安山
自然再生定期活動

第１金曜日
広報紙印刷
＆広報委員会
※変動する場合があります。

第２火曜日

第３火曜日

企画推進委員会

運営会議

※変動する場合があります。

第３土曜日
八尾ふるさと
歴史楽校

第4木曜日
楽音寺
森林整備活動

お問合せ先

参加者
募集

参加者
募集

第４月曜日
FMちゃおの放送
「情報プラザやお」

第４土曜日
高安の森
自然楽校

参加者
募集

会員
募集

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
Mail info@eco-ani-yao.org

