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検索 

2015 年 ９月号 

№１２３ 
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。 
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８月16日（日）リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」の屋上にて、流し
そうめんとごみ減量３Ｒの親子イベント開催！ 
参加者の方々からは「そうめんをつかむのが楽しい」「普段より美味しい」
との声を頂き、大盛況でした！ 
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八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン 

環境 
イベント 

  

8月11日 
（火） 

市民 
環境講座 

  

夏休みの宿題解決！ 
竹にまつわるエトセトラ 

   クトランドYAO（八尾市立大畑山青少年野外 
   活動センター）において、市民環境講座「夏 
   休みの宿題解決！竹にまつわるエトセトラ」
が開催されました。 
 当日は子どもと保護者合わせて22名の参加をいた
だきました。そして、大阪ECO動物海洋専門学校の
学生と、いきいき八尾環境フェスティバル学生事務
局のメンバーが当日スタッフとして参加し、とても
にぎやかな講座を開催することができました。 
 はじめに参加者の緊張をほぐすためのゲームをし
た後、竹林に移動し、ニッポンバラタナゴ高安研究
会の加納英治さんから里山や森林整備の大切さにつ
いてお話をしていただきました。 
 その後、子どもたちに竹の間伐体験を学生スタッ
フと一緒に体験してもらいました。竹をノコギリで
力を込めて切ったり、切り終えた竹が地面に倒れる
瞬間を見たりなど、普段の生活ではできないような
自然体験をしたのではないでしょうか。子どもたち
の顔も達成感と笑顔であふれていました。 
 そして、切り取った竹を用いて、お椀やお箸、水
てっぽうをみんなでクラフトしました。 

ア 

 参加いただいた方からは、「遊びだけで
はなく、山の保全について分かりやすく伝
えてもらったのでよかったです」や「今の
環境問題を考えることと、参加体験型のプ
ログラムがあって学びがたくさんありまし
た」といった声を聞くことができました。 

（事務局） 

楽しく学べる企画が盛りだくさん！ 

いきいき八尾環境フェスティバル2015 

   月25日(日)に第1部が開催されるいきいき八 

   尾環境フェスティバル。 

 今回も、子どもたちや保護者の方々に楽しみなが

ら環境や八尾のことについて知っていただける企画

を準備しています！そんな今年の企画内容の一部を

少しだけご紹介します。 

①地球戦士ゼロスがやってくる！ 

いつも大人気、なにわのヒーロー「地球戦士ゼロ

ス」がやってきます。西武八尾店での登場は11時か

ら、アリオ八尾では14時から登場です。 

②八尾のゆるキャラとエコものづくり 

八尾のゆるキャラたちと一緒にものづくり体験がで

きます。いつもは見るだけのゆるキャラと一緒に体

験ができる貴重な機会です！ 

③食べたい！知りたい！やお屋台 

八尾の特産物を使った色んな料理や、定番の焼きそ

ばやフランクフルトが食べられます。MyはしやMy食

器を持参することで割引にもなり、環境にも優しい

ごみゼロ企画です。 
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 その他にも、エコキャンドルづくりや巨大な
壁を使ったお絵かき企画、河内音頭をみんなで
踊ったり、下水道の実験があったり、様々な団
体の紹介があったりと盛りだくさんの一日に
なっています。 
 ぜひ当日はMy食器を持参して会場へお越しく
ださい。 
 
（いきいき八尾環境フェスティバル2015第1部事務局 岡見 厚志） 
 



   川東小学校の前にも玉串川から取水する 
   樋門があります。前回ご紹介した「弓削
樋」は長瀬川にありますが、二俣から分かれた
玉串川の２番目の樋門には「東弓削樋」という
名前がついています。 
 八尾市内の中心を流れる長瀬川と玉串川のす
ぐそばに田畑はほとんどありませんが、東弓削
樋の辺りにはかなり広い農地があります。この
樋門から２つに分かれた水路は縦横に細かく分
かれながら田畑を潤し、北を向いて流れていき
ます。 
 お盆を過ぎた頃の田んぼでは、ウスバキトン
ボが緑のじゅうたんの上を群れ飛ぶ様子が見ら
れます。農地の側だけを見ると、縦横どちらへ
向いて流れているのか分かりにくいこの北向き
の水路の行先は次回ご紹介します。  
   （アクアフレンズ 美濃原 弥恵さん） 
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環境アニメイティッドやお 

八尾の 
水路 

シリーズ  第５回 

 水路は八尾の宝物～東弓削樋～  

曙 

『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』  

東弓削樋 
(曙川東小 
 学校前) 

《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 
 
・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 
 

八尾木東の農地 東弓削樋(玉串川) 

東弓削樋周辺 
の水路の地図 
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八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン 

環境配慮 
の取組み 

10周年 
記念 

     前のシリーズでもご紹介した環境配慮の取組みについて、「環境アニメイティッドやお」 
   では毎年、その取組みがいかに特色があるか、生徒たちが主体的になっているか、地域を
巻き込んだ活動になっているか、などを基準として審査を行っています。 
 そして上位３校(園)へは賞状と副賞(環境配慮の取組み支援金)を届けに、それぞれの受賞校
(園)に赴き、表彰を行います。努力賞(主に４位)を受賞した学校園に対しては賞状を授与いたし
ます。平成27年度の表彰校は以下の通りとなりました。（平成26年度の取組み内容について審査
を行いました。） 

以 

八尾市内学校園の環境活動を表彰します 

設立10周年記念交流会 
記念冊子が完成しました！ 

     内の風116号（平成27年２月号）でもお伝 
   えしましたが、2015年１月24日に、「環境
アニメイティッドやお設立10周年記念交流会」が
プリズムホールにて開催されました。 
 これは、環境アニメイティッドやおが、2014年
12月20日に設立10周年を迎え、その節目を記念し
開催したもので、歴代の役員や事務局をはじめ、
活動に携わった方々など、苦楽を共にしたメン
バーが集まり、懐かしい時間を過ごしました。 
 今回完成した冊子は、記念交流会でのトーク
ショーの内容や設立に至った経緯、10年間での活
動内容などを盛り込んでおり、これを読めば「環
境アニメイティッドやお」の歴史を垣間見ること
ができます。 
 10周年を迎え記念となる冊子を発行できました
のも、皆さまのお力添えの賜物です。今後、設立
20年、30年と記念冊子を発行し、皆さまに読んで
いただくことを目指し、事務局としましても精進
してまいります。 
 

河 

幼稚園部門 小学校部門 中学校部門 

金   賞 安中幼稚園 曙川小学校 東中学校 

銀   賞 永畑幼稚園 志紀小学校 曙川中学校 

銅   賞 龍華幼稚園 曙川東小学校 桂中学校 

努 力 賞 
曙川幼稚園 
北山本幼稚園 
用和幼稚園 

南山本小学校 
龍華小学校 

 
成法中学校 

※各八尾市内学校園の取組みの内容については、近日中に市のホームページにアップする 
 予定ですので、是非ご覧ください。                  （事務局） 

 皆さま方におかれましては、環境アニメ
イティッドやおが大きな飛躍・発展が遂げ
られるためにも、今後とも変わらぬご支援
・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。 

（事務局） 



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 35 

 

5 

Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ 
 

「子どもの泣き顔」 

 私が環境保護に興味を持ったのは、遠い
国の子どもの泣き顔でした。 
 資源を求めての紛争、利益を求めての森
林の伐採。そういった中で、いつも被害を
こうむるのは声が出せない自然と弱い子ど
もたちです。 
 人が生きていく上で自然との共存は不可
欠です。 

 誰かが何とかしてくれると、私たちの幸
せな日々の生活が、どれだけの自然や人を
むしばんでいるかを知らずに過ごしていま
せんか。皆さんも、一緒に立ち止まって考
えませんか。 
  

（ハッピーアースデイ大阪実行委員会  

中村 満さん） 

リサイクルセンター 
学習プラザ「めぐる」 

環境学習と心の豊かさ  
 産業革命以降、地球はごみにあふれ、現在、

あらゆる国と地域でごみ問題が発生している中、

約27万人の人口を維持している八尾市は、市民

の皆様のご理解とご協力により、焼却ごみの発

生量は、年々減少傾向にあり、（表１参照） 

循環型社会の実現に向け、更なる努力を続けて

います。 

 平成21年度にオープンした学習プラザ「めぐ

る」では、ごみの３Ｒ（発生抑制、再使用、再

利用）の啓発活動を積極的に展開しており、昨

年度より開講している環境楽校では、環境保全

を総合的に考える人材を育成する社会人対象の

環境講座と、子どもたちの環境を思いやる感性

を育てる環境学習を実施しています。 

 この環境学習は、自然環境を守ることの大切

さや、ごみ減量の体験学習ができ、受講者と指

導者双方の環境を思いやる心と、心の豊かさを

生み出すと考えています。 

 さらに、このような心の豊かさは、人と環境

を大切に思う行動となり、多くの人々の心の豊

かな行動は、心豊かな社会と世界の平和に繋が

ると、私は考えます。 

八尾市立リサイクルセンター
学習プラザ「めぐる」 
所在地：八尾市曙町2-11 

 今後はこの環境学習のプログラムを各年
代に合わせた内容で充実させ、より多くの
方々への普及を目指します。 
 今後ともリサイクルセンター学習プラザ
の活動に、ご理解とご協力の程、よろしく
お願い致します。 
  
※現在、実施している環境学習の内容はHP
にて、ご確認下さい。 
 http://yao-meguru.jp/ 

（小林 裕五さん） 

学習プラザ「めぐる」の環境学習 

※表１、焼却処理量の推移 
（引用）八尾市一般廃棄物処理基本計画  



「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・Potager・八尾市内各出張所・ 
八尾図書館・山本図書館・志紀図書
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 
 

 
 

 

  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 
 ■ お問合せ先 
 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 
  HP   http://www.eco-ani-yao.org/ 

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。 
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「情報プラザやお」出演 

9／２８（月） 

正午～、午後7時～、
午後11時～ 

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。 

午前9時30分～ 

高安山自然再生 
定期活動 

１０／４（日） 

近鉄信貴山口駅 
改札口集合 

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。 

9／２４（木） 

楽音寺森林 
整備活動 

大阪経済法科大学 
本部棟前集合 

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。 

午前10時～ 

9／２６（土） 

午前10時～ 

高安の森 
自然楽校 

今回は久宝寺緑地を散策
しながら、楽しく自然を
観察します。 

近鉄久宝寺口駅 
改札口集合 

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 

9／２０（日） 

午前9時 

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。 

八尾ふるさと 
歴史楽校 

午前9時30分～ 

9／１９（土） 

名所・旧跡にふれ八尾の歴
史に親しんでいきます。今
回は、高野大橋まで大和川
の堤防を歩きます。 

近鉄安堂駅改札口 
集合 

「いきいき八尾環境フェ
スティバル2015」のテー
マ・内容を企画立案して
いきます。 

フェスティバル第1部 
実行委員会 

午後6時半～ 

八尾市役所本館 
大会議室 

９／１７（木） 

10月の体験交流会に向け
て、木造物の手入れや草
刈りなどをしてビオトー
プの整備をします。 

ビオトープ整備の 
集い 

午前10時～ 
府立八尾北高校 
環境学習空間 

９／１２（土） 


