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アニメイティッドやお 

 
検索 

201６ 年 １月号 

№１２７ 
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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八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン 

挨拶 

市民 
環境講座 

新しい年を迎えて 
～環境にやさしい活動の全面展開へ～ 

11/18 
(水) 

知ってまっか？ 
下水道のあんなとこ こんなとこ 

   華水みらいセンター（龍華町２丁目）に 

   おいて、市民環境講座「知ってまっか？

下水道のあんなとこ こんなとこ」が開催され、

合計で20名の参加をいただきました。 

 はじめに、大阪府東部流域下水道事務所職員

の堂馬さんから、大阪府における下水道の仕組

みについてや、竜華水みらいセンターの供用開

始までの成り立ち、設備の処理工程など、詳し

く説明いただきました。 

 その後、実際に下水を中水に処理していく工

程を、地下にある処理槽をのぞきながら見学し

ていきました。 

 参加いただいた方からは終始、日常生活から

感じる下水道についての疑問点など積極的に発

言いただき、非常に熱心な様子でした。また参

加者の感想では「水処理の大切さを知りまし

た」や「家庭での水の使い方に気を付けたいで

す」や「設備のすごさに感動しました」といっ

た声を聞くことができました。 

竜 

 （事務局） 

   年あけましておめでとうございます。  

   今年は、元日から暖かく過ごしやすいお

正月となりました。 

 しかしながら手放しで喜べますでしょうか。 

 気候不順が、私たち人類がもたらした地球温

暖化に伴う気象変動の結果であれば・・・。パ

リでのCOP21は、とりあえずの目標をまとめまし

た。米・中も遅ればせながら参加し、世界的な

取り組みはこれから。京都議定書以来の遅々と

した歩み？そのためにも、中東の平和・安定を

切実に求めます。 

 八尾での「チャレンジ８０」(※)を念頭に、今

年も環境にやさしい活動を、全面展開していき

ましょう。一人一人の日々の暮らしの中での努

力・協力で。 

（環境アニメイティッドやお 代表 橋本 久） 

新 

や お 

※「チャレンジ８０」とは 

 八尾市地球温暖化対策実行計画の長期目標

としている温室効果ガス８０％削減（1990年

度比）の８０を８（や）・０（お）と読むこ

とにより、八尾市域ならではの取り組みを推

進しようとする考えを表したキャッチフレー

ズです。 

▲ 高安山神立の風景 



   瀬川には心太（ところてん）樋と名 

   前の付いた樋門があります。どうし

てこの名前がついたのか、知っている方は

教えてください。 

 JR八尾駅に近い安中町５丁目公園の南端

から商工会議所へと向かうこの水路は景観

が整備され、市民の憩いの場となっていま

す。石積護岸や深溜まり、水生植物の植栽

など、環境に配慮した整備によって、見た

目以上に多くの生き物が棲んでいます。 

 近隣の小学校の環境学習の場としても活

用されるこの八尾第220号水路は、八尾市制

施行60周年（2008年）に公募で「成法せせ

らぎの小径」と愛称がつけられました。 

 

（アクアフレンズ 美濃原 弥恵さん） 
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八尾の 
水路 

シリーズ  第８回 

 水路は八尾の宝物～心太樋～  

長 

『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』  

心太樋 

《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 
 

ところてん 

▼成法せせらぎの小径 
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八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン 
学習 
プラザ 
めぐる 

春季 
環境楽校 

     成21年５月に八尾市の環境学習施設として 
   オープンした、学習プラザ「めぐる」は
オープン以来、ごみの３Ｒ（リデュース・リユー
ス・リサイクル）の啓発活動と環境問題の情報発
信を行っています。 
 中でも日々実施している工場見学は八尾市内外
の方々から多数のご利用を頂き、「ごみ分別の大
切さが分かった」「ごみに対する考えが変わっ
た」などのご感想を頂いています。 
 また、誰でもご利用頂ける「ゆずります・ゆ
ずってください」コーナー、「めぐる」フリー
マーケットなどのイベントやリサイクルが体験で
きる工房教室を継続的に開催し、多くの市民の
方々に「ごみ減量３Ｒ」のご理解を深めて頂いて
います。 
 現在、リサイクルセンター学習プラザ「めぐ
る」では次年度以降の利用者増加に向けての準備
を始めています。特に、「工場見学」や「ゆずり
ます、ゆずって下さい」コーナーでは、ご利用お
手続きの簡素化や内容の見直しを行い、来館者増
加の成果を挙げています。さらに、小学生対象で
実施している環境学習や一般向けの環境講座も、
より一層の充実を目指しています。 

平 

ごみ減量３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル） 
の理解が深まる 

ご案内 

 このように、リサイクルセンター学習プラ
ザ「めぐる」では、これからも「ごみ減量３
Ｒ」の啓発活動を中心に、市民の方々のニー
ズに合わせた事業展開を積極的に行い、多く
の方々の生活環境向上に貢献していきたいと
考えています。 
 お近くに来られた際は是非、学習プラザ
「めぐる」にお立ち寄り下さい。                    

2016年２月20日～３月19日の毎土曜日開講！ 

   尾市立リサイクルセンター学習プラザ 
   「めぐる」では、2014年10月から、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、年に２季、各季５～６回の環
境講座を開催しています。 

八 

講座の内容 日程 曜日 開始 講師 所属 

八尾の多彩な市民活動 ２月20日 土 10:00 新福 泰雅 ＮＰＯ法人やお市民活動ネットワーク 

八尾の特産食材とバル活動 ２月27日 土 10:00 川瀬 英樹 八尾バル実行委員長 

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 

 講師の先生方には、実物やビジュアルの提示、
活動にかかわる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
べあう時間を設けていただくといった工夫も、
お願いしてきており、これまでご参加いただい
た方々からも分かりやすかったと、高い評価を
いただいています。 
 また、その日の講義内容からの簡単なチェッ
クテストを行い、その獲得ポイントの累計に応
じて、講座成果認定カードやバッジをお渡しす
るといった企画もあります。 
 八尾のこと、環境のこと、ぜひご一緒に、楽
しみながら考えてみてください。 
（NPO法人グラウンドワーク八尾 塚口 倫生さん） 
 

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」 

◆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 

（八尾市立リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」 
   NPO法人グラウンドワーク八尾 小林 裕五さん）   

▲ 工場見学の様子 
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Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ 
 

環境問題での驚き 
～水路シリーズによせて～ 

 それまで八尾のど真ん中を北上して洪水を
引き起こしていた大和川が江戸時代半ばに西
に向かって付け替えられました。 
 その跡地が新田として開発され河内木綿が
栽培されました。生駒山系の八尾側が急峻な
ために水捌けが良すぎて伏流水が少なく数多
くのため池がつくられ、花き・花木の栽培も
行われました。 
 これらは八尾の地域や歴史を調べるなか 

で、徐々に分かってきた事柄でした。   
 ところが、新田に必要な農業用水につい
ては玉串川と長瀬川、小川とため池以外に
浮かばず、両河川から毛細血管のように小
水路が張り巡らされている事実は最近知っ
た驚きでした。 
 八尾はため池とともに小水路で特徴づけ
られています。  

（広報委員 東郷 久） 

 文化の日の表彰という賞は、八尾市ならびに

八尾市教育委員会で毎年11月３日の文化の日に、

各方面において市政の発展にご尽力された方々、

団体に表彰を行うというものです。 

 なんとこの度、環境アニメイティッドやおは

八尾市から、市政協力関係の環境保全分野にお

いて表彰を受けました。 

 昨年度は節目となる10年を迎え、今年はこの

ような素晴らしい賞をいただくことができまし

たのは、ひとえに皆様のご支援とご指導の賜物

と、心から感謝申し上げます。 

 今年は、さらに環境保全を基盤としたつなが

りづくりの場を設定し、活動する団体をサポー

トできるように邁進したいと考えております。 

今後とも環境アニメイティッドやおにご指導、

ご鞭撻のほどお願いいたします。 

（事務局） 

「茶米古道（ちゃみこどう） 」 

・店  名：茶米古道（ちゃみこどう） 
・住  所：八尾市山本町1-5-3 
・営業時間：9:30～14:00 
・定 休 日：お問い合わせください 
・電  話：072-926-9938 
・ HP：http://www.chamikodo.com/ 
・オンラインショップ：  
   http://www.rakuten.co.jp/chamikodo/ 

「絶品！アジアンスイーツを召し上がれ」 
 
 近鉄河内山本駅より北へ徒歩3分。玉串川

沿いにたたずむカワイイお店です。 

マレーシアのベナン島にある「世界一美味し

い」と評判のココナッツタルト。門外不出と

言われたその味に魅せられ、弟子入りして日

本に持ち帰ったタルトが、ここ八尾で味わえ

ます！現地と同じ製法でつくられ、原料にも

こだわり、安心・安全でお子さま～ご年配の

方にまで好評です。 

 また、ココナッツやパンダンリーフなどを

煮詰めた「カヤジャム」も大人気！手間ひま

かけて作られているため、１か月の予約待ち

状態が続いているほど。便利なオンライン

ショップも、ぜひご利用ください！ 

（広報委員 枡谷 郷史） 

八尾市から 
文化の日の表彰を受ける 
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執筆者募集中  

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。 

「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、竜華図書館・ 

市立病院・かがやき・ウイング・ 

学習プラザ・歴史民俗資料館・ 

屋内プール・まちなみセンター・ 

サポートやお・ＦＭちゃお・ 

教育サポートセンター・ 

つどい・みらい・福祉会館・ 

Potager・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/ 
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「情報プラザやお」出演 

1／2５（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 

2／７（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。 

1／2８（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～ 

学校ビオトープを利用し
て環境教育を展開してい
くために話し合いを行っ
ていきます。 

学校ビオトープ 
研究会 

午後4時30分～ 

府立八尾北高校 

1／2９（金） 

1／2３（土） 

午前10時～ 

高安の森 
自然楽校 

森林ボランティアを養成
する講座。今回は長居公
園を散策し、大阪府の自
然環境を学びます。 

地下鉄長居駅 
南改札口集合 

 「河内の風」では、５ページ「Ｅ-column」の
原稿を書いてくださる執筆者を募集しています。 
 あなたの周りの身近なエコについて感じてい
ること、心がけていること、エコに関すること
なら何でもＯＫです！一通からでも構いませ
ん！お待ちしております。 
 
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 
  メール：hozen@city.yao.osaka.jp 

ニッポンバラタナゴ 
保護池の 
定期調査活動 

近鉄服部川駅 
改札口集合 

１／２４（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。 

お願い 


