
環境アニメイティッドやお 広報委員会 発行 

アニメイティッドやお 

 
検索 

2015 年 ５月号 
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   月24日(金)八尾市役所大会議室にて、 
   「環境アニメイティッドやお」第11回定
期総会を開催しました。 
 当日は多くの会員の皆さまにお越しいただき、
平成26年度の事業活動の報告と、平成27年度の
事業計画について話し合いました。 
 
規約改定 
 今回の総会では「環境アニメイティッドや
お」規約の改定が行われ、その結果、学生の市
民会員の会費は無料になりました。 
 「環境アニメイティッドやお」の事業で、特
にいきいき八尾環境フェスティバル学生事務局
や企画交流グループ(環境活動交流会)などで学
生と関わる機会が増え、その学生たちが「環境
アニメイティッドやお」の事業に継続的に横断
的に関わっていただけるようにすることが狙い
です。 
 環境アニメイティッドやおの活動方針である 
「新たな協働の取組みを創出」することと、 
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八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン 

定期 
総会 

定期総会 
の計画 

  

平成27年度  活動方針 

『新たな協働の取組みを創出、発信力の強化 』  

４  

「発信力の強化」をしていくにあたり、様々な
世代の主体とつながりながら、次の10年へ向け
て更なる発展を目指し、その礎となる一年にし
ていきたいと思います。 
 今年度も「環境アニメイティッドやお」にご
支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げ
ます。             （事務局） 

事 業 名 主 な 年 間 目 標 

企画交流グループ（環境活動交流会） 年３回開催し、意見交換や情報共有を行う。 

楽しい環境活動支援金 広報に注力し応募団体を増やす。 

広報活動の拡充 FMちゃおでの情報発信、ブログの活用を図る。 

市民環境講座 年３,４回開催し、次世代の担い手も発掘する。 

いきいき八尾環境フェスティバル2015 ３０～４０代の実行委員を増加させる。 

高安の森 自然楽校 市外の自然を見学し、八尾の自然を再認識する。 

八尾ふるさと 歴史楽校 若い世代の参加を多くし、リーダーを育成する。 

学校ビオトープを利用した環境教育の展開 研究会を年４回、体験交流会を年２回開催する。 

高安山自然再生定期活動 郡川上流部森林整備と年12回のエコツアーを実施。 

高安山楽音寺森林整備定期活動 活動を継続し、後継者の参加促進に取り組む。 

ニッポンバラタナゴ保護池の定期活動 環境教育の場として利用し、リーダーを育成。 

「O-KES」環境マネジメントシステムの啓発活動 登録事業者を50社にする。（八尾市内は40社） 

環境に優しい企業見学 企業系のエコツアーを年２回実施する。 

環境アニメイティッドやお 年間事業計画  

協議 支援 発信 

悩み解決 
相対的価
値に 
気づく 

課題解決 
発展的な
活動の 
実施 

市民に 
発信 



   尾市内には数多くの小さな水路が流れて 
   います。この水路は何処から流れてきて
いるのでしょう？ 
 大和川の付け替えと共に中河内地域には多く
の新田や新畑が開発されました。その田畑を潤
すために造られた水路が今も八尾市内を流れて
いますが、田畑の少なくなった現在では、埋め
立てたり、暗きょ化して分かりにくいところも
あります。 
 アクアフレンズは、2010年～2011年度にかけ
て、八尾市市民活動支援基金の助成を受けて、
長瀬川と玉串川のひ門から取水して流れる水路
の行方を調査しました。 
 下図はその調査結果をまとめた水路網図で、
詳細情報はＣＤ（右）で見て頂くことができま
す。このシリーズではいくつかの樋門を取り上
げてその水路の行方をご紹介します。 

（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１回 

 水路は八尾の宝物  

八 

『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 
 
・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 
 

『長瀬川・玉串川 樋門別水路調査』 
作成：アクアフレンズ 
このＣＤは下記で貸出可能（大和川関係の本棚） 
まちライブラリー＠大阪府立大学：I-siteなんば 
http://www.osakafu-u.ac.jp/isitenanba/ 



4 

八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン 

若者の 

声 環境フェスティバルの最後に河内音頭を 
～学生事務局を担当して～ 

   回初めて「いきいき八尾環境フェスティバ 
   ル2014」に参加して、ただ楽しんだだけで
なく様々なことを学ぶことができました。 
  私は、このフェスティバルの最後にみんなで河
内音頭を踊る企画をしました。河内音頭は八尾市
民でない私も名前は知っていましたが、どのよう
な踊りでどのような歴史があるかなどまったく知
らず、ただ昔ながらの音楽に合わせてゆっくりと
踊るだけのものだと思っていました。しかし、河
内音頭のことを深く知るにつれて、河内音頭発祥
の地である八尾市にとっては切っても切れない関
係であると思ったため、この企画を立案しまし
た。 
 河内音頭を踊っている方に教えてもらったり、
河内音頭まつりに行ったり、自分でも練習するう
ちに踊ることの楽しさを覚え、色々な人、とくに
子どもたちとともに河内音頭の楽しさを共有した
いと感じるようになりました。 
 本番では子どもたちがゆるきゃらと一緒に踊っ
ていたり、老若男女問わず踊っているのを見て本
当にうれしかったです。同時にまだまだ河内音頭 

今 

を広めていく必要があるとも思いました。 
 そのため、私自身も河内音頭の他の踊りを
覚えたり、他の人に広めたりしていこうと思
います。いきいき八尾環境フェスティバルの
最後に河内音頭を踊るということを定着させ
ていきたいものです。              

(「いきいき八尾環境フェスティバル2014」学生事務局
近畿大学総合社会学部 当時1回生、潟山 真依さん） 

▲フェスティバルの締めくくりに河内音頭を 
 みんなで踊りました。 

若者と市民活動がつながる場へ発展！ 

    
   者を自分たちの活動に巻き込みたい！ 
   そんな悩みを２月に開催した環境活動交流
会のテーマとして情報交換をしたところ、それな
ら合同で団体紹介の冊子を作成し、協力して広報
活動を行い、さらには色々な団体が１つの場所に
集まって気軽に活動の内容を聞いてもらうことが
できる場、合同での新歓を開催しようと１３団体
協同企画「OSAKA SOCIAL ACTION from YAO」が生
まれ、今回実現する運びとなりました。 
 合同新歓当日（４月２５日）は、大学生や専門
学生、そしてこの取り組みを参考にしようと視察
に訪れた関係者併せて１０９名が会場であるアク
トランドＹＡＯに集まりました。 
 始めに主旨説明をした後は、参加者、団体関係
者の緊張を少しでもほぐそうと、アイスブレイク
ゲームを実施し、笑顔が沢山でてきたところでフ
リーのランチタイムとしました。 
 今回は料理も参加してもらうための魅力の１つ
と考え、丸鶏の丸焼きや生ハムのサラダ、スモー
クサーモンやクリームチーズのサンドイッチを用
意し、食事を楽しみながら気になる団体のブース 

を訪れてもらい、活動内容や魅力を聞いても
らいました。 
 実施後のアンケートでは、「全ての団体の
活動に参加したいです」と書いてくれた学生
がいるなど、予想以上の手ごたえを感じてい
ます。この合同新歓を毎年恒例の行事とし、
若者と市民活動がつながる場として今後さら
に発展させていきたいと考えています。 
  （NPO法人ナック 宮嶋 啓太 さん）            

若 

▲合同新歓の様子 

環境活動 
交流会 
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Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ 
 

チーム 売る声人 

３月28日（土）八尾北高等学校にて 

学校ビオトープ＆ 
  野外調理体験交流会 

 今回も暖かな春の晴天に恵まれ、参加いただ
いた約55名の方々に、ビオトープでの野外活動
や野外調理を楽しんでいただきました。 
 
◆ 野外活動班 
 ドームテント張り、植木棚の花の補充に加え
て、今回は、ビニールハウスの補修を体験して
いただきました。タッカーで木枠に農業用のビ
ニールを貼りつけて、その木枠をハンドボール
ゴールの枠に固定するといった作業だったので
すが、ガールスカウトの子どもたちが活躍して
くれて、傷んでいたビニールハウスの北面が、
すっかりよみがえりました。 
 
◆ 野外調理班 
  ジャガイモやタマネギ、ニンジンなどをサイ
の目に小さく切ってキーマカレーを準備してい
ただきました。 
  そして、石窯の温度が上がってくるタイミン
グに合わせて、伸ばしたピザとナンの生地を焼
いて、おいしくできあがったキーマカレーと一
緒にいただきました。鍋の火も、いつものよう
に子どもたちがマキを探してきたり適当な長さ
に切ったりと、手伝ってくれていました。 
 予定の作業と食事が終わると、子どもたちは、
ビオトープのメダカや蝶々を追いかけたり、今
回はヤモリをつかまえた子どももいました。 
  そして、テントをたたみ、後片付けもしてい
ただき、今回も楽しい交流ができました。あり
がとうございました。   
            （塚口 倫生さん） 

次回は 
10/10(土) 
(予定) 

ビニールハウス ヤモリくん 

春の祭典に参加して  
 八尾市市民活動支援ネットワークセンター 
 “つどい”主催 
（３月23日～26日市役所１階ロビーにて） 
 
 先般、八尾市役所で市民活動の広報として春
の祭典が催されました。 
 私たち、チーム：売る声人(せいじん)も地球
温暖化防止活動の啓発で買物シミュレーション
『バーチャルスーパーCOO』を開店(展開)致し
ました。 
 私たちは普段何気なく買物をしています。体
に良い物を買っているでしょうか？食べている
でしょうか？その環境負荷はどれほどあるので
しょうか？これらが瞬時に分かる、買物を見直
すツールです。 
 百数十人の方に体験して頂きました。驚いた
ことは、500mlのペットボトル飲料がガソリン
より価格が高い事に参加者が気づいていなかっ
たことでした。 
 コレステロールの高い人はコレステロールの
多い買物をします。便秘気味な人は繊維質の少
ない買物をします。それと同じで環境に関心の
ない人は環境の負荷の高い買い方をするのです。 
 多くの方に、なるほど、ためになったと、お
言葉を頂きました。 
（チーム:売る声人(せいじん） 徳山 吉令さん) 

せいじん 

フリマでプチ同窓会 

 まだ使えるけど使わなくなった物は、フリマ

（フリーマーケット）に出しています。 

 子ども服やおもちゃは使用期間が短く、きれ

いな状態の物が多いのでよく出しました。少々

傷んでいても欲しいと言ってくれる方がいるの

で、使えるものは持っていきます。 

 最近は実家の片付けも兼ねて出しています。

３０年前の物でも若い方が選んでくれたり、高

齢の方が懐かしそうに求められたりします。 

 思い出のある品物を手放すのは寂しい気もし

ますが、捨てるには忍びないので、大切に使っ

て頂けそうな方に譲ります。 

 年に２回程ですが学生時代の友達と一緒に参

加するので、フリマの日はプチ同窓会です。家

の片付けもでき、友達としゃべってリフレッ

シュし、ちょっぴりお小遣いも出来るフリマに

はまっています。 

（竹元 紀子さん） 



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」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/ 
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「情報プラザやお」出演 

５／２５（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。 

八尾ふるさと 
歴史楽校 

午前9時30分～ 

５／１６（土） 

名所・旧跡にふれ八尾の歴
史に親しんでいきます。今
回のテーマは「河内西国朱
印めぐり」です。 

JR八尾駅改札口 
集合 

午前9時30分～ 

高安山自然再生 
定期活動 

６／７（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。 

５／２８（木） 

高安山楽音寺 
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～ 

環境に関する活動をしている団体や、これからし
ていこうと考えている団体に、支援金の給付や活
動に対するアドバイスなどの支援を行います。 

選考方法 
◆１次選考（６月中旬） 
 事業計画書を基にした書類選考 
◆２次選考（６月下旬 １次選考通過団体のみ） 
 活動の概要や思いなどを発表する公開プレゼ 
 ンテーション 
応募・問い合わせ 
 環境アニメイティッドやお事務局・環境保全課  
  ℡：072-924-9359  FAX：072-924-0182 

5月29日必着 

「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7時半～ 

八尾市役所本庁 
6階 

５／１９（火） 

５／２３（土） 

午前10時～ 

高安の森 
自然楽校 

自然について楽しく学ぶ
ことができる講座です。
今回は、高尾山創造の森
でハイキングをします。 

近鉄堅下駅改札口 
集合 


