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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★

環

境アニメイティッドやおが実施する市民
環境講座とは、環境問題、環境保全の取
組みの現状を認識するとともに、環境保全に取
組む諸団体や市民と双方向で情報の発信・吸収
を行い、交流を深めることを目的として実施し
ています。
今年の夏休みも親子で環境について楽しく学
ぶことができる市民環境講座を企画していま
す。今回は、アクトランドで自然体験や森林整
備の重要性について楽しく学びながら、竹を用
いてお椀やお箸、水てっぽうを作るという企画
です！普段の生活では体験できない自然を学
び、楽しみながら、夏休みの宿題（自由研究）
も同時に済ましちゃいませんか？
この機会にぜひどうぞ！皆さんのご参加お待
ちしています♪
☆参加条件★
どなた様もご参加いただけますが、中学生以下
の方は保護者同伴でお願いいたします。

環境
イベント

■開催日時
2015年8月11日（火）9:30～12:00
■集合場所・時間
アクトランドYAO 9:00
■お申し込み (8月3日(月)～8月7日(金)先着40名)
環境アニメイティッドやお事務局
(八尾市経済環境部環境保全課)
Tel 072-924-9359 Fax 072-924-0182

40名以上の大所帯！若手が集まって再出発！

八尾の輪、ｅｃｏの環、未来の羽

八

尾市青少年センターで行われた、いきいき八
尾環境フェスティバル2015の第４回実行委員
会に40人を超える実行委員が集まりました。今年で
11回を迎えるフェスティバルですが、今年は実行委
員会が大幅に増加。しかも、増えたメンバーのほと
んどが学生や30代から40代の若手です。昨年、活動
開始から10年の節目を迎え、今年からは次の世代へ
のバトンをつなぎながら、更なる発展を目指してい
ます。
そんなメンバーたちで考えた今年のフェスティバ
ルのテーマが「八尾の輪、ecoの環、未来の羽」。
サブテーマが「エコバトン発進やー！おー！」。
「環境先進都市やお」から未来に向かってバトン
をつなぎ、羽ばたいていくという想いが込められた
このテーマ。今年のフェスでは、このテーマを実感
していただけるような企画をこれから準備していき
ます！ぜひ会場に遊びにお越しください。
（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）
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■いきいき八尾環境フェスティバル2015
◎フェス第１部
日程：10月25日(日)
会場：西武八尾店、アリオ八尾
◎フェス第２部
日程：11月８日(日)
会場：大阪経済法科大学花岡キャンパス

環境アニメイティッドやお

シリーズ

八尾の
水路

第３回

水路は八尾の宝物～神宮寺樋～
八恩
尾智
翠川
翔
高
校
付
近

八

尾翠翔高校付近を通ると、恩智川に架か
る橋の近くの護岸から勢いよく水が流れ
落ちています。 この水は何処から流れて来て
いるのでしょう？日頃、何気なく見ている景色
も、見方を変えると今までとは違ったものが見
えてきます。
流れ落ちる水のもとをたどってみると、田畑
の横を通り玉串川の神宮寺樋に行き当たります。
田植え直後の田んぼにはたっぷりの水が必要な
ため、この時期に流れ込む水の量は年間で最も
多く、恩智川の水質と生き物に大きな影響を与
えています。
八尾市二俣から玉串川として流れる大和川の
水はこの小さな樋門を通して枝分かれしながら
田畑を潤し、恩智川へと落ちていきます。
（アクアフレンズ

美濃原

弥恵さん）

▲ 神宮寺樋の位置図

思わぬ反響！
『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』

①神宮寺
樋

恩智川フェスティバルに
参加して頂いたことがきっ
かけで知り合った大阪市内
に住む方が、最近、八尾市
立図書館を訪問された際に
「河内の風」をご覧になっ
たようで、お便りを下さい
ました。
原稿を読んで八尾の水路
の状況が良く分かったと書
かれていました。水路網図
も良かったとのことでした。

《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
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三井住友
信託銀行

「ニッポンバラタナゴ」を題材に
環境教育を実施

三

井住友信託銀行では、2012年より環境専門
のインターネット放送局グリーンTVジャパ
ンと協働し、ESD（持続可能な開発のための教
育）プロジェクトとして、次世代を担う子どもた
ちに向けた環境教育に取り組んでいます。
淡水魚「ニッポンバラタナゴ」は、現在では八
尾市などのごく限られた地域にしか生息しておら
ず、絶滅危惧種に指定されています。八尾支店で
は2005年からロビーでの飼育活動を開始し、地域
生態系保全の大切さについて地域の皆さまにお伝
えしてきました。
６月12日（金）八尾市立中高安小学校５年生を
対象に実施した授業では、八尾支店の活動を長年
ご指導いただいている「NPO法人ニッポンバラタ
ナゴ高安研究会」の加納義彦代表理事に講師を務
めていただきました。
かつての高安地域は農業が盛んで“ため池”が
たくさんあり、水をきれいに保つための「ドビ流
し」（ため池を大掃除する作業）が定期的に行わ
れていましたが、農業の衰退という人間の生活の
変化によって濁ったままのため池が増え、ニッポ
ンバラタナゴが絶滅の危機に瀕しました。

▲ 中高安小学校での授業風景

加納代表理事は、高安の豊かな自然やドビ
流しの模様が収められた映像教材を使いなが
ら、「ニッポンバラタナゴを守ることは、八
尾の豊かな自然と文化を守ること。そして、
そこに暮らす生きものを守ること。」と語り
かけ、子どもたちは次世代に豊かな自然を引
き継ぐために必要なことについて授業の最後
に発表しました。
（三井住友信託銀行経営企画部CSR推進室

石坂さん）

学習プラザ

「めぐる」

平成27年度

秋季環境講座のご案内

◆八尾の生活環境の視点から八尾の魅力と課題を考える
場
主

所：八尾市立リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」
旨：環境先進都市八尾をめざし、八尾の地域と環境保全をトータ
ルに考え、行動する人材を育成する。
対
象：市内在住、在勤、在学の方。
受 講 料：500円/１回 ご一緒割：①ご家族の方 ②40歳未満の方半額
（ご一緒にご受講される①②の方の受講料が半額）
特
典：受講の成果に合わせた認定書を贈呈します。
電話予約：リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」電話072-994-0564

◆講座スケジュール

期間：平成27年８月18日～９月19日（全６回・各90分）

テ ー マ
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昨年度の秋季環境講座の様子

日 程

曜日

開始

講 師

八尾の地形・産業・多様性

8月18日

火

15:00 東郷 久

ＮＰＯ法人グラウンドワーク八尾

八尾の産業の魅力

8月25日

火

15:00 美馬 徹

関西金属工業株式会社

八尾の古墳と古墳時代のくらし

9月1日

火

15:00 福田 和浩 八尾市立しおんじやま古墳学習館

八尾の観光・八尾の見所百選

9月5日

土

自然体験と環境教育プログラム

9月12日

土

10:00 髙山 晴行 八尾市観光ボランティアの会
八尾市立大畑山青少年野外活動
10:00 宮嶋 啓太
センター

町のそうじとまちづくり

9月19日

土

10:00 岩崎 英眞

所

属

八尾市立安中小学校区まちづくり
協議会

環境アニメイティッドやお
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八尾バル
実行委員会
八尾の特産「えだまめ」

2011年に始まった八尾バルも今回で９回目
を迎え、夏の枝豆、春の若ごぼうが美味しく
なる季節の定番イベントとして、皆さんに応
援いただいてきました。
今回は、新しくJR八尾駅周辺にもエリアが
拡大！初めての方はもちろん、今まで参加頂
いてた方も、新しいバルメニューに出会える
こと間違いなしですよ！
第９回目を迎える八尾バルのメインテーマ
食材は「八尾えだまめ」。八尾市は、近畿地
方でも有数の枝豆産地ということをご存知で
したか？枝豆は美味しさの決め手となる鮮度
が命。八尾の農家さんで採れたて、新鮮な枝
豆を使ったメニューは八尾バルだけでしか味
わえないスペシャルなもの。どんなメニュー
があるかは、当日のお楽しみに！

【第９回八尾バル開催概要】
ＪＲ八尾駅周辺にもエリア拡大！
日時：2015年7月25日（土）12:00～23:00
場所：近鉄八尾駅、河内山本駅、JR八尾駅
周辺 約40店舗にて
チケット：前売り3,000円（5枚つづり
※当日3,500円）
八尾バルwebサイトhttp://yaobar.netにて、
予約販売受付中

～八尾バルとは～
八尾のおいしい農産物とよりすぐりのお店を
結んだ「地産地食」飲み歩き食べ歩きイベン
トです。チケット１枚で１ドリンクと八尾の
旬食材を使った一品を味わえるおトク感とお
いしさ満載の１日が味わえます。

（枡谷 郷史さん）

Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ
だいぶ昼間が長くなってきたと思っていたら
いつの間にか夏至も過ぎ、半夏生(はんげしょ
う)の花が咲いていました。
チャレンジ８０（やお）の取組みでは「６月
22日(夏至)～７月７日(七夕)全国一斉ライトダ
ウン」の参加を呼びかけています。七夕さんの
夜、晴れなら、都合に合わせた設定でライトダ
ウンし、ひと息ぬいて、ぼんやり夜空を見てみ
ませんか。
昨今は天の川なんて想定外、でもあなたの運
と行いが良ければ白鳥座を挟んで彦星と織姫星
が、ちらっと見えるかも。

七夕さんの夜は
ライトダウンしましょ
「きょうはうれしい七夕まつり、お笹につけ
ましょ五色紙、織姫様にはおホウズキ、牽牛様
には瓜あげよ」こんな童謡歌った覚えがありま
す。
乞巧奠(きっこうでん)は手芸や芸能の技の上
達を願う祭りで奈良時代に中国から入ってきた
風習で、宮中で行われていたのが「七夕まつ
り」として民間に普及しました。
ちょっと優雅な地球温暖化対策の実施をなさ
ってはいかがでしょうか。
（坂上 ひろこさん）

執 筆 者 募 集 中！
「河内の風」では「E-column」に原稿を書いて下さる方を募集しています。
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
なんでもＯＫ！お待ちしています。 問合せ先：環境アニメイティッドやお事務局（6ページ参照）
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活動情報
7／１６（木）
午後6時半～
八尾市役所本館
6階（予定）

いきいき八尾環境フェス
ティバル実行委員会
「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。

7／２５（土）
12：00～23：00
近鉄八尾駅,河内山
本駅,JR八尾駅周辺

第９回 八尾バル
八尾のおいしい農産物と
よりすぐりのお店を結ん
だ「地産地食」飲み歩き
食べ歩きイベントです。

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。

７／１８（土） 7／２３（木）
午前9時30分～
近鉄古市駅
改札口集合

八尾ふるさと
歴史楽校
名所・旧跡にふれ八尾の歴
史に親しんでいきます。
今回は「古市古墳群と野中
寺を散策します。

7／２６（日）
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
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。

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。

7／２7（月）
正午～、午後7時～、
午後11時～

「情報プラザやお」出演
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。

７／２５（土）
午前10時～
JR天王寺駅前
交番集合

高安の森
自然楽校
今回は天王寺動物園で動
物の生態や森林とのかか
わりについて楽しく学び
ます。

８／２（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。

「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・
年間会費：個人1,000円 市民団体2,000円
学習プラザめぐる・かがやき・
事業者5,000円 事業者団体10,000円
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・ ■ お問合せ先
まちなみセンター・サポートやお・
環境アニメイティッドやお 事務局（八尾市環境保全課）
ＦＭちゃお・つどい・みらい・
TEL 072－924－9359 FAX 072－924－0182
福祉会館・近畿労働金庫八尾支店・
HP
http://www.eco-ani-yao.org/
大阪経済法科大学
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