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環境アニメ 

大阪経済法科大学の環境保全・ 

研究グループによるブログです。 

今年の4月から毎日更新！ Ｐ.2 
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チャレンジ 
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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 

環境保全に 
取り組む 

企業③ 
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自然 
楽校 

■ 問合わせ先（事務局） ℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/                  

 ～高安の森 自然楽校～ 

 服部緑地はセミの木がなる？  

 ７月の自然楽校は豊中市にある服部緑地の散策
でした♪服部緑地は甲子園球場33個分もある広
大な緑地で、さまざまな植物や昆虫、生物との出
会いがあります。 
 ７月下旬ということもあり、セミの幼虫が地面
から出て、羽化した後の抜け殻がたくさんありま
した。森林インストラクターの齊藤さんは、「セ
ミの木がなっているぞ」と冗談を言いながら、セ
ミの生態について、おもしろく解説してくださり
ます☆ 

心合寺山 
古墳 

国史跡50周年シンポを開催しました！ 

 国史跡とは、国が認めた遺跡版の重要文化財
のことです。心合寺山古墳は、この国史跡に
1966年に指定されて今年で50年を迎えます。 
 それを記念したシンポジウムを７月２日に、
八尾市立青少年センターで開催しました。参加
者は93名もあり、会場は熱気ムンムン。 
 まず基調講演として、大阪府立近つ飛鳥博物
館館長の白石太一郎先生から「古市古墳群の成
立と心合寺山古墳」というお話がありました。 

しおんじ 

 ２部のパネルディスカッションでは、「心合
寺山古墳の魅力と未来を考える」がテーマで、 
八尾市文化財課課長、八尾市観光協会事務局長、
グラフィックデザイナーの牧江氏、宮崎県文化
財課の二宮氏、コーディネーターとして阪南大
学国際観光学部の和泉先生に参加してもらい、
様々な報告と意見交換をしました。 
 心合寺山古墳の魅力を再確認すると共に、会
場は大いに盛り上がりました。 

（八尾市立しおんじやま古墳学習館  

福田 和浩さん） 

セミのなる木 

 自然楽校では、普段何気なく見ていたり、見る
ことがない植物や昆虫、生物について、いろいろ
と知ることができます。 
 次回の８月では、箕面の滝で開催し、納涼と自
然を楽しみながらのイベントとなること間違いな
しです♪是非、ご参加ください☆ 

（事務局） 

午前10時～午後3時 
阪急箕面駅改札口集合 

次回 8/27 
(土) 
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「八尾地蔵」の名で古くから親しまれ、河内音頭発祥の地
としても知られている常光寺で毎年８月23日と24日に地
蔵盆踊りが行われます。 

   2015.8.23(日) ＦＭちゃお取材日記より（５） 

 常光寺 八尾地蔵盆踊り 
八尾の 
見どころ 

八尾と 
能楽 

 「井筒」はこの話を基にした能曲です。あら
すじは、場所は大和の在原寺(天理市)、旅の僧
が在原寺を訪れると、ひとりの女が古墓に水を
手向けています。女は僧に、これが業平の墓で
あり、業平との恋話を語り、自分はその妻で
あったことを告げ姿を消します。夜になって、
女は業平の衣装を着けて現れ、舞を舞った後、
夜明けとともに再び消えていきます。 
 世阿弥の作で、往古より人気のある作品で、 
全国的に知られ、高安の地を有名にしました。 

 (坂上 弘子さん） 
          ※参考文献 

『能楽全書』出版：東京創元社 
『能・狂言事典』出版：平凡社 

能曲「井筒（いづつ）」（５） 
～高安地区に関する物語～ 

  高安の女は思い人(業平さん)にふられた。と 
聞いたことあるでしょ？なんでやろ？ 
  
 平安時代の『伊勢物語』をご存知でしょう。 
その中の23段に関わった話です。要約すると、 
§場所は大和、幼いころ、井筒(枠のある井戸) 
 のそばで遊んでいた男女が結婚します。 
 （男は在原業平だと考えられています） 
§女の親が亡くなり、経済的に苦しくなった 
 男は高安の女のもとに通うようになるが、女 
 は歌を詠み、潔く男を高安に送り出す。 
§ある時、男が高安にくると高安の女が自分で 
 ご飯を椀によそっているのを見て、男は高安 
の女は、はしたなく(行儀が悪い)と思い、高 
安へは通わなくなります。それでも高安の女 
は歌を詠み男を待ち続けます。 

～ちゃおブログより～ 
 
８月23日、８月24日の2日間、常光寺では長く
地域に愛され続けている「八尾地蔵盆踊り」が
行われます。 
 
城正会から常光寺に続くアーケードの中には
様々な夜店が立ち並び、お子さんを始めたくさ
んの方でにぎわっています。 
常光寺の中にもいくつかの夜店と、中央には櫓
が建てられ盆踊りの開始を集まった皆さんが楽
しみに待たれていました。 

午後７時から、まずは流し節正調河内音頭保存会
の皆さんが櫓に上がって常光寺の盆踊りに源流を
持つとされる流し節正調河内音頭がスタート。 
ゆったりとした流し節のリズムに合わせて少しず
つ櫓を囲む輪も広がっていきます。 
 
午後９時頃からは音頭が久乃家一門の皆さんに代
わって、午後11時頃までたっぷりと河内音頭の盆
踊りを楽しまれました。 

※「河内の風№133（2016年7月号）」にて、「八尾と能楽」における記事のタイトル 
 で「高安流太鼓方について」は「高安流大鼓方について」の誤りでした。 
 お詫びして訂正いたします。 
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八尾と花岡の『夏の風物詩』 

 こんにちは！大阪経済法科大学の学生による
環境保全・研究会『ECO～る∞KEIHO』です！ 
  
 いよいよ梅雨が明け、夏の風物詩である「セ
ミの鳴き声」が聞こえ始めました！ 
 現在私が通っている花岡キャンパスでは、
「アブラゼミ」のオスたちがパートナーを見つ
けるために、「ジィーー！」っと鳴いていま
す。  
 一方、八尾キャンパスの所在する、近鉄八尾
駅付近で鳴いているのは、けたたましい大合唱
でお馴染みの「クマゼミ」です。 
  
 この違いは、標高や気温の違いなどから来る
ものです。ここ花岡キャンパスは、市街地に比
べ、標高が高く気温が低いため、市街地で多く
見られる「クマゼミ」より、雑木林や森林で多
く見られる「アブラゼミ」の方が多く生息して
います。 

■ お問い合わせ先（事務局） ℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/                                                

八尾バル 

ECO～る 
∞KEIHO 

～チャレンジ80（やお）～ 
ポータル サイト 開設♪ 

HP 

https://www.facebook.com/challenge80/ 

http://challenge80.org/ 

ポータルサイト運営開始しました！ 
 

 チャレンジ80のポータルサイトでは、市民
団体さんや企業さんの環境の取り組みを随時、
ご紹介しています☆ 
 またイベント情報についても告知しており
ますので、是非覗いてみてください♪ 

チャレンジ80とは・・・ 
 

 八尾市では、温室効果ガスを、1990年度比で、

2020年度に25％、2050年度に80％減らすこと目

標とし、地球温暖化対策に取り組んでいます。 

 チャレンジ80とは、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。       (八尾市環境保全課） 

ブログ http://ecoru00keiho.blog101.fc2.com/ 

     https://www.facebook.com/ecoru00keiho.ouel/ 

 このように、「都会と田舎の違い」や、「そ
れぞれの良さ」を楽しめるのが、ここ八尾市の
魅力だと私は感じています。 
  
 そんな八尾市の魅力を、これからも、自然豊
かな花岡キャンパスから発信していきます！ 
  
 あなたが今、この『河内の風』を手に取って
頂いている場所では、どんなセミが鳴いていま
すか？ 

（ECO～る∞KEIHO 横川 正哉さん） 

毎日更新！ 

アブラゼミ 
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Ｅ-column 
守りたい環境 

 私が日々大切にしたいと思っているもの。そ
れは友だちや家族、周りにいる人たちが笑って
過ごせる「環境」です。 
 目の前にある大きな桜の木や綺麗な水が流れ
る川、たった今、私の視界に入ってくる全てが
10年後、20年後も変わらずそこにあって、す
ぐそばで多くの人が笑っていられる環境が、永
遠に続けばと願う時があります。 

 日々、何かが変わっていくこの世界でその環
境を守っていくことはすごく難しいことだけど、
10年後、今の私が見ているこの景色を見せてあ
げたいと想う人がいる限り、今起きている環境
問題や変化に背を向けず、周りの人と力を合わ
せて、自分にできることを積み重ねていくこと
が大切だと思っています。 

（ ハッピーアースデイ大阪実行委員会  
野口 夏実さん） 

イーコラム 

カネエム工業株式会社 
住所：八尾市泉町1-93 
ＨＰ：http://www.kanem.com 
 

～環境保全に取り組む企業 ～ Vol .３ 

カネエム工業株式会社 

 近鉄八尾駅から北へ徒歩15分ほど。八尾北高
校の北隣りにあるジーンズボタン・リベット、
ハトメなどを製造されている企業です。 
 ジーンズボタンと言っても、色、形が様々で
こんなにも種類が多いことにびっくり！今、国
内で製造しているのは、カネエムさんと某大手
企業の2社だけだそうです。皆さんが日常身に付
けている服にも、カネエムさんのボタンが付い
ているかもしれませんよ。 

 さて、会社の中に入ってびっくりしたのは緑
が多いこと。入口すぐにある大きな「メタセコ
イヤの木」。徳島出身の先代が八尾に持ってき
て植えた「すだちの木」。駐輪場の横には
「ゴーヤの緑のカーテン」。 
 屋上菜園では、なすびや玉ねぎなどが育てら
れていて、社員食堂でお昼に提供していたり。
工場を奥に進むと井戸水をくみ上げ、ろ過した
水を利用した「池」があり、メダカやドジョウ
が泳いでいました。 
 この記事だけみると、どこかの庭園の話を聞
いているみたいですよね。それぐらい緑が多い
のです！ 

 ボタンの製造工程では、たくさんの水を使用するそうですが、ここにも井戸水を利用し、それ
が環境負荷の低減になり、お財布にも優しいとは一石二鳥ですね。 
 工場内も整理整頓が徹底されていていました。注目したのは工場内で使用する部品の一つ一つ
の置き場所を決めていること。さらに、その部品の値段を明示していることです。自分が使用す
る部品の値段を知ることで、その大切さを実感し、無駄遣いを避けることを狙っているそうです。 
 カネエムさんの取組みを見習って、家庭でも環境に、お財布に優しい取組みが広がっていくと

いいですね。                            （枡谷 郷史さん） 

井戸水を利用した池 



ご参加をお待ちしています！ 

河内の風はこちらで 

８/２３ 

（火） 

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・
龍華図書館・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・八尾市立しおんじやま古墳学習館 

８/２２ 

（月） 
「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

環境アニメイティッドやおの情報を 
定期的にFMちゃおで放送しています。 

中小企業もがんばるぞ～！ 

KESリフレッシュセミナー 
KESに取り組む事業者の悩み
や課題の解決に向けた改善策
などを提案します。 

８/２６ 
（金） リサイクルセンター 

学習プラザ「めぐる」 

午後2時～午後4時30分 時間 

場所 

山のレスキュー探検隊 

大阪経済法科大学の裏山にある 
竹林の整備をしながら、 
ツリーハウス作りなどを 
しています。 

大阪経済法科大学 
本部棟前集合・解散 

午前10時～ ８/２５ 
（木） 

時間 

場所 

誰でも自然ハカセになれる！ 

高安の森自然楽校 
高安山の自然を通して 
森林ボランティアを養成する講座。 
今回は箕面の滝周辺を散策します。 

８/２７ 
（土） 阪急箕面駅 

改札口集合・解散 

午前10時～午後3時 時間 

場所 

アウトドア派集まれ！ 

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。 近鉄信貴山口駅 

改札口集合・解散 

午前9時30分～ 
９/４ 
（日） 

時間 

場所 

正午～、午後7時～、午後11時～ 時間 

ただいま、アニメイティッド会員募集中！                                                

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                                                 

■問合わせ先 環境アニメイティッドやお事務局 ℡：072-924-9359  

８/２８ 
（日） 

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。 近鉄服部川駅改札口 

集合 

午前9時～ 

ニッポンバラタナゴ 
保護池の定期調査活動 

場所 

時間 

環境活動交流会 

青少年センター（八尾市立図書館） 
３F 集会室 

午後6時30分～8時30分 時間 お問い合わせ 

場所 

環境活動に興味のある方、環境活動に 
取り組んでおられる方で集まり、ワイワイ 
楽しみながら意見交換しませんか。 

今月のオススメ 

環境アニメイティッドやお事務局 
℡：072-924-9359 


