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No.

楽しい
環境活動
支援金事業
P.4

発電機

若ごぼう

FMちゃお取材日記より（2015.1.1）
恩智神社初詣風景、兎スポットとい
われ、可愛い撫で兎もいるよ！ P3

環境保全に
取り組む
企業⑤
P.5

八尾の淡水魚
ニッポン
バラタナゴ

しおんじやま
学び場
P.2
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

環境アニメ

新年
の
挨拶

2017年を
環境の諸課題、取組のステップに

2016年のいきいき八尾環境フェスティバル
では、新しいメンバーが大勢加わってください
ました。この力が、多様な環境活動へ展開して
いくことを、大いに期待しています。
今まで以上に、これまでの活動に花が咲くこ
とを望みます。
◆さらなる新メンバーの参加を期待◆
フェスティバル事務局を構成する「はちの
じ」学生諸君も、アニメイティッドのさまざま
な活動に参加して、フェスティバルの実質的な
深まりを志しています。
私たち古参もそれぞれの持ち場で一層の努力
を求められています。さらに新しいメンバーの
参加も期待したいものです。

しおんじやま

学び場

◆高安山とともによりよい
環境づくりを◆
高安山という、目の当たり
にできる里山を擁する八尾は、町の中にも少し
ずつ緑の空間、清いせせらぎを作り上げる努力
をしています。
一人一人の市民の協力が求められています。
暮らしやすい生活空間づくりは、個々人の自覚
が求められます。ともに考え、ともに実行して
いきましょう。
皆さまにとって酉年が大きく羽ばたく年にな
りますように。
（環境アニメイティッドやお 代表

橋本 久)

高安山麓の自然を知ろう ２
～ニッポンバラタナゴの話～

2/4
(土)
八尾市立しおんじやま古墳学習館では、毎月
第一土曜日に「しおんじやま学び場」という講
演会を実施しています。
いつもは、古墳や考古学・文化財をテーマに
した内容で実施していますが、今年の1月と2月
は、「高安山麓の自然を知ろう」という内容で
実施します。
1月は、しおんじやま古墳周辺の池にこの時
期たくさんやって来る「カモ」をテーマにしま
したが、2月は八尾市に生息し、現在絶滅の危
機に瀕しているニッポンバラタナゴがテーマで
す。
長年、保護活動をされている加納義彦さんに
来ていただき、何となく知っているようで、知
らないニッポンバラタナゴの生態やこれまでの
保護活動について、改めて話を聞き、地域の自
然について学ぶ予定です。興味のある方は、是
非お越しください！
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■

問合わせ先（事務局）

NPO法人
ニッポンバラタナゴ高安研究会
これまでの講演会の様子

代表 加納義彦さん

日 時：2017年２月４日（土） 14時～15時
ごろ予定（受付、13時半から）
講 師：NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会
代表 加納義彦さん
場 所：八尾市立しおんじやま古墳学習館
対 象：どなたでも
定 員：30名
参加費：無料
申込み：不要（当日受付、先着順）
問合せ：072－941－3114(しおんじやま古墳学習館）
（八尾市立しおんじやま古墳学習館

福田 和浩さん）

℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/

八尾の ＦＭちゃお取材日記より（９）
見どころ 「恩智神社初詣」
八尾の地域取材数：日本一（年間2000件超）
八尾天満宮と玉祖神社へは、大晦日年越しカウントダウン
から初詣まで、17箇所の神社へは初詣の取材に行きました。

～ちゃおブログより～
今年も元日にはお近くの神社にお参りください。
大阪府八尾市恩智中町にある「恩智神社」。
やはり、ここも参らねば！ですよね。
卯と辰のお導きがあることでも有名なこちら。
旅行も恋も人生も…！
ということで、境内は多くの方で溢れておりました。
スタッフは131段の階段をあがったことで
完全に息があがり、拝殿前の撫で兎をなで、
しきりに自分達の痛む部分を撫でつけ健康を願いました。
このうさぎをなでた後、自分の体をなで、
無病息災を祈ると良いそうです。

八尾と
能楽

「八尾の見どころ」では、FMちゃお
で過去に取材された内容をそのまま
アーカイブ（記録保存）として、掲
載しています。
「八尾では多くのイベントや地域の
活動があるということを皆さんに
知っていただきたい。」
「FMちゃおが取材をして、その会場
や現場で感じた声を載せることで、
当時の臨場感をお伝えしたい。」
をコンセプトにお届けしています♪

顕証寺で
能が・・？（９）

江戸時代、時代が落ち着いてくると、庶民も
猿楽(能楽)を楽しむようになりました。
今は資料館蔵ですが、能面３面(八尾市指定
文化財)と、村で能を演じた時の記録帳である
天文十三年(1544)「神事長(帳)」・天正六年
(1578)の「楽頭帳」が垣内地区の一般家庭で残
されていたことは、当時、垣内村で猿楽が演じ
られたことを物語っています。
河内大ヶ塚村(河南町)の豪商、河内屋可正(か
わちやかしょう1638~1713)が書き残した『河
内屋可正旧記』に次の記事があります。
「元禄十三年(1700)辰年八月五日ニ、河州久
宝寺の里、顕証寺殿にて、能興業行被成し也」
と書いてあり、

顕証寺 本堂

当日の番組は
「芦刈」シテ 小三郎
わき 太郎右衛門
大鼓 二郎兵衛
小鼓 又三郎
他に「柏﨑」「三輪」「船弁慶」「是界」な
どの能、
狂言は「粟田口」「きかず座頭」「名取川」
などが演じられています。
また、『證如上人日記(天文日記)』には、八
尾市老原の盛光寺(じょうこうじ)に祐勝という
能好きのお坊さんがいて、能シテを演じている
記事が散見されます。
（坂上 弘子さん）

3

市民
八尾バル
環境講座

平成28年度最後のテーマは「木育」
ご案内

木材の資源としての有効的な利用と教育活動、そしてその
効果や意義などを知っていただき、改めて
「木ってええなあ！気持ちええなあ！」と実感していただ
けるような講座を二本立てで企画しました♪

① 木のぬくもりを感じる保育環境と「ネイ
チャークラフト」
保育所の部屋（床や壁など）を木質化させる
ことで、室内の快適性を高めるだけでなく、子
どもたちの保育環境を向上させ、健やかな成長
を促進させるために作られた部屋を推進してい
る「一園一室」という事業があります。この日
は、一園一室の見学とネイチャークラフトをし
ます。
＜日 時＞平成29年2月25日（土）13時～15時
＜場 所＞くるみ保育園（東大阪市）
＜定 員＞20人
＜参加費＞100円／人
（ネイチャークラフト参加者のみ）

② 木でできる耐震「壁柱」見学×「どうぞの
いす」を作ろう
壁柱とは、間伐材を使用し、木造住宅の耐震
を安価で強化することができる工法で、そのモ
デルハウスを見学します。そして、子どもたち
に大人気の絵本「どうぞのいす」を実際に木工
教室で作り上げます。
＜日
＜場

時＞平成29年3月5日（日）13時～17時
所＞府木連壁柱モデルハウス、アルブル
木工教室
＜定 員＞20人
＜参加費＞500円／人
（どうぞのいす制作者のみ）

＜申込期間＞
①②ともに平成29年2月1日（水）～平成29年2月17日（金）
※集合場所など詳しくはお問い合わせください。
環境アニメイティッドやお事務局（八尾市環境保全課） ℡：072-924-9359

環境活動
支援金
事業

報告会と講演会開催
～市民から廃食油を回収し電力に活用する～

2016年11月26日(土)13時30分から、八尾市
文化会館プリズムホール研修室で、「市民から
廃食油を回収し電力に活用する」というテーマ
での講演会と報告会を開催し、19名が参加しま
した。
最初に、NPO法人自然環境会議八尾の調査と活
動の報告がありました。廃食油の燃料化で有機
廃棄物(40～50%)が発生するアルカリ触媒法から、
100%利活用できるSVO(直接植物油の利活用)に
変えて取り組んでいる報告の後、この方法で、
工場の電力に利用している河内長野市にある(株)
マツダさんに報告をいただきました。
松田さんは、廃食油を市民から回収し、ろ過
し不純物を取り除き、暖めて(約60℃)サラサラ
にして発電機で発電しています。工場の電気代
は大変安くなり、経営改善にも役立っています。
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■

お問い合わせ先（事務局）

講演を行う 松田さん
今後、廃食油の回収による発電、ろうそく・
石けんなどの利活用方法を広く啓発し、回収を
増やすことが求められています。
（NPO法人 自然環境会議八尾

宮川

晃さん）

℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/

～環境保全に取り組む企業 ～ Vol .5

ディンク株式会社

ディンク株式会社
カネエム工業株式会社
住所：八尾市泉町1-93
住所：八尾市太田新町6-98
ＨＰ：http://www.kanem.com
ＨＰ：http:// www.dink.co.jp

八尾空港の南側すぐにあるディンク株式会社を訪問し
ました。ダンボール用水性インキの製造販売、ダンボー
ル製造工場向け排水処理設備の設計・施工などを行って
います。

そもそもダンボールって、とても環境に優し
いって知っていました？
原料は、そのほとんどが回収されたダンボー
ル古紙で、その回収率は95％以上だそうです。
省エネ、省資源を目的にリサイクルシステムが
確立されています。
ディンクさんはもともと、ダンボール用水性
インキ製造メーカーでしたが、ある日、お客さ
まから、
「ダンボール用印刷機から出る排水を処理でき
る機械を造れないか？」
と相談があり、それをきっかけに、排水処理施
設の製造を始めたそうです。
「インキを製造・販売している立場として、
最後の排水まで面倒を見る（＝ゆりかごから墓
場まで）」と話されていたのが印象的でした。
実際に、その排水処理設備で水がきれいになっ
ていく様子も見せてもらいました。
薬品で処理した処理水を微生物の力で更に浄
化していくそうですが、初めは濁っていたもの
が、最終的には透明のキレイな水になっていま
した。

イーコラム

Ｅ-column

今では日本全国から依頼があり、ディンクさ
んの排水処理設備が設置されていないのは残り
１県のみとか・・・。
某コンビニやコーヒーショップのような話で
すね（笑）、すごい！
「これからの社会を考えたとき、何かを製造
する機械ではないけれど、世の中に無くてはな
らないものを造っている。トップメーカーの自
負として、将来的には、東アジアなどにも輸出
していきたい。昔の日本がそうだったように、
色んな水をきれいにしていきたい。」
と未来を見据えたお話が素敵でした。
（枡谷 郷史さん）

未来へ残せるもの
９６

私の周りでは、結婚や出産を控えている友人
が多くなってきました。もう既にしているとい
う人もいます。そういった友人の子どもたちを
見ると、ふと思う事があります。

“私たちが彼等に残せる物は何だろうか。”
残せる物はたくさんあります。知識や伝統や
技術。数えるとキリが無いほど。その中で一番
身近なもので、一番大切なものは資源だと思い
ます。
知識などは、限りがあるようでないのですが、
資源は限りが無いようであります。

では、どのようにすれば、限りある資源を有
効に使うことができるのでしょうか？
我々の身の回りで、一番簡単に出来ることは、
ごみの分別です。「混ぜれば、ごみ。分ければ
資源。」とは、よく言ったものだと思います。
ごみも種類を分けて出すことで、また再生して
新しいものに生まれ変わります。そうすれば、
本来捨てられてしまうものが、再利用されます。
我々も、先人からたくさんのものを残して貰
いました。だからこそ、我々も未来へ残してい
かなければいけないです。先輩たちがそうで
あったように。
（ 梁川 泰洪さん ）
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ご参加をお待ちしています！

２/４

しおんじやま学び場

オススメ

参加者
どなたでも

高安山麓の自然を知ろう２・ニッポンバラタナゴの話

(土)

時間

午後2時～午後3時ごろ（受付1時半より）

場所

八尾市立しおんじやま古墳学習館

定員30名

参加費
無料

学校ビオトープ整備の集い

１/１４

時間

（土）

午前10時～

場所

八尾北高等学校

１/１５
（日）

若い世代の方々にも加わって
いただき、ビオトープの整備
を行います。

ニッポンバラタナゴ
保護池の定期調査活動
時間 午前9時～
場所 近鉄服部川駅改札口集合

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。

山のレスキュー探検隊

１/２６
（木）

時間
場所

午前10時～
大阪経済法科大学
本部棟前集合・解散

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。

誰でも自然ハカセになれる！

１/２８
（土）

高安の森自然楽校
時間

午前10時～午後3時

場所

阪神西宮駅戎改札口 集合
阪急甲陽園改札口 解散

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。
今回は西宮市北山緑化植物園に行きます。

アウトドア派集まれ！

２/５
（日）

時間

午前9時30分～

場所

近鉄信貴山口駅
改札口集合・解散

河内の風はこちらで
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

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。

地域密着型ラジオ番組

１/２３ 「情報プラザやお」放送
（月）

新しい年を迎え、今年の「環境アニメイ
ティッドやお」の活動への意気込みや
抱負を語り合います。
時間

正午～、午後7時～、午後11時～

ただいま、アニメイティッド会員募集中！ ■問合わせ先 環境アニメイティッドやお事務局 ℡：072-924-9359
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

