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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

環境アニメ

環境
イベント

10月23日（日）開催！
いきいき八尾環境フェスティバル2016

今年で12回目を迎えるいきいき八尾環境
フェスティバルは、大人も子どもも楽しく環境
のことを学べるフェスティバルです。
◆

なんと！４会場同日開催！

◆

今年のフェスティバルは昨年度から大きく変
わったポイントが！それは４会場同日開催にな
ることです！西武八尾店、アリオ八尾、大阪経
済法科大学の２つのキャンパス、計４会場を一
挙に使い、さらにパワーアップしたフェスティ
バルになること間違いなしです。
また、実行委員会の社会人メンバー、学生メ
ンバーが一緒になって、班に所属し活動してい
ます。主にフェスティバルの企画を中心になっ
て考える企画班。フェスティバルのことを外に
発信していく広報班。フェスティバルでお世話
になる企業を回る渉外班。会場図面を作成する
影のサポート役 マネジメント班。以上、４班
に分かれています。
企画班では４会場ごとにテーマを設けて、話
を進めていきます。

昨年度のちらし（広報班学生メンバー作）
渉外班では、昨年度から協力していただいて
いる企業も大切にしつつ、新たに魅力ある企業
を開拓するため、日々活動中です。
また先月行われた実行委員会にて、今年も広
報班 学生メンバーがフェスティバルのちらし
を作ることに決定しました。
大人も子どもも見たら絶対行きたくなっちゃ
う！そんなチラシを目指して奮闘中！実際にち
らしを手に取ってもらえる日が待ち遠しいです。

2016年度 協賛企業様募集について
いきいき八尾環境フェスティバル実行委員
会は、2016年度いきいき八尾環境フェスティ
バル開催に向けて協賛企業様の募集を８月初
旬〜９月初旬頃にかけて行わせていただきま
す。八尾の環境を良くして、子ども達を笑顔
にするため、八尾市の環境に関わる八尾市の
企業様、団体様、ぜひともご協力下さい。
全 員 集 合！
今年もがんばります！

クイズでラリー！
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環境のことや八尾市の魅力を１人でも多くの
人に楽しみながら知ってもらえるように、そし
て少しでもその後の一歩を踏み出すきっかけに
なれるように、と願いながら運営をしていきま
す。ますます進化するいきいき八尾環境フェス
ティバルに乞うご期待！
（学生事務局）

■ お問い合わせ先 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 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/

八尾の
見どころ

ＦＭちゃお取材日記より（３）

少年少女えだまめ農家

「少年少女えだまめ農家」今年は、第１回目を
６月中旬、第２回目を７月下旬に募集予定。
「少年少女えだまめ農家！」では、
収穫体験や出荷体験、セリ体験、販売体験を
応募された八尾市内の小学生の皆さんが
体験するという内容です。
今回は、結城農園さんで行われた「収穫体験」
とアリオ八尾さんで行なわれた「販売体験」を
取材させて頂きました。
今回、皆さんにお話しを伺っていますと
初めて参加される方も多かったようです。
「葉がついたままの枝豆は初めて見ます。」
という親御さんもいらっしゃいました。
きっと、お子様と一緒にお父様やお母様にとっ
ても新鮮な体験になったのではないでしょうか。

八尾と
能楽

昨年のえだまめ収穫体験

私も新鮮な枝豆だからこそできる体験！
生のまま頂いてきました～♪
シャキシャキっと、瑞々しく
噛めば噛むほど甘みが口に
広がります(･ω・)v
その後は、アリオ八尾フードマーケット
のフロアで行なわれた「販売体験」!
「八尾の枝豆は如何ですか～～～！」
元気な声がアリオ八尾に響きます。
小学生たちの威勢の良い声に、お客様も
次々に集まり売り場は大盛況でした☆
今が旬！皆さんの食卓にも如何ですか？

高安流ワキ方について
（３）

高安流ワキ方のルーツをたどってみましょう。
高安流はもと金剛流の座付(ざつき：付属)でし
た。高安流宗家に残る系図によりますと、
◎高安太夫與兵衛は高安大明神（玉祖神社）の
社仕（神官）でした。これが、玉祖神社が高安
流ワキ方の発祥地であるといわれる理由です。
しかし、京六条合戦に参加、討ち死にしました
（１５６９年）。
◎與兵衛の子、高安太夫横田長助は河内国高安
に住んでいたので高安長助といいましたが、長
久手の戦で討ち死にしました。(１５８５年)
◎長助の子、高安與八郎が高安太郎左衛門と改
め、高安流の初代となり高安流が成立します。
◎三代・四代・五代・六代は高安彦太郎を名乗
ります。

玉祖神社
◎以後、代々、引き継がれ、現在は十四代高安
勝久に至っています。
十四代は岐阜県にお住まいで、活躍しておら
れ、毎年十月の玉祖神社での「高安薪能」に出
演されています。
このように高安流ワキ方は約４５０年前ごろ
から続いた流派です。
(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
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『チャレンジ８０』

このロゴマーク見たことありますか？

チャレンジ80って？
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。
このロゴマークは八尾市の「や」
「お」と80％削減の「８」「０」を組
合わせています。

学校
ビオトープ

昨年度は、普段オープンになっていない工場の
見学や海遊館の飼育員によるお話、万華鏡作り体
験など温暖化防止にちなんだチャレン80のイベン
トがいっぱいありました。
今年もそのようなイベントを随時開催して、ス
タンプラリーをする予定です。ご興味のある方は
是非ご参加ください。また、参加していただいた
お子さんにはオリジナル缶バッジをプレゼントし
ています。
(八尾市環境保全課）

～大学だけでは味わえない体験～

学校ビオトープ活動に参加して

私は一回生のはじめのころから八尾北ビオ
トープ研究会に関わらせてもらっています。
初めて参加させてもらったときは、何もわか
らず不安でしたが、今では楽しくやらせても
らっています。月に一回の整備の集いと、年に
数回の研究会などで準備をして、年に二回、春
と秋に行われる交流会で子どもたちと遊んでい
るときが、頑張って準備して良かったなと思い
ます。
特にそんな専門的な知識がない私のような学
生でも整備の集いで、インパクトドライバーで
いたんだハンモックを修理したり、ビニールハ
ウスの補強をしたりと、学校に通っているだけ
では体験できないことができて、色々な経験値
が得られるので良いと思います。
子どもたちと遊んでいると、一人ひとり、関
心の対象が違うんだなと思い、子ども視点での
考えも聞けて勉強にもなっています。
（近畿大学２回生・古田凌さん）
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お子さん向けのイベントも随時開催！

八尾北ビオトープ
研究会ブース
（OSAKA SOCIAL
ACTION）

■ お問い合わせ先 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 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/

ハンモック修理

～環境保全に取り組む企業 ～ Vol .２

不易糊（フエキノリ）工業株式会社
JR久宝寺駅から南東へ歩いて20分。工作用の
り、接着剤等を製造している不易糊工業株式会
社を訪問してきました。創業1886年、100年以
上続く老舗企業です。

安心、安全、フエキくん

幼稚園時代、誰もが手にしたことがあるでん
ぷん糊「黄色い顔に赤帽子のフエキくん」。
主原料は、とうもろこしでんぷん100％。子ど
もが、直接、手で使用するものなので、ホルマ
リンなどは一切使用しておらず「安心・安全」
は当たり前。腐らない、液化もしない、変色し
ないなど、すべての要素を満たすのに17年もの
研究を要したそうです。
普段何気なく使っている
この容器の中に、開発者の
想いや技術がギュッと詰め
込まれています。

イーコラム

Ｅ-column

不易糊工業株式会社
住所：八尾市竹渕東2-62
ＨＰ：http://www.fueki.co.jp

少し先の環境に目を向け、実践していく
作っている製品が「人に優しい＝環境にも優
しい」ということ以外にも、環境への取組みを
されています。
排水処理施設
1960年代の高度成長期時代、周囲では工場排
水の垂れ流しが問題になっていたころ、不易糊
さんでは先の環境のことを考え、いち早く自社
内に排水処理施設を作って運用を始めたそうで
す。
環境マーク
他にも、今では一般的になった「エコマーク
商品」ですが、それが生まれる前、不易糊さん
では独自に環境マークなるものを作り、流通さ
せていたそうです。
これらに取り組むことで、余計な手間ひまや
コストがかかりますが、創業者の「環境へ優し
いことを優先」
という想いが
今でも引き継が
れ、実践されて
いることが素晴
らしいと思いま
した。
（枡谷 郷史さん）

もったいない！
「食べ残し」は、ゼロに！

環境のことで最近気になるのは食べ残しに
ついてです。日本の飲食店等では食事の作りす
ぎで残飯が大量に捨てられています。せめて目
の前の食べ物だけでも有り難く食べたいなとい
つも思います。
生き物は生き物を食べないと生きていけませ
ん。命をもらうことで自分の命を長く保てます。
それを残すことは、生産者の方の苦労や命を無
駄にしてしまっているのではないでしょうか。

そんなに責任感を持って食事するのは楽しく
ないという人も多いでしょうし、嫌いな食べ物
が多い人は考えたくもないことなのかもしれま
せん。しかし見て見ぬふりでいいのでしょうか。
より多くの人が目の前の食べ物がどこから来
たのか考えてくれたらと日々思っています。
（ハッピーアースデイ大阪実行委員会
遠香 菜月さん）
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ご参加をお待ちしています！

６/２６
（日）

楽しい環境活動支援金
公開プレゼンテーション
八尾市で環境活動に取り組む団体によるプレゼン
テーションです。
時間

午後2時～午後5時

場所

八尾市役所8F第2委員会室

歴史・名所の再発見！

６/１８
（土）

６/１９
（日）

八尾ふるさと 歴史楽校
時間 午前9時30分～午後3時
JR八尾駅改札口集合
場所
近鉄俊徳道駅解散

名所・旧跡に触れ八尾の歴史に
親しんでいきます。
今回は、長瀬川沿いを近鉄俊徳道
駅まで歩きます。

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～
近鉄服部川駅改札口
場所
集合・解散

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

６/２３
（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！

６/２５
（土）

高安の森自然楽校
時間 午前10時～午後3時
場所

近鉄郡山駅西改札口
集合・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。
今回は大仙公園を散策します。

アウトドア派集まれ！

７/３
（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

ただいま、アニメイティッド会員募集中！

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。

６/２７
（月）

地域密着型ラジオ番組

「情報プラザやお」放送
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。
時間

正午～、午後7時～、午後11時～

■ お問い合わせ先 環境アニメイティッドやお事務局

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

