
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 ６月号 

№１２０ 
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。 
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環境 
イベント 

ビオトープ 
研究会 

  

学校ビオトープ研究会 
       ～地域と高校の連携事業～  

5/22 
（金) 

   月22日(金)の16時30分から、今年度の第 
      １回学校ビオトープ研究会が八尾北高等
学校において行われました。 
  今回、参加くださったのは、八尾市アマチュ
ア無線非常通信連絡会、NPO法人みち、ガールス
カウト大阪府第16団、環境アニメイティッドや
お事務局、エコロジー美園小、八尾市市民活動
支援ネットワークセンター｢つどい｣、ＦＭちゃ
お、そして八尾北高校の８団体に所属されてい
る、10名のみなさまでした。 
  はじめに、この３月に行われた“学校ビオ
トープ＆野外調理体験交流会”をふり返り、
「子どもたちがのびのびとした雰囲気の中で、
植木鉢の花の植え替えや野外調理などに一生懸
命取り組んでおり、非常に楽しそうだった」、
「ピザやナンは石窯だけでは１回に焼ける量に
限界があり、鉄板で焼くなどして、量ももう少
し多く用意した方がよかった」、「お父さんや
お母さん方がよく動いてくださって、非常にス
ムーズだった」などの感想が出されました。 
  次に各団体から現状の報告や今後の予定など
について紹介いただき、最後に今後のビオトー  

プ活動について意見交換をしました。「ビオ
トープも整備し始めて10年近く経過し、あちこ
ち補修が必要になってきている」「落ち葉での
焼き芋、鎌での稲刈り、ノコギリでの竹切りな
ど、シンプルだがなかなか家庭では行われにく
くなった活動を体験交流会でしてはどうか」な
どの意見も出されました。 
  今回いただいた感想や意見などにつきまして
は、次回以降の体験交流会に生かしていければ
と考えております。 
（大阪府立八尾北高等学校 教諭 奥野 晃久さん） 

５  

30名をこえる学生のチカラ！ 
いきいき八尾環境フェスティバル2015 

   回目を迎える、いきいき八尾環境フェティバ 
   ル。４年前から八尾近隣の大学の学生を迎え
て、「学生事務局」を立ち上げて、若いメンバーで
八尾の環境問題を市民の皆さんにわかりやすく、お
もしろく伝えることを追及してきました。当初は数
名から始まった学生事務局も現在では30名を超す大
所帯に。今では、学生たちが自主的に運営を行い、
積極的に八尾の色んな活動に参加してくれていま
す。 
 今年のフェスティバルでは、学生だけではなく、
30～40代の若手の実行委員も増やして、更に盛り上
げていきます！ 
 八尾市内には、たくさんの環境への取組みがあり
ます。高安山には、多様な自然環境が残されてお
り、絶滅危惧種であるニッポンバラタナゴが生息し
ています。また、中小企業もとても多く、企業の環
境活動も盛んに行われています。 
 そんな他の街にはない、八尾にあるたくさんの魅
力を、少しでも多くの方々に、環境という切り口で
発信できればと思っています。 
 第１部を10月25日(日)に西武八尾店を中心に開 
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催、第２部を11月８日(日)に大阪経済法科大学
花岡キャンパスにて開催を予定しています。        
 是非、一度お越しいただき、楽しみながら八
尾の環境を知ってください！ 

（フェスティバル第1部事務局 岡見 厚志） 
 

※日程については変更の可能性がございます。詳細な

情報については、環境アニメイティッドやおのホーム

ページや広報紙「河内の風」でお知らせします。 



   門は役割によって大きさや種類が異なっ 
   ています。用水の取水や水量調節、水を
分ける（方向を変える）などの役割があります。
大和川から水を引くために造られた樋門（築留
2番樋：近鉄大阪線安堂駅付近）や二俣分水樋
のように、長瀬川の水を3 (玉串川) 対2（長瀬
川）に分けるものもあります。 
 また、長瀬川、玉串川に設置された小さな樋
門は用水を取水するためにつくられたものです。 
長瀬川の14の樋門と玉串川の23の樋門から取水
された水路の行方をたどると恩智川、楠根川、
平野川、神武川へと流れています。 
 八尾市内を流れる川は毛細血管のような小水
路によって、つながっている様子が分かります。
先人の英知を結集して造られた水路は、地形を
生かして自然流下により田畑を隅々まで潤して
いたのです。 
（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２回 

 水路は八尾の宝物～樋門～  

樋 

『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 
 

築
留
2
番
樋 

▲ 二俣分水樋の位置図 玉串川・長瀬川 
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アート 
やっちゃお 

若者の 

声 語り継ぐということ 
    ～学生事務局を担当して～ 

   きいき八尾環境フェスティバルは前回 
   （2014年）で10周年を迎えました！ 
 10周年を迎えるにあたって、学生事務局は毎週
ミーティングを欠かさず行い企画運営を検討しま
した。また八尾の環境、歴史や文化について深く
知るために、フィールドワークも行いました。 
 私は今まで２年間学生事務局としてこの活動に
携わってきました。その中で環境啓発を中心とし
て様々な八尾の文化も包括して語り継ぐ、その取
組みの重要性を痛感しました。 
 前回のフェスティバル第１部では、巨大な塗り
絵を作ったり、八尾の地域や環境問題に関するク
イズラリーを行ったり、体を動かしながら環境や
八尾の歴史・文化に対して興味を持ってもらいま
した。 
 第２部では、河内木綿の綿繰り・糸紡ぎ、ネイ
チャークラフトやドビ流しを体験してもらうこと
で、実際に八尾で行われている活動をさらに深く
知っていただきました。 
  
 

い 

 「語り継ぐ」というこの言葉の重みを噛み
しめつつ、今後も環境のために、いま何が出
来るのかを考えていきたいです。 

(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２回生、山本 知麿さん） 

第13回やお市民活動まつり開催 
 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合八尾工場グラウンドにて 

     じまりは、2005年４月に「つどい」主催の 
   「やお市民活動 春の祭典」で出展した市
民活動団体が「やお市民活動まつり実行委員会
（主催）」を立ち上げ、同年12月に「第1回 やお
市民活動まつり」を開催したことからです。 
  第９回から行事名にした「アートやっちゃ
お！」の「アート」は、芸術という意味から「自
分のやりたいことを表現する」という広い意味で
捉え、多様な活動主体に“やっちゃお！”と呼び
かけています。 
 第10回からは、開催地を八尾工場グラウンドに
移し、自分たちの生活に関わるテーマであれば、
市民活動団体・地域活動団体・事業者・行政と
いったあらゆる活動主体が出展できるよう門扉を
広げ、かつ出展時の必要物品もすべて自分たちで
用意するという「自由な表現による参加と自主
性」を大切にしてきました。 
 現在は、出展数が50～70近くになり、地域の若
者の協力（上之島樂鼓会）なども充実し、出展者
の公益活動の意欲が生まれています。 
 市民活動は「何もない0から1を産み出す」こと
が役割であると思います。この行事はゆるやかな 

コンセプトから、みんなでふれあいと交流を
産みだす場を創ることが出来ました。これか
らも、この活動をきっかけに市民活動といっ
た公益活動を行う人や主体が生まれるために、
今後も春と秋の年２回開催をして行きたいと
思います。 
 
（NPO法人やお市民活動ネットワーク  
            新福 泰雅さん） 
  
           

は 

▲来場者も河内音頭を踊る 

5/10 
（日) 
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Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ 
 

ハッピー 
アースデイ 
大阪 

人が変われば地球が変わる 
 
 環境問題を初めとした地球規模の問題につい
て関心があるないに関わらず、地球環境問題な
どを身近な問題として捉え、何かしら行動を起
こしてもらえるような場として、誰もが気軽に
参加できるのが『ハッピーアースデイ大阪』で
す。 
 ハッピーアースデイ大阪は学生主体で運営し
ており、企画が盛りだくさんです。約150団体
をお呼びし、自然素材・フェアトレード・有機
食品をテーマとした「マーケット」、運動・工
作・ゲームを通して学ぶ「体験型学習」を行っ
ています。 
 また、イベント会場で飲食の出店も多く並ん
でおり、参加者にマイ食器を持ってきてもらう
よう呼びかけを行うことで、できるだけごみを
ださないようにする意識を持ってもらえるよう
働き掛けをしてします。 
 地球を良くするには自分が変わる必要があり
ます。何かしたくてモヤモヤしている人、誰か
と繋がりたい人、そのような人たちが自発的に
行動を起こし、交流をするようになる。その
きっかけを作りたいと思っています。 

（ハッピーアースデイ大阪実行委員会  
学生事務局長 円山 洋輔さん）  

なつかしい昭和の風景 

 地面がアスファルトで舗装され、自転車やベ

ビーカーでも通りやすく便利になりました。 

 でも「土」が少なくなった事に寂しさを覚え

ます。虫やミミズを見かけることも減りました。 

 自分が小さい頃、家の前で泥んこ遊びをした

り、たんぽぽを摘んだり、飼っている金魚が死

んだらお墓を掘ったりした記憶があります。 

 我が子はそんな経験は、あまりありません。

公園に行っても泥んこ遊びは周りに気を遣って 

いたし、プランターで花や野菜を育てたりして

いました。 

 昭和の頃どこにでもあった風景は、今や探さ

ないと見つけられないのかな。 

 土や木々や風の匂いを感じられる空間を子ど

もたちに与えるにはどうすればいいのでしょう。 

便利さと引き換えに失ったものが「自然」なん

だろうかと考えます。 

（竹元 紀子さん） 

「Moon cafe」 

・店名：Moon cafe 
・住所: 八尾市陽光園2-6-32 
・営業時間：モーニング：5:00～11:00 
      ランチ：11:00～14:00 
      カフェ：14:00～17:00 
      ディナー：17:00～24:00 
・定休日：水曜日 
・電話：072-924-3515 
・ご予約メール：moon@cafe.zaq.jp 
・FaceBook：「ムーンカフェ」で検索
（https://www.facebook.com/moon.since2014） 

「カフェで生ライブ？寄席？」 
 
 JR関西線八尾駅より北東へ徒歩５分。大きな月
の看板が目印のお店です。 
 ５時スタートのモーニングから、24時までの
ディナーと、いつの時間帯でも充実したフードた
ちがお出迎え。とくに自家製トマトソースを使っ
たパスタや自家製生地のピザが美味です。店頭販
売しているアイシングクッキーやベーグルも大人
気！ 
 Moon cafeのもう一つの顔が、定期的に行って
いるピアノやバイオリンの生演奏ライブや寄席な
ど。いつもすぐに予約がいっぱいになるほどの大
人気イベント。参加ご希望の方は、ぜひお早目に
ご予約を。 
 お店の２階はお座敷になっていて、パーティー
やお子様連れのママ会にもおすすめ。１人ごはん
から、ファミリーや仲間たちとの食事まで、どん
なシーンのご利用でも大満足間違いなし！今、八
尾で注目のcafeです。   (枡谷 郷史さん）    



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 

６／２２（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～ 

６／２０（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「八尾北部の
石造物を巡る」です。 

近鉄河内山本駅 
改札口集合 

近鉄服部川駅 
改札口集合 

午前9時30分～ 

高安山自然再生 
定期活動 

７／５（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。 

６／２５（木） 

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～ 

６／２７（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。
今回は自然を楽しみなが
ら、こけ玉を作ります。 

近鉄上ノ太子駅 
南側改札口集合 

午後１時～ 

楽しい環境活動支援金
２次選考会 

６／２８（日） 

八尾市役所本館 
8階 第2委員会室 

これからの八尾の環境活
動を担う団体のプレゼン
テーションです。 

「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 

６／１６（火） 

ニッポンバラタナゴ 
保護池の 
定期調査活動 

６／２１（日） 

午前9時 

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。 


