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No.

新シリーズ
環境アニメ活動

こぼれ話①
P.３
新シリーズ

発電機

～さらなる発展をめざして～
・多様な交流の場をコーディネイト
・会員の環境活動を広く発信
P.２

はちのじ
活動情報①
P.３

八尾の淡水魚
ニッポン
バラタナゴ

市民
環境講座
報告
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

活動
方針

～第13回定期総会にて決定～

今年度はどう変わっていく？

平成29年度の環境アニメイティッドやおは、
会員や事業に参加する方たちがいかにしてメ
リット・魅力を感じていただけるかということ
にこだわっていきます。
平成27年度から発足した「環境先進都市創造
プロジェクト」では、環境アニメイティッドや
おの本来の意義を見つめ直し、各事業の継続と
発展を目指すために、今年度から活動方針と活
動目標を新たにしました。また、環境アニメイ
ティッドやお会員の活動情報の発信や交流の場
をコーディネートすることにもこれまで以上に
力を入れていくことで、協議会として会員全体
をサポートしていくという体制を構築し、アニ
メイティッドやおに関わる様々な主体がメリッ
トや魅力を感じてもらえるような仕組みを作っ
ていきます。

市民
環境講座
報告

■

問合わせ先（事務局）

また今年度の楽しい環境活動支援金は、これ
までは、給付の上限が20万円でしたが、事業に
よっては上限を無くして支援をすることを検討
しています。詳しくは後日掲載する環境アニメ
イティッドやおや八尾市のホームページをご覧
ください。
（事務局）

木のぬくもりを感じた日
①２月25日(土)：一園一室の見学×ネイチャークラフト
②３月５日(日)：木でできる耐震「壁柱」×どうぞのいすを作ろう

平成28年度最後の市民環境講座のテーマは
「木育」でした。参加者のみなさまには、木に
ふれながら、木に囲まれながら、木の香りを楽
しみながら、木のぬくもりを感じていただきま
した。
①は東大阪市にある「くるみ保育園」の壁や
床などが木質化された保育部屋で、園長先生の
お話を聞くことができました。やわらかい木の
雰囲気と、木が「呼吸」することで適度に湿度
が保たれ、園児たちが健やかに成長していると
同時に今年はなんと、インフルエンザにかかっ
た園児が１人もいなかったらしいのです。すご
いですね。
②は住之江区平林にある「ウッディーパー
ク」と「アルブル木工教室」に訪れました。木
造住宅の良さだけでなく、その先にある防災・
減災といった生きるうえで重要なポイントを環
境という視点から伝えることができました。
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活動イメージ図

くるみ保育園
アルブル木工教室
どうぞのいすの制作では、参加していただい
た子どもたちや保護者の方も和やかな雰囲気の
なか、木材にトンカチで釘を打ったりなど、木
工らしい音が響き渡っていました。かわいいイ
スが作れたと皆さんに満足していただけました。
（事務局）

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

環境
アニメ活動
こぼれ話
①

「環境アニメイティッドやお」とは？
設立時の理念や名称の意味

はじめに (自己紹介とコラムの趣旨)
私は、2005(平成17年度)年から2009(平成21
年度)年まで丸５年間、事務局を担当させていた
だきました。
退職時に伝えられなかったことや引継ぎが出
来なかったことを反省しながら、当時のことを
まとめたコラムです。
皆様には「環境アニメイティッドやお」につ
いて、少しでも関心や興味を持っていただける
ように解説していきたいと思います。

はちのじの
活動情報
①

「環境アニメイテッドやお」は、多様な活動
主体をつなげる“扇の要”としての役割を果た
すため、みんなで環境活動に取り組み、かつそ
の活動が活発になるためにサポートを行うこと
を主眼にしていました。
当時の八尾市内では、活動をサポートし、つ
なげ、共に汗をかき、みんなで公益を生み出す
考え方や発想は珍しかったと思います。
この発想をもとに、「環境アニメイティッド
やお」が前には出ず、活動される方々が活き活
きと活動できるように縁の下の力持ちとして黒
子の役割に徹していたと思います。
その理念が「環境アニメイティッドやお」の
名称に込められています。名称にある「アニメ
イティッド」とは、アニメーションを語源とし
て「活き活きとした」と言う意味を持ちます。
「環境アニメイティッドやお」は“八尾で環
境のことが活き活きとしていく”と言う願いや
目標など思いがこもった名称なのです。
（市民会員 新福 泰雅さん）

学生団体「はちのじ」
八尾市の活動団体への積極的な参加

2017年3月17日、高校受験の合格発表が行わ
れる中、八尾市で子育て支援をされている
Thanks to Childさんの「わくわく教室」に参加
してきました。
地域の子どもたちと一緒にからだやこころを
動かしながら遊んだり、ご飯を食べたり、絵本
を読むこの教室。大学生が突然現れて、子ども
達にびっくりされないかなぁと少し心配でした
が、みんな優しい子で、すぐに仲良くしてくれ
ました。公園に散歩にしたり、おもちゃの片付
けをするなかで、途中からお父さん気分で自分
たち自身も笑顔に。個人的に一番印象的だった
のが、みんながお弁当を大事そうに食べる姿で
した。普段コンビニなどでご飯を済ましてしま
いがちですが、子供たちの姿を見て、ご飯を食
べるありがたさや、あたたかさを感じました。

今回この活動に参加して大切に感じたのは、
世代間のつながりでした。子どもが元気に遊び
まわれるのは、子どもを思う大人がいるから。
大人が笑顔になれるのは笑顔で子供が遊んでい
るから。少子化や、待機児童問題など、子ども
に関する暗いニュースが増えていますが、地域
が明るくなるためには子どもの笑顔が必要です。
将来自分が働き、親になる想像をしながら、未
来の八尾のために今学生としてできることを考
えていきたいと感じました。
（はちのじ 足立哲さん）
3

2017年度
自然楽校
の計画

活動するリーダーを育てながら、
自然環境を守り、高安山の森林整備をする

月
4月

日 程
22日(土)

奈良公園

5月

27日(土)

須磨離宮公園

6月

24日(土)

高安山山麓の自然

7月

22日(土)

鶴見緑地

8月

26日(土)

万博公園

9月

23日(土)

神戸森林植物園

10月

28日(土)

けいはんな公園

11月

25日(土)

高安山でツル採取とリース作り

12月

23日(土)

高安山でツル採取とカゴ作り

1月

27日(土)

京都植物園

2月

24日(土)

柏原市の間伐材にシイタケの植菌

3月

24日(土)

久宝寺緑地公園

2017年度
歴史楽校
の計画
月
4月
5月
6月
7月
9月
10月
11月
12月
2月
3月

活

動

真田山近くの
池のスッポン

八尾を含めた河内の名所・旧跡にふれ、
人々の暮らし振りや歴史に親しむ

日程
15日(土)
19日(金)
17日(土)
8日(土)
8月
16日(土)
21日（土）
18日(土)
16日(土)
1月
17日(土)
17日(土)

活
動
柏原市青谷、雁多尾畑地区
高貴寺から近つ飛鳥博物館風土記の丘
花園から瓢箪山へ
狭山池と河内西国四番札龍雲寺
休み
大和平群郡の村相撲
生玉神社から四天王寺
恩智道から高安山へハイキング
恩智川を下る
休み
東大阪小坂を中心に
未定

※「自然楽校」「歴史楽校」は都合により変更もありますので、ご参加いただく回の
「やお市政だより」をご覧になり、内容・集合場所等をご確認ください。
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天王寺動物園の
アコウの木

柏原黒田神社

大和川を歩く、川下へ

知っていますか？
～心合寺山古墳にある 巨大な桐の木の話～
しおんじやま

こふん

八尾市大竹地区にある心合寺山古墳には、
高さ15mほどの巨大な桐の木が２本残されて
います。そして、毎年４月後半から５月初旬
にかけて、薄紫色のキレイな花が木全体に咲
き、多くの人に楽しまれています。
昨年は４月中旬からの３週間で約3000人の
来館者があり、大にぎわいでした。
この桐ですが、70年ほど前に地元の方に
よって植えられたそうです。しかし、ここま
で大きくなると、普通はタンスの材料など木
材として切られることが多いようです。
でも、この桐は幸運でした。それは1966年
に心合寺山古墳が国の史跡になったからです。
史跡内は、勝手に木を切ることができないの
で、そのおかげで桐はすくすくと育ちました。

桐の花

ただ危機は続きます。2005年の当館の開館
に合わせて、心合寺山古墳が1600年前の姿に
復元されました。しかし、桐は本来古墳にはな
い木なので、伐採しては？という専門家の意見
があったのです。
でも、すでに地域で親しまれていたので、復
元された古墳と自然を調和させた形での整備が
決定され、桐が残り、現在に至っています。
今年は３月末時点で、すでに蕾をたくさんつ
けていますので、例年同様にキレイな花を見せ
てくれると思います。この時期限定の「心合寺
山古墳の桐」是非、古墳に来てご覧ください！
（八尾市立しおんじやま古墳学習館

福田

和浩さん）

【施設データ】

八尾市立しおんじやま古墳学習館

住
所
電
話
開館時間
休 館 日
駐 車 場

八尾市大竹５－１４３－２
０７２－９４１－３１１４
９：００～１７：００
火曜日
あり（ただし桐の時期は混雑するため
公共交通機関でお越しください）
アクセス 近鉄服部川駅から北へ徒歩30分、河内
山本駅から近鉄バス「瓢箪山駅行」で
大竹バス停下車徒歩６分

イーコラム

Ｅ-column

ヒトを育てること
９９

ここでいう主体性とは、そのヒトの成長やま
わりの環境の改善につながることに対して、主
体的に経験し、獲得しようと積極的に動いてい
るかどうかということです。
私は環境啓発において、その主体性を表に出
ヒトを育てる場ができているのか。現在の環
してもらえるきっかけが必要不可欠であると感
境で育つメソッドはそろっているのか。通勤途
じています。環境活動について何かの情報を得
中でスマートフォンで閲覧するSNSの記事や誰
たとしても、「そのヒトが動く人かどうか、動
かのブログのコラム、学生とのやり取りを読み
返しながら、そんなことを考える時があります。 いてくれそうかどうか」ということが重要であ
り、何かを変えよう、自分なりに良くしようと
私が仕事やプライベートで活動しているボラ
いう気持ちを持っているか、持ってくれそうか、
ンティア団体や、さまざまな人たちと話してき
ここまでをひっくるめて環境啓発なんだと思い
た中で、積極的に活動し、考え、主体性のある
ます。今後、できる限り、効果的な啓発を実行
人たちを見てきました。一方で、そうでもない
していきたいと思います。（新葉 一 さん）
と感じるヒトたちも見てきました。
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ご参加をお待ちしています！

４/２９
(土)

４/１５
（土）

４/１６
（日）

合同新入生歓迎会

４月のオススメ

環境にまつわる11団体による、合同の新歓です。
みんなで料理を作ったりゲームをしたりして親交を深めます。
時間

11：30～15：30

場所

アクトランドYAO

歴史・名所の再発見！
八尾ふるさと 歴史楽校
時間

9：30～15：00

場所

JR河内堅上駅改札口
集合・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、青谷から雁多尾畑
(かりんどおばた）まで巡ります。

ニッポンバラタナゴ
保護池の定期調査活動
時間 9：00～
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。

誰でも自然ハカセになれる！

４/２２
（土）

高安の森自然楽校
時間

10：00～15：00

場所

近鉄奈良駅噴水前
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。
今回は奈良公園を散策します。

山のレスキュー探検隊

４/２７
（木）

時間
場所

10：00～
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。

アウトドア派集まれ！

５/７
（日）

時間

9：30～

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。

４/24
（月）

地域密着型ラジオ番組

「情報プラザやお」放送
今年度の環境アニメイティッド
やおの活動方針について話を
します。
時間

12：00～、19：00～、23：00～

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

