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自然楽校の齊藤さんが本を出版されました。
自然の話がいっぱい詰まったオールカラー版！
他では見れない珍しい記事もいっぱい！
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環境保全に
取り組む
企業⑦
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八尾の特産物

ハブラシ
ホンドモモンガ

募集！
環境活動
支援金
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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

～盛りだくさんな企画～
ハッピー
12,000人以上が来場！
アースデイ
3/25(土)
大阪
3/26(日)

３月25日・26日、久宝寺緑地にて行われた
ハッピーアースデイ大阪2017が、無事に終了
しました！
今回のテーマは「ぼくらの未来地図」という
ことで、今まで以上に学生らしさを出すことが
できたアースデイになったのではないかなぁと
思います。
心配していた雨も、２日目にちょっと降って
しまいましたが、２日間のほとんどを晴天で終
えることが出来ました◎
今回のハッピーアースデイ大阪はとにかく盛
りだくさん。出店は76店舗、企画数は50以
上！からだとこころと地球にやさしい出店者さ
んと、来場者の方がゆっくり笑顔でお話しして
いるのが印象的でした^^
ハッピーアースデイ大阪へのお問い合わせは
♪info@happy-earthday-osaka

環境活動
支援金

また、学生×社会人のディスカッションや、
みんなの夢を書いて結んだ「アースデイみらい
ちず」、そして学生が作詞作曲を行ったアース
デイテーマソングを含む４曲を演奏してくれた
「アースデイバンド」も、テーマにぴったりの
企画になりました！
特にテーマソングは、一度聞いてしまうと耳
からメロディが離れなくなります♪笑
みなさまのおかげで、笑顔がいっぱいのハッ
ピーアースデイ大阪2017にすることができま
した！
また来年度ももっとパワーアップしたハッ
ピーアースデイ大阪をみなさまにお届けしたい
と思っていますので、お楽しみに^^
（ハッピーアースデイ大阪実行委員会
学生事務局長 小副川 楓さん）

応募を開始しました！

「環境アニメイティッドやお」では、環境に
関する活動をしている団体やこれからしようと
考えている団体の優秀な活動企画に、支援金の
給付や活動に対するアドバイスなどの支援を
行っています。
詳細は、当協議会のホームページ、または市
役所・各出張所・コミセン・図書館・つどいに
設置している募集要項をご覧ください。
環境アニメ

昨年度の応募団体
のプレゼン風景
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■

問合わせ先（事務局）

■募集概要■
募集期間：5/1（月）～5/31（水）
支援金額：一団体あたり20万円（目安）
一次選考：書類選考
二次選考：プレゼンテーション審査

℡：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
②

研究会時代の蓄積が戦略となる
研究会で八尾のシンボル・高安山を見つける

高安山からの眺め

前回は「環境アニメイティッドやお」の理念
とその名称についてまとめました。
今回は、なぜそのような名称や理念に行き着
いたのかお話します。この名称と理念は、現在
の協議会の前身である研究会時代の２年間の中
で決まっていきました。
私は、2003年（平成15年）７月から、毎月
１回開催する研究会に参加し、議事録作成で関
わらせていただきました。
研究会は、八尾の中小企業の事業者が地域貢
献として何が出来るか、また環境活動で何が出
来るかを考え行動するために、様々な方が集
まって発足したとお聞きしています。

はちのじの
活動情報
②

研究会では、当時の八尾の現状を調べ理解し
ながら先進事例も学んでいきましたが、私が印
象に残っていることが２つあります。
ひとつは、八尾で多くの環境活動がある中、
まとめ役、つなぎ役になるコーディネートを行
う団体や機能が当時はなかったことです。
もうひとつが、静岡県三島市のNPO法人グラ
ウンドワーク三島が、イギリスのグラウンド
ワーク方式として富士山をシンボルに市民、事
業者、行政が手を組み、パートナーシップ(協
力関係)を生み、協働し、三島市の源平川を再
生したと言う事例でした。
八尾でもシンボルを探すことになり、そのシ
ンボルに値するのが高安山でした。
この研究会時代の蓄積が、のちの「いきいき
八尾環境フェスティバル」や高安山での活動に
つながることになります。研究で得たことを戦
略にし、実践へと向かいました。
（市民会員 新福 泰雅さん）

「八尾ふるさと歴史楽校」に参加！

2017年４月15日、過去の歴史から八尾につ
いて考える「八尾ふるさと歴史楽校」に参加し
てきました。今回は八尾市のすぐ隣の柏原市の
青谷・雁多尾畑(かりんどおばた)で、古代製鉄
の地の名残を辿る旅。八尾にも製鉄の遺跡はあ
るそうですが、この地域は、古代の製鉄技術に
必要な火をおこし続けるための強い風が吹く土
地柄で、製鉄の守護神が祭られている神社を始
め、各地に製鉄にまつわる史跡がたくさん残っ
ているとのこと。
パワフルな坂上さんのガイドのもと、総勢60
人の方と歩いていきます。これがなかなかの道
のりでした。参加者の方々は、急な坂道も何の
その。私は最年少にも関わらず息を切らしなが
らついて行きました。神社やお寺、お墓や古墳、
普段は入れない特別な場所まで。歴史に詳しく
なくても坂上さんを始め歴史の先生方からのお
話で、どんな場所も面白い見方に変わります。

また歩いている途中に、道端で見つけた春の
植物や面白い発見など、小さなきっかけから会
話が広がって終始和やかな雰囲気。最初のうち
はとても緊張していたのですが、おかげで私も
少しずつ参加者の方とお話できました。
自分の住んでいる地域について歴史の面から
考える機会として、楽しくかつ、好きな時に気
軽に参加できる場であるだけでなく、そこで感
じたこと・思ったことを共有して、会話から自
然につながりができる場。そんな２つの魅力を
持った素敵な活動だと感じました。
（はちのじ代表 松田 莉奈さん）

※学生団体「はちのじ」とは・・・八尾を拠点に活動する学生団体で、週に一度のミーティングで企画を考えたり、 八尾のイベントに参加
したりとなど、活動は盛りだくさんです。
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出版
しました

さいとうさんの“自然観察の話の種” 1

自然楽校の齊藤侊三さんが「さいとうさんの
“自然観察の話の種”」を発行されました。
自然楽校や山作業の休憩中に話をしてきた内
容をまとめた本です。「い～わ河内の風」に10
回掲載した内容はA４の半分のサイズでした
が、追加した植物など１頁１話で12項目をはじ
め、朝日カルチャー、日本セカンドライフ協
会、NPO自然と緑の自然観察会などで、1日を楽
しく過ごしてもらうように話をした内容です。
植物や自然の“話の種”はガマの穂の子、カ
ミナリの屁、カワセミ、キウイとＱ、シゴクは
四と五から、セマルハコガメ、ミツバチの巣、
鯨の墓、門構えの字など82項目です。
案内のとき面白いと反響があったことをまと
めました。ネイチャークラフトは自然楽校で教
えた簡単にできるクラフトの作り方を取り上げ
た内容など15項目の話題を集めています。地
図・地形の話など、今までの書籍では見当たら
ない記事がほとんどです。

ECO～る
∞
KEIHO

クローバーの
“妖精のホルン”

価

格：2500円＋税＋送料
（オールカラー180ページ）
■購入方法■
住所、氏名、部数を書いて
「文教出版」のFAX（06）6535－4684
又は Eメール r.Takagi@f2.dion.ne.Jpに。
出版社から、ご注文の書籍と請求書及び郵
便振替用紙を送りますので届きましたらお
振込みください。

ニッポンバラタナゴに春がやってきた～

みなさんこんにちは、大阪経済法科大学ECO
～る∞KEIHOの横川です。
昨年10月の「いきいき八尾環境フェスティバ
ル」では、恒例行事の「ドビ流し」や「掻い掘
りで貝掘り大会」など、「ニッポンバラタナ
ゴ」の保全にご協力いただき、ありがとうござ
いました。
底樋まで水を抜き、殺風景な姿になってし
まった経法大のふれあい池ですが、今では水位
もすっかり元に戻り、睡蓮やガマは新たな葉を
広げ、緑豊かな姿を取り戻しています。
また、厳しい冬を池の底で耐え抜いたタナゴ
たちも、水温の上昇と共に、元気な姿を見せは
じめました。池の中をそっと覗くと、綺麗なバ
ラ色の婚姻色の出たオスたちが、せっせと縄張
り争いを繰り広げています。
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パラソルイチョウ

タナゴの産卵チェック

４月16日のふれあい池の定期調査では、
僅かですがタナゴの産卵も確認出来ました。
タナゴの活動が活発になるにつれ、今後ど
んどん卵は増えていくことでしょう。
桜も終わり、すっかり暖かくなってきま
した。タナゴの繁殖シーズンはこれからが
本番。５月、６月の定期調査には、ぜひお
越しください。バラ色のタナゴたちがみな
さんをお待ちしています。
（ECO～る∞KEIHO 横川 正哉さん）

～環境保全に取り組む企業 ～ Vol .7

GREEN SPACE

GREEN SPACE
八尾市郡川3-75
ＨＰ：http:// greenpace1991.com/

昔は広い庭＝お金持ちの象徴？のようなイ
メージでした。しかし、今では、植物の成長を
見たり、収穫ができたり、変化を楽しむ。
たたみ一畳分のスペースがあれば5,6メート
ルの木だって植えることができる、というよう
に少しカジュアルに考えても良い時代になって
きたようです。
そのようなイメージが広がり、まちの中に庭
（＝緑）が増えると、地球だけでなくヒトにも
優しい環境になりますね。

お話いただいた辰巳兄弟 右が兄の耕造さん、
左が弟の二朗さん

近鉄信貴線の信貴山口駅から北西へ歩いて
約15分。「庭をつくる会社」グリーンスペー
スさんをご紹介。
古くから造園業が盛んな中高安地域で、祖
父→父親→辰巳御兄弟（現在）と受け継がれ
てきた家業。今では「庭づくり」という仕事
一本にこだわってされています。

「もしも植木屋がじぶんの庭をつくったら。
（http://green-space.jugem.jp/?eid=1143）」
というブログでも情報発信をされています。庭
を通して見える風景や、庭があればこういうこ
とができるなど、ぜひご参考に。
(枡谷 郷史さん）

基本的な仕事としては、
『依頼→打合せ→プランニング→材料調達→
庭造り→完成した庭の手入れ、管理』ですが、
庭づくりは終わりがなく、手入れをしていく
中で変化も成長もしていく。枯れるときもあ
るし、思っているより伸びたりすることもあ
るが、これは植物という自然と仕事をするか
ら味わえることで、そこにやりがいや楽しみ
を感じられるそうです。

環境保全と地域づくり

イーコラム

Ｅ-column

山の棲家

100

八尾を浮かべつつ（雑歌）
高安の里を流れる春の水 河内の風もさわやかさ増し
高安の燃え立つ山と里山と 地域づくりの思い重ねて

環境保全には様々な側面がありますが、居住
地とその周辺の清掃活動などはその身近な取組
として真っ先に出てくるものの１つです。
清掃活動は、最初はその周辺で、やがてはよ
り広く行われることになりますが、地域に対す
る愛着がその背景にあってこそ持続的に取り組
まれるものだといえます。
環境保全を支えるのも地域に対する愛着であ
り、環境保全は地域づくりとともに発展するも
のだとみることができます。

ニッポンバラタナゴの保護に含まれている生
物多様性の問題もまた、当面するその保護活動
とともに、それが地域の生活と結び付き、地域
の生活をより豊かなものにするということ（地
域に対する愛着）を内容にした地域づくりのな
かで検討していくべき事例として考えることが
できます。
環境保全は地域の生活を豊かにし、地域づく
りは環境保全を地域で拡大することになります。
（中河内の元住人、東郷 久さん）
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ご参加をお待ちしています！

５/１８
(木)

ハギレでスマホケース作り

オススメ

申込みは、電話もしくは八尾市立リサイクルセンター学習プラザ「め
ぐる」の窓口まで （TEL：９９４－０５６４）
時間 10：00～11：45
場所 八尾市立リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」

５/１９
（金）

５/２１
（日）

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

近鉄富田林駅改札口
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、高貴寺から近つ飛鳥風
土記の丘を巡ります。

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。

山のレスキュー探検隊

５/２５
（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。

誰でも自然ハカセになれる！

５/２７
（土）

高安の森自然楽校
時間

10：00～15：00

場所

山陽電鉄月見山駅改札口
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。
今回は須磨離宮公園を散策します。

アウトドア派集まれ！

６/４
（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。

５/22
（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
活動団体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

