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ビオトープ 

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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2016 
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環境 
イベント 

■ 問合わせ先（事務局） ℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/                  

 ～今年のキャッチコピーは～ 

   やっぱり  八尾が好き ！  

 10月23日（日）開催の「いきいき八尾環境
フェスティバル2016」、今年のキャッチコピー
は「やっぱり八尾が好き」に決定しました。み
なさんにとって八尾はどんな場所ですか？ 
 
◆今年は３会場で開催 
 今年は近鉄八尾駅近くの西武八尾店、アリオ
八尾、自然環境豊かな大阪経済法科大学花岡
キャンパスの３会場を一挙に使い、開催いたし
ます。 

学校 
ビオトープ 

「ビオトープ＆野外調理体験交流会」 

 これまで、ビオトープ体験としては、花の苗
の植え替え、池や水路の観察、手作り遊具体験
など、野外調理ではキーマカレー、ミネスト
ローネ、ぐる煮や、餅つき、ピザ作り、流しそ
うめんなどを体験していただきました。 
 今回は、稲刈りや畝づくり、秋野菜を使った
野外調理などを体験していただこうと計画して
いるところです。（詳細は未定） 
 この記事をご覧いただいている頃には、詳細
を‘環境アニメイティッドやお’のホームペー
ジにアップしておりますので、それをご参考に、
どうぞ、ふるってご参加下さい。なお、右の写
真は昨年秋の交流会の様子です。 

（塚口 倫生さん） 

◆各会場の目玉企画をご紹介 
 西武八尾店では、『八尾のエコものづくり』
と題して、様々な体験ブースが開かれます。ネ
イチャークラフトや紙すき体験など、親子そ
ろってご参加いただけます。 
  
 アリオ八尾では毎年恒例、『地球戦士ゼロス
ショー』が行われます。「環境破壊ゼロ」「公
共マナー違反ゼロ」「犯罪ゼロ」の三つのゼロ
を目指し、今年も子どもたちに熱いメッセージ
を届けます。 
  
 大阪経済法科大学花岡キャンパスでは、ふれ
あい池にてドビ流しを実施。大人も子どもも楽
しめる企画が、他にもたくさんございます！ 
 

日時：10月15日(土)  午前10時～午後１時 
場所：八尾北高等学校南側の第二グランド 

通算 
25回目 

お問い合わせ・申込先  
八尾北高校ビオトープ委員会（担当：塚口 070-5509-3471） 
お申し込みは、FAX：072-998-6345（八尾北高校）まで 

 10月23日は、ぜひいきいき八尾環境フェス
ティバルへお越しください！１日ぐるっと回っ
て、改めて八尾の好きなところを実感してみま
せんか？？ 

（はちのじ 坂倉 珠理さん） 
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今年は、９月17日（土）、18日（日）に行われます。 

ＦＭちゃお取材日記より（６） 

 「河内木綿まつり」 
八尾の 
見どころ 

八尾と 
能楽 

 俊徳道(俊徳丸が通ったと伝えられる道) 
高安地区の山畑～若江～小阪～俊徳町(近鉄俊徳
道付近)～生野御勝山～四天王寺。 
 
俊徳丸鏡塚：服部川の総池上方、山畑にある６
世紀の横穴式後期古墳が俊徳丸の塚と伝えられ
ている。         (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 

能曲『弱法師(よろぼし)』（６） 
～高安地区に関する物語～ 

 現時点では伝説上の人物、俊徳丸を主人公に
した物語です 
 
 あらすじは、山畑(やまたけ)の高安通俊(みち
とし)夫妻には子がないので、信貴山に願をか
け男の子、俊徳丸を授かります。 
 俊徳丸は賢く美しく育ちますが母、通俊の妻
は亡くなってしまいます。すると、父の通俊は
すぐに後妻を迎えますが、世間の陰口に耐えか
ね、俊徳丸を追い出してしまいました。 
 しかし、通俊は後悔の念にかられ、四天王寺
で「施し(ほどこし)」をします。そこに現れた
盲目の青年が息子の俊徳丸とわかり、山畑に連
れて帰ります。 
 
 この物語は能楽以外に、浄瑠璃・歌舞伎・説
教節・河内音頭などで演じられています。 
 

“河内木綿伝習所”さんによる 
綿繰りと糸紡ぎ体験です！！ 
 
私が行った時には、子どもさんが 
一生懸命綿繰りをしていて、とても楽しそうでしたよ。 
綿繰りは、お子さんでも簡単にできるんですが、 
糸紡ぎは難しい＞＜ 
なかなか均等で綺麗な糸が出来ないんです…。 
私もチャレンジしましたが、ダメダメでしたね(＋＋)でも、
綺麗に紡げた瞬間はスーっと気持ちいいんです！！ 
またチャレンジしたいですね(＾＾) 

「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。 
 

 
をコンセプトにお届けしています♪ 

「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。」 
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八尾バル 

河内木綿 
まつり 

今年度も 
八尾市内学校園の環境活動を表彰♪ 

 「環境アニメイティッドやお」は、毎年市
内学校園の環境に配慮した取組みについて、 
 
① その取組みに特色や継続性があるか、 
② 児童・生徒たちが主体的になって活動し 
  ているか、 
③ 地域を巻き込んだ活動になっているか、 
などを基準として審査を行っています。 
 
  そして、上位３校(園)へは賞状を渡しにそ
れぞれの受賞校(園)に赴き、表彰を行います。 
平成28年度の表彰校は、右の表の通りとな
りました。（平成27年度の取組み内容につ
いて審査を行いました。）（事務局） 
 

環境配慮 
の 

取り組み 

幼稚園部門 小学区部門 中学校部門 

金賞 安中幼稚園 曙川小学校 東中学校 

銀賞 北山本幼稚園 曙川東小学校 桂中学校 

銅賞 永畑幼稚園 龍華小学校 曙川中学校 

河内木綿まつりへGO！ 
～河内木綿のすべてを体験しませんか？～ 

 毎年、河内木綿の綿が吹く季節に合わせて、

資料館をはじめ市内８ヶ所の会場で河内木綿

まつりを開催させていただいております。 
 
 皆様のお陰を持ちまして、今年で第８回目

を迎えさせていただくことができました。本

当にありがとうございます。 

 今年は、９月17日（土）と18日（日）の２

日間開催致します。 

  

 河内木綿まつりでは、各団体の協賛を得て、

広く市民に河内木綿の魅力をアピールするた

め、さまざまな催しを行います。河内木綿の

実物資料や復元作品の展示をはじめ、河内木

綿関連商品の販売、綿を使ったマスコット作

りなどのメニューがあります。 
 
 また、綿摘みから綿繰り、糸紡ぎ、型彫り、

藍染め、機織りまで、河内木綿の製作工程が

すべて体験できます。 

 是非、この機会に綿や木綿に触れてみては

いかがでしょうか。皆様のお越しを心よりお

待ち申し上げております。 

                

（八尾市立歴史民俗資料館 李 熙連伊さん） 

 

 「河内木綿まつり」お問い合わせ先 

八尾市立歴史民俗資料館（火曜日休館） 

℡：072-941-3601 

い  ひよんい 
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Ｅ-column 
あなたにとっての 
『地元』とは？ 

 皆さんにとって、地元とは一体どんな場所で
しょうか？一番長く人生を過ごした場所、家族
が住んでいる場所、自分が生まれた場所。人に
よって様々な解釈ができると思います。 
 そう考える中でも、私にとっての地元は、
『帰りたくなる場所』であります。その場所に
帰ると無条件に落ち着く。幼なじみや仲間と
会って、バカ騒ぎできる。家族がいて、なんの
気も使わずに話ができる。 

 そこが、単に生まれた場所でなくとも、本当
に帰りたいと思える場所。そんな地元を構成す
る環境 (まち・自然・ひと・思い出など)を再確
認し、大切にする。 
 そんな中で育まれる『地元愛』が広まってい
けば、人と地元との繋がりが強まり、よりよい
社会になっていくと感じています。一度、みな
さんにとっての『地元』を考えてみてください。 

（ はちのじ 足立 哲さん） 

イーコラム 

カネエム工業株式会社 
住所：八尾市泉町1-93 
ＨＰ：http://www.kanem.com 
 

～古き良き美を蘇らせる～  

NPO法人河内木綿藍染保存会 
河内木綿とは？  
 宝永元年（1704年）、大和川の付け替えにより
開発された新田で綿の栽培が盛んになり、そこで
作られた製品が「河内木綿」と呼ばれ、西日本は
大きな産地となりました。 
 しかしながら、明治時代に入ると、紡織機械に
よる大量生産が主流となった時代の流れの中で、
「河内木綿」は姿を一度消すこととなり、古布市
場で珍重されるようになったそうです。 
 

古き良き美の復元、伝承 
 NPO法人河内木綿藍染保存会では、古き良き
「河内木綿」の藍染の美を現代に蘇らせ、さらに
その技術を伝承することで、文化の振興を実現す
ることを目的にされています。 

伝統を紡ぐ 
 「河内木綿」の藍染を復元、伝承を行うと共に、
河内木綿の栽培でも伝統文化を広げようと、中央
環状線沿いの佐堂町の交差点にある「コットン
ロード」では、近隣小学校の子どもたちや近隣住
民と一緒に綿の栽培・収穫を継続して行っておら
れます。 
 そこで収穫された綿は、綿繰り・綿打ち・糸紡
ぎなどの工程を経て、糸になり、布となっていき
ます。手作業のため、非常に手間はかかりますが、
これが伝統・文化のつまった「河内木綿」の伝承
です。 
 ９月22日（木）10時からは、「コットンロー
ド」で、年に１回の河内木綿収穫祭が行われます。
今年の河内木綿がどれだけ収穫できるかを見たり、
糸紡ぎされている工房を見学できます。 
 その他、９月17日（土）の河内木綿まつり、 
10月23日（日）のいきいき八尾環境フェスティバ
ルでも、「河内木綿」の藍染の美と伝統に触れ合
える企画があります☆是非、ご参加ください♪ 

               （事務局） 

NPO法人河内木綿藍染保存会 



ご参加をお待ちしています！ 

河内の風はこちらで 

９/17(土) 
９/18(日) 

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 

９/２６ 

（月） 
「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

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。 

山のレスキュー探検隊 

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。 

大阪経済法科大学 
本部棟前集合・解散 

午前10時～ ９/２２ 
（木） 

時間 

場所 

誰でも自然ハカセになれる！ 

高安の森自然楽校 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。 
今回は高安山立石越え、高安山 
レーダー付近を散策します。 

９/２４ 
（土） 近鉄服部川駅改札口

集合・解散 

午前10時～午後3時 時間 

場所 

アウトドア派集まれ！ 

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。 近鉄信貴山口駅 

改札口集合・解散 

午前9時30分～ 
10/２ 
（日） 

時間 

場所 

正午～、午後7時～、午後11時～ 時間 

ただいま、アニメイティッド会員募集中！                                                

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                                                 

■問合わせ先 環境アニメイティッドやお事務局 ℡：072-924-9359  

９/１８ 
（日） 

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。 近鉄服部川駅改札口集合 

午前9時～ 

ニッポンバラタナゴ 
保護池の定期調査活動 

場所 

時間 

河内木綿まつり 

歴史民俗資料館・藍工房村西・安中新田会所跡旧植田家住宅 
環山楼・しおんじやま古墳学習館・ええショップいろどり（アリオ2F） 

午前10時～午後4時 時間 

場所 

綿繰り・糸紡ぎ体験や綿を使った工作体験など 
いろんな体験ができますよ♪当日直接会場にお越し下さい♪ 
※17日のみのイベントもございますので、ご注意ください。 

今月のオススメ 

歴史・名所の再発見！ 

八尾ふるさと 歴史楽校 
名所・旧跡に触れ八尾の歴史
に親しんでいきます。 
今回は、神宮寺地区から神立
地区までの高安山ろく周辺を
巡ります。 

９/１７ 
（土） 近鉄法善寺駅改札集合 

玉祖神社解散 

午前9時30分～午後3時 時間 

場所 

河内木綿まつりイメージ
キャラクター「わたやん」 


