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環境 
イベント 

 11/22(日)にいきいき八尾環境フェスティバル2017
が開催されました。今年は、アリオ八尾と大阪経済法
科大学での開催予定でしたが、フェスティバル当日は、
台風の影響で大雨暴風警報が…。残念ながら、大阪経
済法科大学花岡キャンパスでの催し物は午後からすべ
てが中止に。しかし、アリオ八尾では、室内がメイン
ということもあり、ひとつの企画を除いて、無事実施
することが出来ました。荒天にも関わらず、ともて多
くのお客様にご来場いただくき、各エリアの企画は大
盛況！各エリアの状況を簡単にご報告します。 

◆しぜんチーム：サンシャインコート 
       （1階インフォメーション前） 
 ここでは、名前の通りですが、八尾の自然について
知ってもらおうというエリア。大きな八尾市の地図に、
みんなで発見した八尾の生き物を付箋に貼って行きま 

いきいき八尾環境フェスティバルを 
開催しました。 
 

～テーマごとにたくさんの体験型ブースが登場！～ 

◆３Rチーム：レッドコート（ステージまわり） 
 ３Rの啓発、「ごみを減らしていこう！」というこ
とをテーマに、廃材を使った寄木のワークショップや
牛乳パックから紙すきで作られた紙に似顔絵を書いて
もらえるブースや、新聞でちぎり絵を作るブース、環
境のキャラクターのパッカーくんを牛乳パックから作
るワークショップなど、盛りだくさん！ 
 その中でも目玉になったのが、いらなくなった服の
交換会。単なる交換ではなく、どんな思い出のある服
なのかをメッセージとして書いて交換をします。そう
することで、大切に使おうという気持ちが生まれてき
ます。 
 ステージでは、ゼロスのショーや環境アニメの上映
などもしていたので、常にたくさんの人がおられまし
た。きっと、たくさんの方々に「もったいない！」の
精神が伝わったのではないかと思います。 

 台風の中でしたが、たくさんのブースでの展示や体
験などを通して、八尾のこと、環境のことを考える一
日になったと思います！ 
また、詳細は河内の風フェスティバル特集号にてご報
告しますので、お楽しみに！ 
 
（いきいき八尾環境フェスティバル実行委員会事務局 

岡見 厚志さん） 

す。最後の方にはたくさ
んの付箋が！水槽には、
実際に八尾に生息してい
る生き物たちが。こちら
は1週間展示をしていた
ので、多くの方に八尾の
自然を感じてもらえたの
ではないでしょうか。 

◆エネルギーチーム：ブルーコート1階 
         （北東側エスカレーター付近） 

 こちらは、エネルギー
問題についての啓発エリ
ア。大阪ガスや関西電力
などのエネルギーに関す
る企業が出展をしてくだ
さっていました。 

◆歴史文化チーム：ブルーコート3階 
        （北東側エスカレーター付近） 
 ここでは、八尾の歴史文化を体験や展示を通して
知っていただきました。八尾とゆかりのあるお能の面 

に触れられるブースや、
むかし遊びのコーナー、
発掘体験など。普段は見
たり、触ったりすること
のできないものを見て、
子どもたちはとっても楽
しそうに歴史について
知ってくれていました。 

◆食と健康チーム：オレンジコート 
        （フードコートの北側） 
 こちらは、地産地消の観点から八尾の枝豆農家さん
を取材して、聞いたレシピや農業の様子を展示したり、 

お弁当のゲームを通して
栄養のことを考えてみた
り、体にいい食品を実際
に販売したりと、生活に
密着した情報が盛りだく
さんになりました！ 
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環境 
アニメ活動 
こぼれ話 

⑧ 

はちのじの 
活動情報 

⑧ 

※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。 

 「環境省生物多様性保全推進支援事業」は、
報告書を提出し、翌年度に交付金が出るため、
年度中は事業資金が不足し、どうしたら良いか
と環境アニメイティッドやお（以下、「当協議
会」）の職親（おやじ）たちは考えました。 
 会員である近畿労働金庫の融資制度を活用し、
当協議会と表裏一体の組織「特定非営利活動法
人グラウンドワーク八尾」が申請し、２ヶ年度
に渡って融資を受けました。担保は環境省から
採択された通知文、保証人は申請団体の菅代表
理事と美馬理事でした。 
 菅代表理事は「経営者は印鑑の重みを知って
いる。」と契約書に判を押すと必ずやり遂げな
いといけないこと等、経営者の姿を見せていた
だきました。元事務局の越道氏は、「出来ない
ことを考えるより、どうしたら出来るかを考え
よう！」「事業が失敗しても、相手との信頼関
係を築ければ、それは成功！」など、労働組合 

で培った、つながりづくり・協働・環境活動の
本質を教えていただきました。越道氏との出会
いがなければ、今日の私はありません。私の八
尾の出発点であり、私の師匠です。   
 加納先生は、ニッポンバラタナゴや自然再生
の研究家として、研究で得た知見で実践し公益
を産み出す市民活動家として、またNPO法人の
運営者・経営者の大先輩として、厳しく教えて
いただいた環境活動の恩師です。 
 自然環境との親しみ方を教えてくれた齊藤さ
ん、親身に相談にのってくれた東郷先生。能塚
先生や橋本先生、温川さんに美馬さん、山本副
市長。村田さん、澄川先生。ビオトープで人と
の輪が生まれるのを見せてくれた塚口先生。兄
弟子の太田事務局長。お母さんもたくさんいま
す。私は本当に人に恵まれ、たくさんの職親
（おやじ）に育てていただきました。 

（市民会員 新福 泰雅さん） 

八尾の「職親（おやじ）」 
          たち 

 11月3日と4日に、市民環境講座として「自然で奏でる
エコライフ」が開催されました。団体として初めて市民
環境講座の企画に参加。企画の構想段階で子どもたちと
したいこと、子どもたちに伝えたいことを自由に提案さ
せていただきました。 
  健康子育て支援団体すまいるさん、八尾市立リサイク
ルセンター学習プラザめぐるさんといった、普段やん
ちゃな子どもたち相手に活動されている方々と一緒に企
画を行ったことで、準備はミーティングを通じてスムー
ズに進んだように感じます。私達自身キャンプ企画の経
験などもありませんでしたが、それぞれつながりを持っ 
ているイベント・活動などからヒントを得て、各自の持 

 子どもたちが楽しむキャンプでしたが、私達が一番楽
しんでいたかもしれません。普段の生活ではできない事、
環境について初めて知る事を通して、子どもたちの表情
はどんどん変化していました。子どもたちの素直な反応
に、気づいていなかった発見も沢山ありました。準備か
ら当日まで終始楽しく参加させて頂きました。 
 子どもたちにとって環境のことを考える楽しいきっか
けとなっていればとてもうれしいですし、私達自身も新
たな経験ができた充実した時間でした。みなさんありが
とうございました。 

（学生団体はちのじ 松田 莉奈さん） 

市民環境講座 
「自然で奏でるエコライフ」を終えて 

ち味を結集した企画
になったと思います。
豪華ラインナップの
ご飯作りの打ち合わ
せは時間帯が夕食時
だったこともあり、
お腹を空かせながら
当日が楽しみになる
ひと時でした。 

 当日は、ＮＰＯ法
人ＮＡＣのキャンプ
リーダーの方々、環
境アニメイティッド
八尾広報委員の竹元
さんにもお手伝いい
ただき、現場に立っ
て出てくる課題をカ
バーしながらの運営
でした。 
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高安 
薪能 

～素晴らしい夕景に夕日が落ちる中～  
今年も玉祖神社で開催！ 

 10月９日、本年も高安薪能が行われました。 
 
 １部は、旧中高安小学校で講座がありました。
復曲「高安」のビデオを観た後、各講師による
『伊勢物語』原文にある「けこ」についての笥
子・家子の検討や民俗学的にみた 「うつは
物」 に関する考察。また、間(あい)狂言の役
割についてなどの話がありました。 
 ２部は薪能会場の玉祖神社へ移動しました。 
バスで行く人、ボランティアガイドによる能関
係伝承地を訪ねながら歩いて行く人などがいま
した。 
 玉祖神社では17時開始、例年通りのプログラ
ム、祈祷・玉串奉納・火入れ式(薪)がすむと、
能が始まります。 
 今年の曲目は「弱法師」、解り易い解説が観
客の関心を呼び、評判がよかったです。 
  

  
 弱法師の主題は、紅い夕陽に極楽浄土を祈る
日想観(にっそうかん)です。 
 作者は観世元雅、彼は高安山山麓を歩き、風
景、習慣、気候、経済状況とすべての環境を知
り、夕陽の美しいこの地を「弱法師」の舞台に
選んだのではないでしょうか。 
 19時を過ぎた頃、幽玄の舞台は近隣の山々
に響き渡る笛の音とともに終演となりました。 
 

（坂上 弘子さん） 

自然で 
奏でる 

エコライフ 

 当日は好天だった
ので、素晴らしい夕
景に夕陽が落ちてい
きました。 

 実施日：11月3日～4日 
 小学生８名、中学生１名、就学前児童２名の参加 

 特に意外だったのが、子どもたちは火を扱うことに

興味深かった様子で、火につきっきりの子たちがたく

さんいました。普段、火を扱うことがないのか、薪を

燃やしたり、うちわであおいだりすることがとにかく

楽しそうでした。そんな普段体験できないことを通じ

て、里山の現状や間伐の意義などを体感していただけ

たかなと思っています。 

（事務局） 

子どもたちへ伝える 自然体験 

 子どもたちを対象に市民環境講座を実施しました。 
 企画内容としては、非常に盛り沢山な２日間で、朝
は焼き芋の落ち葉集めから始まり、昼は竹の間伐体験
やエコ楽器を作ったり、夜は天体観望会を実施し、星
座早見板や双眼鏡の使い方について、自然体験を通じ
て学んでいただきました。 

http://www.takayasu-noh.com/wp-content/uploads/2017/10/005.jpg
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Ｅ-column 
イーコラム 

～環境保全に取り組む企業 ～ Vol .10（最終回） 

 株式会社 松ちゃん給食 
株式会社 松ちゃん給食 

住所：八尾市相生町1-8-43 

ＨＰhttp://www. macchan.ne.jp 

 

 2017年に60周年を迎える歴史ある会社で、
幼稚園・小学校・中学校の学校給食、企業の給
食弁当などを製造されています。 
 2007年に食の安全の国際規格ISO22000も認
証取得されていて、食に対する「安心・安全」
の取り組みを徹底されています。また、それが
環境にも優しい取り組みになっています。 
 
 例えば、「すいすい活動」。いわゆる３Ｓ活
動のことですが、各職場間で実施していること
を発表、共有し、働きやすい職場の実現を目的
にしています。「ムリ・ムダ・ムラ」を減らす
ことが環境にも優しいという基本的な取り組み
ですね。 
  
 

 他にも興味深い取り組みをされています。学
校で残ったパンなどの残食を回収し動物用の飼
料へ。それが京都のブランド豚の餌として利用
され、また美味しい豚肉となって私たちが食べ
る。このような食環境のリサイクルシステムを
形成されています。もちろん、食べ残しゼロが
一番ですが、可能な限り良いことを追求するこ
とが大切だと思いました。 
 
 「虫」がついた野菜の話もすごく印象に残っ
ています。現代の風潮として見た目がキレイな
野菜が好まれ、虫がついた野菜は嫌がられます。 
給食を作る上でも、虫がたくさんついている野
菜は返品するそうです。でも虫がついている野
菜は、必要以上の農薬が使われていないなど安
心な野菜である証拠です。 
 
 つまり環境にも負荷が少ない野菜であるとい
うこと。社会がこういうことにもう少し寛容に
なれば、安心・安全な野菜がもっと食べられる
ようになり、環境への負荷が少なくなっていき

ます。食と環境の関係性、実はすごく密接して
いると考えさせられました。 
 

   (枡谷 郷史さん） 

新たな「環境」にふれる 

 これは私が宮崎へ一人旅に出かけたときの話
です。 
 ２月の冷たい雨が降る中、バス停の屋根で雨
宿りをしていました。そこにいた１人のおっ
ちゃんと話が弾みました。私が奈良県出身だと
いうことを言うと、おっちゃんの友だちが奈良
で教師をしていたことを話してくれました。 
 私自身、宮崎とは全く縁もゆかりもないと感
じていましたが、おっちゃんの話を聴いて少し
親近感を覚えました。あと、宮崎市と奈良の橿
原市は姉妹都市であるということも教わりまし
た。これまた驚きでした。  

 普段とは違う「環境」に出ていくことで、新
たな発見の連続でした。 
 確かに住み慣れた環境に長く身を置くのも良
いですが、こうしてたまにその「環境」を離れ
てみてはどうでしょうか。自分とは異なった
「環境」に触れることで、自分の人生において
変化が生まれることでしょう。 
 

（学生団体はちのじ 久保 遥菜さん） 



甘 

ご参加をお待ちしています！ 

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 

11/27 
（月） 

「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

11月3・4日に行われた市民環境講座
「自然で奏でるエコライフ」の様子を
振り返っていただきます。 

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。 
今回はツルを採取してリースを 
作ります。 

11/25  
（土） 近鉄服部川駅改札口 

集合・解散 

10：00～15：00 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 

9：30～ 
12/3 
（日） 

時間 

場所 

12：00～、19：00～、23：00～ 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  

11/19 
（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 

9：00～ 

ニッポンバラタナゴ 
保護池の定期調査活動 

場所 

時間 

時間 

場所 

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 

10：00～ 
11/23 
（木） 

時間 

場所 

11/3(金) 
～18(土) 
休館日、11(土)除く 

しおんじやま古墳学習館 
 秋の特別体験企画  
「はにわスノードームづくり」 

9：30～15：00 
 （11:30～13:00は受付休み） 

八尾市立しおんじやま古墳学習館 

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、高安山を登ります。 

11/18 
（土） 近鉄恩智駅改札口 

集合・解散 

9：30～15：00 時間 

場所 

材料費：700円 

10 種類のミニはにわと 
勾玉をガラス瓶に入れて、
かわいいスノードームを
作ります！ 


