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創造
プロジェクト

環境先進都市創造プロジェクト活動スタート！
環境アニメイティッドやおの新しいカタチ

環

境アニメイティッドやおの活動は、平成
14年（2002年）12月に「循環型社会のま
ち八尾をめざして」をテーマに企業、商店、高
校、行政（産業、環境、地域経営）が参加した
第１回目の会合から始まりました。
2004年12月に正式な協議会としてスタートし
て以来、いきいき八尾環境フェスティバルの開
催、広報誌「河内の風」の発行、高安の森自然
楽校、八尾ふるさと歴史楽校、高安山の森林整
備、ニッポンバラタナゴ保護、学校ビオトープ
、市民環境講座、環境活動の支援、ＮＰＯグラ
ウンドワーク八尾の設立等、いろいろな活動を
行ってきました。
11年経過した今、地域での認知度が高まるだ
けでなく、環境問題に取り組む他地域からも注
目されるようになりました。
一方、参画者の固定化と、活動の多様化によ
り本来の目的が不鮮明になるなどの問題も出て
きました。そこで、組織や活動の検証と改善を
図ることにしました。

12年目を迎え、さらなる飛躍へ
名称は、八尾市全体で目指していたテーマを
考慮して「環境先進都市創造プロジェクト」と
しました。
数回の議論の結果、プロジェクトが取り組む
ことについて主に二つのことを確認しました。
第一に、活動の活性化を図るために、会員・
非会員の人的交流と情報交換・情報共有ができ
る場を増やすこと。具体的には運営会議の時間
を短縮し、その後に交流会を実施する案が出さ
れました。そしてこの２月16日（火）の運営会
議後に会員向けに交流会を開催することになり
ました。詳しくは６ページの活動情報をご覧く
ださい。
第二に、環境アニメイティッドやおが本来目
指すべき方向を明確にさせることで、活動と組
織のあり方、財政的なことも含め継続して協議
することにしています。
（環境アニメイティッドやお副代表 美馬 徹）

市民
環境講座
３/17
(木)

自然環境と災害のハナシ
～地図は知っていた～

環

境アニメイティッドやおが実施する市民
環境講座とは、環境問題、環境保全の取
組みの現状を認識するとともに、環境保全に取
組む諸団体や市民と双方向で情報の発信・吸収
を行い、交流を深めることを目的として実施し
ています。
平成28年３月17日（木）に市民環境講座「自
然環境と災害のハナシ」を、「森林インストラ
クター阪奈会」・「NPO法人自然と緑」理事長の
齊藤侊三氏を講師に、高安コミュニティセン
ターにおいて実施します。
自然環境豊かな高安の里地里山の魅力や歴史、
その機能などをはじめ、自然環境の観点から高
安地域の災害について、地図を用いながら分か
りやすく解説します。
皆さまのご参加、お待ちしております。
（事務局）
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■開催日時
平成28年３月17日（木）
20:00～21:00（受付は19:30）
■開催場所
高安コミュニティセンター 会議室

■お申し込み
３月１日(火)～３月16日(水)先着30名
環境アニメイティッドやお事務局
(八尾市経済環境部環境保全課)
Tel 072-924-9359 Fax 072-924-0182

環境アニメイティッドやお

シリーズ

八尾の
水路

第９回

水路は八尾の宝物～久宝寺上樋～

大

阪府立八尾高等学校のすぐそばにあ
る久宝寺上樋は取水してすぐに２方
向に分かれて流れていきます。流れの方向
はともに西向きです。
長い水路の流れをたどると民家の前から
顕証寺の横を通り、久宝寺周辺の田畑を潤
して久宝寺緑地へと流れていきます。民家
の前の水路では口の開いたシジミの殻を
いっぱい見かけました。
秋から冬にかけて水量はかなり少なく、
わずかに流れを作っている程度ですが、田
植えの準備が始まる頃には一気に増えて、
命を育む豊かな水辺となります。

久宝寺上樋

⑦

⑤

④

（アクアフレンズ

美濃原

弥恵さん）

『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

久宝寺上樋

・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
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アース
デイ

ハッピーアースデイ大阪2016開催！！
ご案内

～みなさんの幸せが地球の幸せにつながる～

ハ

ッピーアースデイ大阪は今回で10回目を迎
えました。マーケットも企画もこれまでと
は一味違っています。
■１万人のいただきます！
食べ物を持ち寄って「いただきます」を言おう
■感情を色で表現してみよう。
あなたの幸せを感じる色は何色かな？
■エコなクイズでBe Happy!
二択のクイズ、体と頭を動かそう。
これらは、ほんのごく一部です。まだまだ面白い
企画は用意しています。ぜひ、実際に見に来てく
ださい！

今回のテーマは、「Feel Happy Voice」。「幸
せ」を表すのは、単純に言葉だけではありません。
みんなの笑顔や仕草などからも伝わります。当た
り前ですが、普段は忘れがちです。
一度、じっくりと感じてみませんか？
ハッピーアースデイ大阪は、みなさんに「幸
せ」を感じていただき、地球を幸せにしたいと
思っています。
■開催日時：2016年３月19日（土）11:00～17:00
３月20日（日）10:00～16:00
■開催場所：久宝寺緑地 修景広場周辺
（ハッピーアースデイ大阪実行員会）

学校
ビオトープ
ご案内

２

学校ビオトープづくり＆野外調理
体験交流会のご案内

007年から大阪府立八尾北高等学校でス
タートした「地域連携による学校ビオ
トープづくり」は、地域の方々の思いやご協力
のもと、今年で９年目をむかえました。今後と
も、よろしくお願い申し上げます。そして、今
回で24回目となる、そのビオトープを活用した
体験交流会を行いますので、ふるってご参加の
ほど、お願いいたします。
（塚口 倫生さん）
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日 時：平成28年３月26日(土）10時から13時
※ 雨天でも実施する予定ですが、天候によって
は、内容を変更することもあります。
会 場：大阪府立八尾北高等学校 環境学習空間
（ビオトープ）
費 用：食材費として一人200円
※お箸とタッパ、飲み物は各自でご持参くださ
い。
内 容：当日は二つの班に分かれ、Ａ班はテント
設営、花壇整備、餅つきなど、ビオトープ作り
体験をします。Ｂ班は災害救助米、ミネスト
ローネなど作るなどの野外調理体験をします。
申 込：３月22日(火)までに、八尾北高等学校
学校ビオトープ研究会（担当：塚口）へご連絡
ください。
FAX:072-998-6345 携帯電話:070-5509-3471

環境アニメイティッドやお

新・シリーズご案内

楽しい環境活動支援金

現在進行中のシリーズ「水路は八尾の宝物」
は、本紙のNo.129（2016年３月号）で第10回目
を迎え、終了する予定になっています。この後
に予定しているシリーズは以下の２つです。

平成27年度の楽しい環境活動支援金を受けた
団体の報告会と交流会「楽しい環境活動支援金
成果発表会（エコ・エコー交流会）」が２月28
日（日）に開催されます。

①「八尾の見どころ－
FMちゃお取材日記より」（仮称）
FMちゃおに蓄積されている膨大な取材日記を
活用し、環境問題も含めて「八尾の見どころ
をピックアップします。

②「高安能の伝統と取組み」（仮称）
観阿弥・世阿弥父子によって能楽が確立され
ましたが、このなかで生まれた「高安流」とは
どういうものか、その伝統を知ることにします。

発表を行う団体は４団体です。

●

NPO法人自然環境会議八尾

来年度に自然再生エネルギーの利活用講演会
を実施するために、調査活動を行う。

●

神立里山保全プロジェクト

神立里山の荒廃させないために、臨床整備な
ど行い、市民の憩いの場を守る。

●

NPO法人河内木綿藍染保存会

環境に配慮したエコな綿の栽培地を増やすと
ともに、河内木綿を通した多世代の交流の場
をつくる。

●

NPO法人八尾市観光ボランティア
ガイドの会

高安古墳群周辺やコットンロード佐堂交差点
の草刈り及びごみ拾いを行い、観光客を迎え
られるようにする。
写真出典：八尾市ホームページ

シリーズは、これまでで11本を数え（本紙
No.100記念号で９本を紹介し、その後「環境
配慮の取組み」と「水路」を掲載）、環境問
題をある程度のまとまりで伝えることがで
き、いろいろ広く考えられる機会になってい
るといえます。
＊読者の方でシリーズとして取り上げてほ
しい事柄がありましたら事務局までご一報下
さい。
（広報委員 東郷 久）

Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ
私は大学生になって環境ボランティア活動を
始めました。そして活動をしていくうちに、環
境問題の奥深さと深刻さを改めて実感し、心か
ら環境を改善していきたいと感じるようになり
ました。
「環境問題を解決しよう！」と言っても、私一
人では何もできません。そのため、“環境を改
善しようという意識を持つ人を増やすこと”こ
そが環境問題解決の近道になるのではないかと
私は考えています。

成果発表会の後には「環境アニメイティッド
やお」の会員も含めた交流会を実施する予定で
すので、是非この機会にお越しいただき、新し
いつながりづくり作っていただければ幸いです。
会場：八尾市役所本館８階 第２委員会室
日時：２月28日（日）14:00～16:30（予定）
お問い合わせ：
環境アニメイティッドやお事務局
Tel：072-924-9359（八尾市環境保全課）
（事務局）

ひとりひとりの意識が
大きなちからへ！
環境を守るために一人のできることはごくわ
ずかです。しかし、みんなで守ろうとすれば、
必ず環境は改善されます。
環境を守ることは、未来を創ること。少しで
も環境問題を意識してくれる人が増えることを
願いながら、私は活動を続けていきます。
（ハッピーアースデイ大阪実行委員会
谷口 亮大 さん）
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活動情報
環境アニメイティッドやお ２／１６

会員交流会開催！

（火）

環境アニメイティッドやおは、２月16日（火）の
運営会議後に、会員同士の交流会を開催します！
交流を通して情報を共有することで、悩みを解決
したり、活動の輪を広げてみませんか？また、どん
な団体が活動しているのか知ってみませんか？ワイ
ワイ楽しく交流しましょう。
皆さまのご参加お待ちしています！
日 時：平成28年２月16日（火） 19:30～20:30
場 所：八尾市役所本館６階 ６０４会議室
参加費：無料
申込み：アニメイティッドやお事務局
℡：072-924-9359（八尾市環境保全課）

２／2５（木）
午前10時～
大阪経済法科大学
本部棟前集合

楽音寺森林
整備活動
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。

２／2７（土）
午前10時～
近鉄大阪教育大前
駅改札口集合

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。

２／2０（土）
午前9時30分～
近鉄八尾駅前
噴水広場集合

２／２１（日）
午前9時
近鉄服部川駅
改札口集合

ニッポンバラタナゴ
保護池の
名所・旧跡にふれ八尾の歴 定期調査活動
八尾ふるさと
歴史楽校

史に親しんでいきます。今
回は、南本町を巡り、旧長
八尾村について学びます。

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。

２／2８（日）

３／６（日）

午後2時～
市役所本館
8階第2委員会室

高安の森
自然楽校

支援金成果発表会
（エコ・エコー交流会）

森林ボランティアを養成
する講座。今回は間伐や
シイタケの植菌を通して、
自然について学びます。

「環境アニメイティッド
やお」の助成金を受けた
団体が環境活動の取組み
成果を発表します。

午前9時30分～
近鉄信貴山口駅
改札口集合

高安山自然再生
定期活動
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。

◆２／２２（月）正午～、午後７時～、午後11時～ FMちゃお「情報プラザやお」出演

「河内の風」はこちらで！

ただいま、アニメイティッド会員募集中！

近鉄八尾、河内山本、久宝寺口駅・
八尾市内各出張所・プリズムホール・
市立八尾、山本、志紀、竜華図書館・
市立病院・かがやき・ウイング・
年間会費：個人1,000円 市民団体2,000円
学習プラザ・歴史民俗資料館・
事業者5,000円 事業者団体10,000円
屋内プール・まちなみセンター・
■ お問合せ先
サポートやお・ＦＭちゃお・
環境アニメイティッドやお事務局（八尾市環境保全課）
教育サポートセンター・
TEL 072－924－9359 FAX 072－924－0182
つどい・みらい・福祉会館・
HP
http://www.eco-ani-yao.org/
Potager・近畿労働金庫八尾支店・
大阪経済法科大学
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