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環境
イベント

エ

コ

未来にＥ～ＣＯとしませんか？ 10月26日(日)開催
～いきいき八尾環境フェスティバル2014 第1部～

年10月の最終日曜に開催されている「いき
いき八尾環境フェスティバル」。なんと今
年で10年目を迎えます。
今年度も西武八尾店やアリオ八尾を中心に開催
する第１部と、11月上旬に大阪経済法科大学花岡
キャンパスで開催する第２部との２部制での開催
となっています。
エ
コ
今年の第１部では、「未来にＥ～ＣＯとしませ
んか？」 をテーマに、楽しみながら環境について
学べるコンテンツをご用意しています。
毎年大人気の浪速のヒーロー「地球戦士ゼロ
いきいき八尾環境フェスティバル2014 第１部
ス」と八尾のゆるキャラがコラボしたショーや、
開催日時：平成26年10月26日（日）10:30～16:00
自然の素材やリサイクルの材料でつくるネイ
会
場：西武八尾店及びアリオ八尾
チャークラフト、マイ食器を持参すると、とって
HP(URL) ：http://www.eco-ani-yao.org/
もお得に食べられるフードコーナーや、八尾産の
Facebook：http://ja-jp.facebook.com/ikiiki
野菜の直売、八尾市内の高校生による音楽会など
yaofes
一日中遊べるイベントが盛りだくさん！
知っているようで知らない、環境問題の現状や
(いきいき八尾環境フェスティバル2014 第１部
八尾のことを、是非楽しみながら知ってください。
事務局 岡見 厚志）

毎

市民
環境講座

夏休み恒例！「親子工場見学」
～シャープ株式会社 八尾事業所～

８

月20日（水）に、北亀井町にあるシャープ
株式会社八尾事業所において開催された市民
環境講座「夏休み親子工場見学」に、今年は10家族、
23名の方が参加されました。
最初に、工場の生産担当の方のご説明のもと、普
段は見ることのできない、冷蔵庫が製造されていく
様子を間近で見学し、参加された皆さんは熱心に見
入っていました。
見学後は、開発担当の大塚雅生さんから「生き物
をまねして家電製品をつくる」というネイチャーテ
クノロジーのお話を伺いました。楽しいクイズを交
えながら、チョウやイルカ、トンボなどの生き物の
生態を家電製品にまねることで、従来の製品よりも、
性能アップや省エネ化が実現するというものでした。
またこのネイチャーテクノロジーは、様々な家電製
品に応用されていることも教えていただきました。
生活に身近な家電の裏側と環境との繋がりを知る
ことができ、とても有意義な時間となりました。
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高安山麓のため池

参加された方からは「冷蔵庫の生産ライン
を近くで見ることができ、貴重な体験をする
ことができて良かった」や「家電製品に生き
物の特徴を入れるなんてすごい」や「八尾の
ことがすこし分かったようでうれしいです」
といった声を聞くことができました。
(株式会社庭樹園

野口 よしのさん）

環境アニメイティッドやお

シリーズ 第５回
美園エコプロジェクト～八尾市立美園小学校～

環境配慮
の取組み

美

園小学校では、４年生の社会科でごみの
分別や処理などについて学習し、リサイ
クルセンターへの見学を行っています。
また、雨水タンクを利用した花壇への水やり
や用具洗い、さらに、落ち葉・給食の残菜を肥
料として利用するなど、学校生活や、各家庭で
エコを意識した環境整備に取り組んでいます。
ごみを減らす活動や、エコな清掃活動をする
だけではなく、校内にある観察池を４年生が中
心となって整備し、絶滅危惧種である「ニッポ
ンバラタナゴ」の飼育や放流を行っています。
美園エコプロジェクトでは、児童の環境保護に
対する意識も高めることができています。
活動の成果について、清掃活動は児童が積極
的に取り組み、楽しいと感じながら自分たちで
清掃場所や清掃方法を工夫することができてい
るとの声があります。
児童の感想は「エコ掃除は普段あまり気にも
留めていない所もきれいにするので楽しい。」

美園小学校の取組みが新聞に掲載される
「家のごみの出し方も注意するようになっ
た。」、「ニッポンバラタナゴについて知
ることができた。」などがありました。
学校だけでなく家庭でもエコ活動を実践
している声もありました。
(環境アニメイティッドやお事務局）

シリーズ 第５回
京都議定書誕生の地・京都で
「持続可能な低炭素社会」に挑む ～京都市～

京

都市は、市域の４分の３が森林であり、
歴史と文化を持つ古都で、年間5000万人
以上の観光客が訪れるまちです。
国連気候変動枠組条約「京都議定書」に基づ
き「京都市地球温暖化対策条例」(2004年)を制
定し、2010年までに温室効果ガスを10%削減
(1990年比)することと、３つの義務規定、
①排出量の多い特定事業者の排出削減計画
②特定建物の排出量削減計画(大規模建築物)
③省エネラベル制度 に取り組んできました。
2006年に「京都市地球温暖化対策計画」を策
定し、全国の中小企業で取り組まれているKES
等や環境家計簿の導入、太陽光等再生可能エネ
ルギーの利用促進を目指してきました。地球温
暖化防止条例を2010年に改正し、温室効果ガス
排出量を2050年までに1990年比80%以上削減し
持続的な発展が可能となる低炭素社会をめざす
という基本理念に基づき、2020年までに温室効
果ガスを1990年比25%削減するという目標を掲
げています。

環境保全
の取組み

京都市地球温暖化対策計画の取組み目標
1.人と公共交通優先の歩いて楽しいまち
2.森を再生し「木の文化」を大切にするまち
3.エネルギー創出・地域循環のまち
4.環境にやさしいライフスタイル
5.環境にやさしい経済活動
6.ごみ減量

京都市は、都市地域で温室効果ガス削減が具
体的であり、京都市の部局のトップに環境部局
を位置付け、40名の職員体制をとっています。
観光都市として公共交通機関の活用と歩いてい
けるまちづくりや、市域の4分の3を占める森林
の再生と地域資源である木の活用をめざして、
環境にやさしいライフスタイルと経済活動を持
続的に推進していくことが課題です。
（ NPO法人自然環境会議八尾 宮川 晃さん）
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「天 花」
NPO法人 歴史体験サポートセンター

楽古（らっこ）
しおんじやま古墳を拠点に世界征服!?
NPO法人楽古は、2001年から活動を始め、
勾玉(まがたま)※作りや埴輪作りなど歴史を
テーマにした体験学習を、公共施設や地域の
イベント等で提供する活動をしてきました。
八尾市では、2005年から八尾市立しおんじ
やま古墳学習館の指定管理者として、活動を
しています。
資料館・博物館というと少し難しいイメー
ジがあるかもしれませんが、しおんじやま古
墳では、いつでもできる歴史体験コーナーや
広い古墳を使った古墳クイズラリー、セスナ
機で大阪の巨大古墳遊覧ツアーなど、様々な
企画を通して、いろんな人たちに、歴史や古
墳って面白い！って感じてもらえる活動を進
めています。
また2012年からは、「ハニワこうてい」と
いう古墳の魅力を伝えて世界征服を目指す一
部で話題!?のキャラクターも登場！これから
もいろんな企画・事業を進めて、楽しくて面
白いミュージアム作りを目指していきます。
※

古代から魔よけの石・幸運を招く玉として、また強
力な護符として用いられてきた。

（NPO法人楽古 代表理事

福田 和浩さん）

Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ
現在大学生２年の長男が、小学校３年生の
時に書いた作文で賞をいただきました。
内容は、「水の未来について」。生活科の
授業で習った水の大切さと長瀬川で水の状態
を観察し、感じたことをつづったものでした。
先生がおっしゃった「水は危機に陥ってい
ます。」という言葉と、洗剤等で汚れ泡立っ
た水を見て、きれいな水に戻す為には水と仲
良しになることが必要だとつづっています。

店
名：天ぷら・旬菜 天花
・住
所：八尾市山本町南1-10-23
・営業時間：11:00～14:00（ラスト入店 14:00）
17:00～21:30（ラスト入店 21:30）
・定 休 日：不定休（日曜、祝日は昼営業休み）
・電
話：072-995-1055

「季節の食材、天ぷらでいただくならこのお店」
近鉄河内山本駅から南へ徒歩３分。季節の
食材にこだわった天ぷら屋です。
注文を聞いてから揚げる天ぷらはサクサク
で絶品。塩でいただくシンプルなスタイルで
す。 お昼はどんぶりや定食、夜はお気軽な
セットメニューもあります。
食事のしめはぜひとも天ぷら茶漬けで！

☆特 典★
この「河内の風 No.111」をお持ち頂くと、
ランチタイムは、コーヒー・紅茶・アイスク
リームのいずれかサービスします。
ディナータイムは、生ビール・ソフトドリン
クのいずれかサービスします。
※河内の風１冊持参につきお１人様有効
※平成26年10月31日（金）まで有効
（枡谷 郷史さん）

「自然と仲良く」を心に
エコ＝節約という事ばかり考えてしまう私
ですが、この作文を読み返す度に子どもらし
いシンプルな『自然と仲良く・資源を大切に
する』という考えがエコの根底だと気付かさ
れます。
自然災害に脅威を感じる事も多かった今年
の夏。自然の恩恵を受けている私達人間は自
然を大切にするという想いをより一層強く持
たなければいけないと痛感されられました。
（ 田之畑 亜紀子 さん）

※河内の風No.109（7月号）のE‐columnの執筆者のお名前に誤りがございました。
誤：「井出 由佳子」 正しくは：「井手下 由佳子」さんです。御詫びして訂正いたします。
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活動情報
八尾市立リサイクルセンター・
学習プラザ「めぐる」が

「社会人向け環境講座」を開催

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。

9／２０（土）
午前9時30分～
山本町北第2公園
集合

9／２２（月）
正午～、午後7時～、
午後11時～

【テーマ】
世界の宝・高安山、ビオトープづくり、
八尾の農業、企業の環境保全など
日

時：10月4日から毎土曜日開講（10月25日を
除く、10:00～11:30）、全6回
受講料：各回500円
詳 細：八尾市市政だより10月号（9月下旬配布）
に掲載
問い合わせ先：学習プラザ「めぐる」
電話072-994-0564

9／２５（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。

八尾ふるさと
歴史楽校
八尾市内を歩きながら、
名所・旧跡にふれ八尾の
歴史に親しんでいきます。

９／２５（木） 9／２７（土）
午後6時30分～
プリズムホール
会議室2

午前10時～
服部川七丁目公園
集合

環境活動交流会

高安の森
自然楽校

環境活動をしている人た
ち、環境に興味のある人
たちで集まり、楽しみな
がら意見交換しませんか。

高安山の植物を観察した
り、ネイチャークラフト
作りをしたり、楽しい企
画が盛りだくさんです。

「情報プラザやお」出演
アニメイティッドの情報
を定期的にＦＭちゃおで
放送しています。

10／５（日）
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。

「河内の風」の置いている所 ただいま、アニメイティッド会員募集中！
近鉄八尾駅・河内山本駅・久宝寺口
駅・服部川駅・信貴山口駅・KUKURU・
Potager・Cafe Cosmos・
八尾市内各出張所・八尾図書館・
山本図書館・志紀図書館・市立病院
年間会費：個人1,000円 市民団体2,000円
プリズムホール・学習プラザ
事業者5,000円 事業者団体10,000円
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・ ■ お問合せ先
環境アニメイティッドやお 事務局（八尾市環境保全課）
まちなみセンター・サポートやお・
TEL 072－924－9359 FAX 072－924－0182
ＦＭちゃお・つどい・みらい・
HP
http://www.eco-ani-yao.org/
福祉会館・近畿労働金庫八尾支店・
大阪経済法科大学
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