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チャレンジ８０★スタンプラリー 
エコなイベントに参加してチャレンジ
８０（やお）オリジナルグッズをもら
おう！ P.2 
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O-KES 
リフレッシュ 
セミナー 

今年も開催！ 
新たな環境運営をさぐる 

チャレンジ 

８０ 
や    お 

≪申込・問合せ先≫   NPO法人グラウンドワーク八尾（大阪KES環境機構） 
         TEL：072-991-8878 FAX：072-991-8808   E-mail：info.o-kes@gw-yao.com                    

【皆様ぜひともご参加ください 】  
 
 NPO法人グラウンドワーク八尾（大阪KES環
境機構）が主催する、「O-KESリフレッシュセ
ミナー」が右記の通り開催されます。 
 市内には、環境マネジメントシステムを導入
することで、大幅に経営コストの削減を達成さ
れた事業者の方がいらっしゃいます。 
 今回は、環境マネジメントにかかる各企業の
先進的な事例や取組について発表を行い、課題
の解決に向けた改善策を提案していきます。 
また、KESの新規格（第6版）に対応した、シ
ステムの見直しなど、今までとの相違点などに
ついて、説明いたします。 
 

◆開催日時：平成29年8月25日（金） 
      午後2時から午後4時30分まで 
 
◆開催場所：八尾市立リサイクルセンター 
      学習プラザ「めぐる」 
 （〒581-0026 八尾市曙町二丁目11番地） 
 
◆申込期間：平成29年8月20日（日）まで 
      （先着順・定員20名） 
 
◆申込方法：電話またはファックスまたは 
      電子メール 
 
◆参 加  費：無料 

 八尾市内では環境のことについて考えるエコ

なイベントがたくさん実施されています。 

 そんなエコなイベントに参加してスタンプを

集めると、チャレンジ80（やお）オリジナル

グッズがもらえるチャレンジ80（やお）スタ

ンプラリーを実施しています。（スタンプを３

つ集めるとプレゼントを一つ、５つ集めるとも

う一つプレゼントをお渡しします！） 

 ワークショップ体験や料理教室など、楽しみ

ながら環境のことについて学ぶことができます。

夏休みの工作にも役立つかも？対象のイベント

やプレゼントの情報はチャレンジ80（やお）

のホームページ、またはフェイスブックで発信

しています。ご家族やお友だちとぜひチャレン

ジしてみてください！ 

チャレンジ８０スタンプラリー  
 夏休みは環境イベントに参加して 
 プレゼントをゲットしよう！  

 チャレンジ80とは温室効果ガス80％削減の

80を８（や）・０（お）と読むことにより八

尾ならではの取組みを進めるキャッチフレーズ

です。皆さんも是非覚えてくださいね。 

「チャレンジ８０」でネット検索！ 

▼ホームページ（上記のQRコード） 

http://challenge80.org/ 

▼フェイスブック： 

https://ja-jp.facebook.com/challenge80/ 
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環境 
アニメ活動 
こぼれ話 

⑤ 

はちのじの 
活動情報 

⑤ 

身近な町並みに目を向ける機会！ 
  ～自然楽校に参加して～ 
    

 実際に、僕たちも「はがきの木」の葉に字を
書かせていただくことになり、木の枝を使うこ
とで簡単に書くことができました。   
 八尾市には本当にたくさんの自然があります。
今回、直接自然とふれあうことや、意識して見
ることによってそのことを改めて実感しました。 
 みなさんも普段の見慣れた道のりを少しでも
意識して歩いてみると、今まで気づかなかった
ようなたくさんの発見があるはずです。 
 日常の景色のすばらしさに気づかされた、そ
んな自然楽校でした。 

（はちのじ 小島 潤也さん） 
 

※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。 

 ６月24日土曜日、僕たち「はちのじ」のメン
バーは自然楽校に参加させていただきました。 
 今回の自然楽校は信貴山口駅から恩智駅辺り
の道のりを森林インストラクターの齊藤さんの
案内で歩きました。 
 道中、紹介される植物の名前は聞いたことが
ないものばかりで、その植物に関連した話もし
てくださったので勉強になることがたくさんあ
りました。その中でも一番興味深かったことは
「はがき」の由来になった「はがきの木」が
あったことです。「はがき」は漢字で書くと
「葉書」です。その名の通り「はがきの木」の
葉は字を書くことができ、昔の人はこの「はが
きの木」の葉を手紙などの役割として利用して
いたそうです。それが現在の「はがき」の由来
になっている訳です。 

は
が
き
の
木
の
葉 

 八尾ライオンズクラブや多様な活動主体の協
力により、高安山の希少生物を通じて、八尾市
民へ八尾の環境のすばらしさに気づいてもらい
ました。さらに「高安山自然再生定期活動」と
いった実践活動から関心・興味を持ってもらう
活動が広がり、2007年には里山整備を行う人材
づくりや里山との親しみ方を学ぶ「高安の森 
自然楽校」が、2008年には高安山の歴史から高
安山の自然環境にも興味をもつ「高安山ふるさ

と歴史楽校」が、スタートしました。 
 協働の輪が広がったのは、2007年1月にプリ
ズムホール小ホールで「NPO法人ニッポンバラ
タナゴ高安研究会（以後、「高安研究会」）」
が中心に開催された「第2回全国タナゴサミッ
トin八尾」でした。 

 当協議会のサポートで、八尾市自治振興委員
会に開催ポスターを掲示してもらい、また八尾
市を通じて、大手新聞社に記事を提供してもら
い大きく各新聞に掲載されたことで、会場は大
入り満員、立ち見になりました。この開催を通
じて、全国から来られた関係者の宿泊場所がな
く、セミナーホールを提供いただいた「八尾高
等学校」さんが「今後の活動で携わる際に、具
体的な協働内容（ハード面の支援）が見えた」

と気づかれたことや、「高安研究会」さんが
「協働で、みなさんの力をいただいたことで、
大きな機運や協働の大切さを実感」されました。 
当協議会として、サポート役・つなぎ役・気づ
きを提供するというお役を果たせて、とても嬉
しかったです。 

（市民会員 新福 泰雅さん） 

タナゴサミットを契機に 
協働の火が燃え上がる 
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八尾の 
歴史を 
楽しむ 

新しい八尾のお土産！？ 

心合寺山古墳のミュージアムグッズ 

 古墳＆古墳キャラ歯ブラシ誕生！ 

し お ん じ や ま   こ ふ ん 

 八尾市の地場産業と言えば歯ブラシ。日本一の生産量で、全国の４０％を生産しています。  
そんなこともあって、しおんじやま古墳のミュージアムグッズでも歯ブラシを作りたいなと思っ
ていたのですが、今回ラピス株式会社に依頼して、古墳歯ブラシが完成しました。子ども用は当
館と八尾市の古墳キャラをデザインして、大人用はいろんな古墳の形をデザインしました。 

 1個320円（税込）で、7月上旬より当館の
ミュージアムショップで販売を開始しました。
八尾市の方はもちろん、市外からの来館者の方
にも「八尾の歯ブラシって日本一なんです
ね！」と反応も上々。そんな方にはさらに「八
尾で歯ブラシの生産が始まったのは、明治時代
になってから。外国から安い木綿が入ってきて
農家の副業が木綿から歯ブラシに変化したんで
す。さらに木綿の生産も元々は大和川の付け替
えで…」と八尾の歴史の説明にもつながり、た
だの古墳グッズだけでなく、八尾の歴史を紹介
するグッズにもなりそうです。 

夏は歴史体験で楽しもう！ 

しおんじやま 
 夏の体験まつり開催！ 

はにわスノードーム  しおんじやま古墳の夏と言えば、「しおんじ
やま夏の体験まつり」です。夏休みの宿題に大
人気のハニワ貯金箱作りや勾玉作りなど、いろ
んな歴史体験が日替わりで楽しめる企画。今年
は8月9日から28日まで開催します。 
 実はこの企画、4年前に1日だけの講座で実施
した貯金箱作りが大・大人気だったので、それ
を長い期間提供しようと考えたものなんです。
また広くＰＲするため八尾市の全小学生にチラ
シを配布。そんなこともあって、それまで夏の
古墳と言えば、正直暑くて暑くて、さびしい？
静かな古墳でしたが、一気に大にぎわいの季節
に変わりました。 

 今年は、新メニューとして「はにわスノー
ドーム」が登場。また自由研究おたすけ講座と
して「古墳トレカ作り」「妖怪＆史跡めぐり」
「発掘ＢＯＸを作ろう」なども開催します。 
 もちろん、子どもだけでなく大人の方も参加
ＯＫ。琥珀勾玉作りなど本格的なアクセサリー
も作ることができます。また環境のクイズに答
えて、いろんなイベントに参加する「チャレン
ジ８０」とのコラボ企画も実施します。 
 体験の予約申込は、ｗｅｂでは7月27日から。
今年の夏も、しおんじやま古墳で歴史体験を楽
しんでください！ 
 
（八尾市立しおんじやま古墳学習館 福田 和浩さん） 

ハニワ貯金箱です！ 

しおんじやま夏の体験まつり 
 期  間 ２０１７年８月９日～２８日 
 場  所 八尾市立しおんじやま古墳学習館 
 受  付 ７月２７日～（web）８月２日～（電話）  
 問合せ先 ０７２－９４１－３１１４ 
 開館時間 ９：００～１７：００  申込専用サイトＱＲコード 
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めだかを知ることが  
環境への意識に 

 皆さん、八尾の高安地域にめだかの固有種が
いることをご存知ですか。 
 
 日本のめだかは、遺伝的な違いにより、北日
本集団（キタノメダカ）と南日本集団（ミナミ
メダカ）の２種類に分類されています。また、
南日本集団は東日本型・東瀬戸内型・北九州型
など、さらに９つの型に分けられています。 
 
 めだかは、身近な水辺で生息が確認でき、身
近に親しまれてきた魚です。 
 ですが、現在では、土地の開発や生活排水の
流入等の人が係わる影響、また外国から入って
きた外来種の影響で、生息環境が悪化・変化し
生息数が激減しています。 
 １９９９年には、環境庁（現環境省）によっ
て、絶滅危惧種Ⅱ類に指定されました。 

 私たち華めだか彩鱗庵では、もっと沢山の方
にめだかの事を知っていただこうと、独自に繁
殖しためだか（観賞用めだか）を活用して、教
育・福祉・環境等の分野での社会貢献活動、ま
た他市民活動団体と協力し、様々な活動に協
力・参加させていただいています。 
 
 最後に、今後の華めだか彩鱗庵としましては、
絶滅危惧種のめだかを守っていく為に、固有種
の繁殖とめだかについて話せる場の拡充、さら
に、今まで手薄になっていた環境分野での活動
に力を入れていければと考えています。 
 

（華めだか彩鱗庵 下浦 順一さん）      

Ｅ-column 
イーコラム 

八尾市の節電対策 
クールビズ「河内音頭まつりTシャツ着用」と 
ライトダウンキャンペーンの実施  

節電 
対策 

【八尾市のクールビズの取組】  
 八尾市では、東日本大震災後の節電が求めら
れるタイミングに合わせて、全国的にも珍しい
Tシャツでのクールビズに取り組んでいます。
しかも単なるTシャツではなく、毎年９月に開
催される「八尾河内音頭まつり」のPRも兼ねて
います。 
 職員が一丸となって環境問題にも、地域の盛
り上げにも貢献しようとしているTシャツでの
取り組みです。一般にかなり浸透を見せている
クールビズですが、市役所から率先して市民の
皆さまがさらにクールビズに取り組みやすい雰
囲気作りをしていきます。 
 
【毎月第２水曜日は「やおライトダウン」】 
 八尾市役所では、地球温暖化対策や省エネル
ギー対策、ワーク・ライフ・バランスの推進の
観点から、地球温暖化防止のためにはより一層
環境に配慮した取組が必要であるとの認識のも
と、「毎月第２水曜日はやおライトダウン」を 

合言葉に、月に
一度、ライトダ
ウンの取組を進
めています。 
  また、この取組
を市役所だけで
はなく、市内の
事業者様にも広
く発信し、一緒
に取り組んでい
ただけるように
声掛けを行って
おります。 

 市内事業者様でご協力いただける企業
名を八尾市のHPで掲載させていただい
ておりますので、是非ともご覧ください。 

（事務局） 

▲庁舎や市内の各所に掲示し 
  ているクールビズのポスター 



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 

８/２８ 
（月） 

「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

7月25日に開催された「魅力セミナー」 
の模様をお届けします。 

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。 
今回は万博記念公園を散策します。 

８/２６  
（土） 大阪モノレール万博記念 

公園駅改札口 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～ 
９/３ 
（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  

８/２０ 
（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～ 
８/２４ 
（木） 

時間 

場所 

中小企業もがんばるぞ～！ 

KESリフレッシュセミナー 
KESに取り組む事業者の悩み
や課題の解決に向けた改善策
などを提案します。 

８/２５ 
（金） リサイクルセンター 

学習プラザ「めぐる」 

午後2時～午後4時30分 時間 

場所 

８/９（水） 
から 

８/２８（月） 

しおんじやま 
  夏の体験まつり 

9：30～16：00 

八尾市立しおんじやま古墳学習館 

ハニワ貯金箱作りや勾玉作りなど、いろんな歴史 
体験が楽しめる企画。詳しくは４ページ。 


