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シリーズ
８月６日(土)
in アクトランドＹＡＯ！

八尾と能楽
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竹を使って食器や流しそうめんの台
を作ります。Ｐ.2

八尾の特産物

枝豆
学習プラザ

「めぐる」
P.4

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

環境アニメ

～自分が切った竹で流しそうめんを楽しもう～

市民

竹にまつわるエトセトラ
inアクトランドYAO

環境講座 8/6
(土)

今回は、アクトランドYAOで夏休みの思い出に
ぴったりな自然環境について楽しく学べる子ども
向け講座です。
竹を使ったワークショップや、竹林に入って、
間伐体験を実施し、間伐で出た竹を使って食器や
流しそうめんの台を作ります。
またNPO法人里山倶楽部の方より森のかみしば
いをしていただきます。

流しそうめん

もうしこみ
申し込み期間：7月25日(月)～8月5日(金)
定員：親子40名（定員に達し次第受付終了）

かんばつたいけん

環境活動

支援金

申し込み先：072‐924‐9359
（環境アニメイティッドやお事務局
八尾市環境保全課）

今年度の 支援 ３団体 紹介 !
楽しい環境活動支援金事業は、団体の事業活動における資金面で
の支援をするだけでなく、支援団体同士やアニメイティッドやお所
属団体との情報交換の場の提供や、有識者（選考委員）による団体
への助言など、多面的な支援を実施することを目的としています。

▼支援団体の活動紹介
① NPO法人自然環境会議八尾
八尾での自然エネルギー資源の利活用を目指すために、
昨年度視察した内容をもとに講演会を実施する。
② NPO法人ナック
太陽光を集めて調理を行うソーラークッカーを用いて、
自然エネルギーを使った省エネライフに興味を持ってい
ただくイベントを開催する。
③ 大阪府立八尾高等学校 生物部
全国的に生息数が減りつつあるヒメボタル（八尾市東部
に生息）の生息数や生態調査を行い、里山の環境保全に
つなげる。

２次選考会の様子

今年度も成果が楽しみな事業が揃いました。
環境活動だけではなく、それぞれの団体同士のつながりも広がっていくことを期待しております。
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■

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/

八尾の
見どころ

ＦＭちゃお取材日記より（４）

八尾商業まつり

「八尾商業まつり」今年から「やお買い物まつり」
と名称が変わり、ますますパワーアップ！
今年は７月16日（土）～７月31日（日）の開催予定！

～ちゃおブログより～
今日から第14回八尾商業まつりがスタート！
午前10時からファミリーロード商店街で
オープニングイベントが開催されていました。

▲やおっち

八尾商業まつりは八尾商工会加盟店で買い物を
すると金券があたるチャンスカードが貰えます
☆

このイベントでは、八尾商業まつりの
イメージキャラクターやおっちが、
ファミリーロード商店街を歩いてまわり
八尾商業まつりのPRをしていました♪

加盟店は八尾商業まつりのポスターや、写真の
ような黄色いのぼりが目印です(ノ*゜▽゜*)

この機会に八尾市内のお店でお買い物を
お楽しみくださいね（*＾▽＾*）

八尾と
能楽

高安流大鼓方について（４）

「イヨーォッ！ポーン！」と天を突くよう
な大鼓の音は胸に響きます。高安流大鼓は特に
勇壮さを大切にされているようです。
流祖、初世(初代)は高安与右衛門亢美(ちか
よし)という人物(後に道善：どうぜんと改める)
で、戦国時代の武将でもありました。
『信長記』や『信長公記』に高安権守と記さ
れていますので、河内国高安郡にあっては上級
の役に就いていたと思われます。
『信長記』によると、高安権守は永禄十二年
(1569)年の六条合戦で三好三人衆の軍で参戦し
桂川河原で交戦、討ち死にしました。彼の高安
流は天下無双の鼓の上手とも記されています。
※ 権守(ごんのかみ)：制令の正式な役職でなく
仮の役職

また奈良興福寺の僧英俊の『多聞院日記』に
は「大ツツミエヒス(夷)」と書かれ、その精か
んさをうかがえます。
初世高安与右衛門亢美(道善)～二世高安与右
衛門亢英、以後代々十六世まで続き、現在は
「安福家預かり」として後を次いでおられてい
ます。
(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
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八尾バル

八尾が誇る二大食材
食べ飲み歩きイベント！
HP

「八尾バル」で
検索！

http://http://yaobar.net/
https://ja-jp.facebook.com/yaobar80/

八尾バルってな～に？
八尾バルとは「地産地食」のコンセプトの下、
八尾が誇る２大食材「八尾若ごぼう」「八尾えだ
まめ」をテーマ食材とし、旬の時期に年２回開催
される飲み歩きイベントです。
実行委員会は素人の集まりで、八尾が好き、八
尾を盛り上げたいという思いで集まった市民ボラ
ンティア団体です。参加資格はただ１つ「八尾を
盛り上げたい」という気持ちだけ！
そのコンセプトに賛同した、近鉄八尾、河内山
本、JR八尾の３エリアの飲食店が参加し、それぞ
れに趣向を凝らした「バルメニュー」を用意して
くれています。
八尾バル当日しかないテーマ食材を使った「バ
ルメニュー」はどれも美味しく、八尾の旬を感じ
ることができます。

夏は枝豆がテーマ！
7月30日（土）に開催される「第11回 八尾バ
ル」は八尾の夏の食材「八尾えだまめ」がテー
マ食材。八尾の夏の旬と、美味しいお酒で楽しい
1日を過ごしませんか？
詳しくは６ページの「活動情報」で。
（八尾バル実行委員 川瀬 英樹さん）

学習プラザ

この夏、
「めぐる」 フリマにチャレンジしませんか？
学習プラザ「めぐる」では、八尾市のごみ減量を
目的としたフリーマーケットを定期的に実施してお
り、同時に出店者を募集しています。
毎回、多数の応募の中から抽選で出店者を決定さ
せて頂いていますが、平成28年８月の各開催日に限
り、「環境アニメイティッドやお会員様」に３番・
５番・９番ブースの特別出店権を進呈いたします。
（応募者多数の場合抽選）是非、この機会にご参加
ください！
「開催予定」
① 8月21日（日）13:30～15:30
（出店品目）手作りの雑貨や鞄、手作りのおもちゃ等
② 8月28日（日） 13:30～15:30
（出店品目）家庭用品・雑貨・衣類・おもちゃ類・赤ちゃん用品
特別出店申込方法：メール【8月10日（水）正午締切り】
環境アニメ、参加希望日、出店品目、氏名、住所、電話番号を記入

お申込みメールアドレス
info@yao-meguru.jp
お問い合わせ
072-994-0564
（小林・猿向まで）

(八尾市立リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」小林 裕五さん)
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■

お問い合わせ先（事務局）

℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/

～いきものが集まる～

学校ビオトープ整備の集い
ビオトープとは？
ビオトープとは、地域本来の野生の生きもの
たちが生活する場所のことです。学校・園庭ビ
オトープでは、子どもたちは日常的に自然と触
れ合うことができ、子どもたちの感性がより豊
かに育まれます。
八尾北高等学校では、ビオトープの整備を定
期的に実施し、子どもたちを呼んで交流会を実
施しています♪

田植え作業を体験
6月11日の八尾北ビオトープ整備の集いにお邪
魔しました。今回は、そのビオトープでの様子
をレポートします★

田植えの様子と
手作りの「ししおどし」

イーコラム

Ｅ-column

ビオトープ研究会の皆さんに交じって田植
えを体験させていただきました～。
一個一個丁寧に自分の手で植えていくと、
愛着もわきますし、田んぼのあったかい泥の
感覚が手に伝わって、自然のぬくもりに触れ
ているっていう感じがします。時には小鳥が
ビオトープの田んぼに、虫を食べに来たりも
して、多様な生き物が集まる場にもなるとか。
そんな自然とのぬくもりを感じたり、触れ
合えたり、多様な生き物が集まる場、ビオ
トープ。皆さんも一度、覗いて見てはいかが
ですか？年に２回ビオトープ交流会を実施し
ていますので、是非お越しください！
（事務局）

三重から大阪へ
大きく変わった環境

わたしは大学生になってからこの１年で、
“環境”という言葉は自然環境のことだけでは
なく、歴史や文化や産業、そして自分の身の回
りの生活のことも指すのだと改めて学びました。
三重の田舎から大阪という場所に飛び込んで
１年、わたしの身の回りの環境もガラッと変わ
りました。
不安と希望が混じり合った不思議な気持ちを
持っていたわたしに、色んな人が暖かく接して

くださり、１年前は全くの見知らぬ土地だった
この環境が、今では私にとってひとつのかけが
えのない環境となっています。
これからも、きっと一人ひとり違うその人に
とってのしあわせな環境を感じ考えながら、
色々な活動に参加していきたいと思っています。
（はちのじ

小副川

楓さん）
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ご参加をお待ちしています！

７/３０
（土）

八尾バル
八尾の美味しい農産物と、よりすぐりのお店を結んだ
「地産地消の飲み歩きイベント」です。
今回のテーマは「枝豆」です。
時間

正午～午後11時30分

場所

近鉄八尾・JR八尾・近鉄河内山本駅周辺

歴史・名所の再発見！

７/９
（土）

八尾ふるさと 歴史楽校
時間 午前9時30分～午後3時
場所 南海大阪狭山市駅改札口集合

南海金剛駅解散

名所・旧跡に触れ八尾の歴史
に親しんでいきます。
今回は、狭山池や河内西国を
巡ります。

誰でも自然ハカセになれる！

７/２３
（土）

７/２４
（日）

高安の森自然楽校
時間 午前10時～午後3時
場所

北大阪急行緑地公園駅
西改札口集合・解散

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。
今回は服部緑地を散策します。

ニッポンバラタナゴ
保護池の定期調査活動
時間 午前9時～
場所 近鉄服部川駅改札口

集合・解散

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。

山のレスキュー探検隊

７/２８
（木）

時間
場所

午前10時～
大阪経済法科大学
本部棟前集合・解散

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。

アウトドア派集まれ！

８/７
（日）

時間 午前9時30分～
場所

近鉄信貴山口駅
改札口集合・解散

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

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。

７/２５
（月）

地域密着型ラジオ番組

「情報プラザやお」放送
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。
時間

正午～、午後7時～、午後11時～

ただいま、アニメイティッド会員募集中！ ■問合わせ先 環境アニメイティッドやお事務局 ℡：072-924-9359
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

