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事業実施イメージ図 平成28年度活動方針などについて話し合う 
 
 ４月22日（金）八尾市役所大会議室にて、

「環境アニメイティッドやお 第12回定期総

会」と交流会を実施しました。 

 当日は例年通り、多くの会員の皆さまにお越

しいただき、平成27年度の事業活動報告及び

会計決算の報告と、平成28年度の事業計画や

予算のことについて話し合いました。 
 
  今後の課題に向けて 
 
 環境アニメイティッドやおは12年目を迎え、

活動がさらに活発になり、それにともなって、

つながりも広くなり、様々な事業を展開するよ

うになりました。しかしその反面、会計状況が

年々厳しくなりつつもあります。 

 今年度はそういった会計の現状を、総会に参

加いただいた方と共有しながら、平成28年度

組まなければいけない予算と、財源確保のため

の手段についてお話をさせていただきました。  

 環境アニメイティッドやおは引き続き、八尾

の環境を良くするため、日々の活動を継続させ、 

新たな取組みの創出と、発信力の強化を目指し

て邁進していきます。 

 本年度も環境アニメイティッドやおにご支援、

ご協力のほど、なにとぞよろしくお願い申し上

げます。            （事務局） 

 定期総会参加者同士で交流会を実施 
 
 第12回定期総会が終わったあと、お越しい

ただいた会員の皆さまと、意見を交換し合う交

流会を実施しました。 

 環境活動に熱心に取り組んでおられる方や、

環境アニメイティッドやおの活動に積極的に参

加されている方たちの話で盛り上がり、時間は

あっという間に過ぎていきました。  

 また、八尾市の地球温暖化対策実行計画で

ある「チャレンジ８０(やお)」の説明を、岡

見委員からいただき、参加者で地球温暖化防

止のために今できること、協力できることに

ついて話し合いました。 

 環境アニメイティッドやおが主催する交流

会は、今年度も積極的に企画していきますの

で、会員の皆さまをはじめ、興味のある方は

是非ご参加ください。     （事務局） 定期総会の様子 

交流会の様子「チャレンジ80」のプレゼン 
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ＦＭちゃおでは、アクトランドＹＡＯ 
で行われた「大畑山ホタル探検隊」の 
取材に行かれています。 
その一部をご紹介しましょう。 

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 
 
                                                 

   ＦＭちゃお取材日記より（2） 

大畑山ホタル探検隊 
八尾の 
見どころ 

八尾と 
能楽 

 囃子は曲の伴奏を担当します。笛方・小鼓
方・大鼓方・太鼓方があります。この４種類の
楽器は笛だけがメロディーを奏で、大小鼓・太
鼓は拍子をとり、霊界を表し演者や曲全体の雰
囲気をもりあげていきます。これらに複数人の
謡が加わって一曲の曲が成立します。 
 
 以上の各役割に流派があり（図参照）、八尾
市高安地区が発祥と考えられる高安流が、ワキ
方と大鼓方にあります。 

 (坂上 弘子さん） 

～演技と囃子～ 

能楽について（２） 

 能曲(「井筒」「羽衣」などの演目)は演技をす
る人たちと囃子の人たちとで、成りたっていま
す。 演技部門には、シテ方・ワキ方・狂言方
(アイ狂言ともいう)の役割があります。 
 シテ方はその曲の主役で、従者をツレといい
ます。面(おもて)を付け、派手な衣装を纏います。 
ワキ方はシテ方の相手役で最初に登場します。 
直面（ひたおもて＝面をつけず素顔のまま）で、 
旅人や僧、役人などの役柄で男性です。従者を 
ワキツレといいます。 
 狂言方は狂言師が演じ、曲の前場(前シテ)と後
場(後シテ)の間に登場し解説をして後シテが現れ
るまでを繋ぐ役目をします。 

こんにちは！ 
北山ヒロトです。 
 
アクトランドＹＡОにて「大畑山ホタル探検
隊」が行われました。 
これはアクトランド周辺の森に生息するヒメボ
タルを観察しようと親子約10組を対象に行われ
たものです。 
 
当日は、実際に観察をする前に参加者にホタル
についての理解を深めてもらおうとアクトラン
ドスタッフよりホタルに関するクイズが出題さ
れました。 
スタッフのヒントを参考に参加者は一生懸命考 
えていましたよ！ 

☆そしていよいよ観察へ 
 
2班に分かれて探検に出発しました。 
灯りの少ないところまで行き、よく草むらを観
察すると何人かの子どもたちがホタルを発見！ 
夜になっても気温があまり下がらず、時間が少
し早かったこともあり観察できた数は少なかっ
たですが、それでも暗さに目が慣れてくるとよ
り多くのホタルを観察することができました。 
 
暗闇の中を光って飛ぶホタルの姿を見て子ども
たちからは、思ったより明るい！瞬間移動して
いるみたい！といった声も上がっていましたよ。 
 
ホタルを手のひらに乗せている子もいて、最近
ではなかなか見ることができなくなったホタル
とのふれあいを楽しんでいました。 

ホタルのクイズを 
楽しむ親子 

はやし 

次回は 
高安流について 

http://792.jp/diary/img/14/05/140531-134-1.jpg


企画交流 
グループ 

4 ■ お問い合わせ先 環境アニメイティッドやお事務局（八尾市環境保全課）                                                

環境活動 
支援金 

受付：５／３１ (火)まで 楽しい環境活動支援金 
応募開始！ 

 「環境アニメイティッドやお」では、環境に関する
活動をしている団体やこれからしようと考えている団
体の優秀な活動企画に、支援の給付や活動に対するア
ドバイスなどの支援を行っています。 
 詳細は、市役所・各出張所・コミセン・図書館・つ
どいに設置している募集要項をご覧ください。 

（事務局） 

■募集概要 
募集期間：5/2（月）～5/31（火） 
支援金額：一団体あたり20万円まで 
一次選考：書類選考 
二次選考：プレゼンテーション 

OSAKA SOCIAL ACTION from YAOを 
開催しました 

 学生の想いをつなぐ交流 

 ４月23日にOSAKA SOCIAL ACTION from YAO
という環境団体13団体が集まった合同新歓
パーティーを開催しました。 
 この取組みは環境活動交流会で、団体の持つ
悩みを共有した時に「若い人にスタッフとして
活動に参加してもらいたいけども興味を持って
もらうチャンスが無い」という意見が多くあっ
たことから、合同での新歓を行うことで多くの
学生に参加・活動につなげようと昨年よりス 

  団体への参加のきっかけに 

 開催日当日は、様々な環境団体のスタッフと
学生がレクリエーションやアウトドアクッキン
グを共にしながら交流を深め、その後のアピー
ルタイムで熱心にそれぞれの活動内容や学生が
参加した際のメリットや、やりがい等をＰＲし、
学生の獲得を目指しました。 

（ＮＰＯ法人ナック 宮嶋 啓太さん） 

タート。
今回で２
回目の開
催となり
ました。 
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～アウトドア派集まれ！～ 

高安山自然再生定期活動に参加して 

Ｅ-column ごみのポイ捨てができない街づ
くり 

 私たちは、月1のペースで大学内や大学周辺
のごみ拾いをしています。毎月していても 
ごみがないときはなく、植木の中に空き缶や
ペットボトルが見えないように捨てられてい 
たり、タバコの吸い殻が多く捨てられていたり
と、ポイ捨ては減りません。 
  ごみが落ちているということはそれを捨てる
人がいるということなので、ごみを拾って綺麗
にするより、ポイ捨てする人をいかに減らせる
かも重要になってくると思います。 

 ごみ拾いをした経験があると、まず「ポイ捨
てしてもいいかな」という悪魔のささやきは聞
こえてこないはずです。 
 それに、ごみ一つ落ちていないところにポイ
捨てするのもなかなか勇気がいると思います。 
範囲や頻度は限られてますが、ごみ拾いをする
ことで少しでもポイ捨てしにくい街に近づけた 
いです。 
 

(学生ボランティアサークルCHOVORA! 
副代表 西川 莉紗さん） 

イーコラム 

  初めてでも楽しめる！ 

 初心者の私には大変でしたが、その分みん
なで食べたお昼ご飯はいつもよりおいしく感
じられました！ 
 「高安山自然再生定期活動」と聞くと、と
ても大変な活動に感じられますが、想像して
いたよりもずっとずっと楽しい活動でした。
皆さんも是非参加してみてください！ 
 
 
 
 
 
 
 

 
（はちのじ(近畿大学2回生) 中屋敷 萌香さん） 

 八尾の景色を楽しみ、里山を知る 

 昨年から活動を知ってはいたものの、今回初めて
活動に参加させてもらいました。参加したのは、４
月３日の日曜日でとっても気持ちのいい春の気候で
した。 
 まずはじめに驚いたのは、ケーブルカーで信貴山
へ登るときの景色！上へ登れば登るほど、八尾の町
全体がだんだん見渡せるようになってきます。傾斜
が大きく、なおかつ緑の多い森の中を進んでいくの
が楽しく、久しぶりに懐かしいわくわくした気持ち
を思い出しました。 

 実際の活動では、ただ私たちが森林整備するだけ
ではなく「なぜその整備が必要なのか」ということ
を丁寧に教えていただきながら作業しました。普段
生活している中でなかなか聞けない貴重なお話なの
で新鮮でした。 
 実際の作業では、のこぎりやせん定ばさみなどを
使いました！まだ道のない山の中で、木を間伐し、
その木材を道にしたい場所に這わせていき、土や
葉っぱをせき止めて少しずつ道を作ります。 



ご参加をお待ちしています！ 

河内の風はこちらで 

５/２７ 
（金） 

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 

５/２３ 
（月） 

「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

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。 

学校ビオトープ研究会 
近隣の大学生を中心とした若い世代の方々にも加わって 
いただき、昨年度の振り返り、今年度のビオトープ 
活動計画、情報交換といった内容で行います。 

八尾北高等学校 応接室（玄関を入ってすぐ右の部屋） 

午後４時30分～６時 時間 

場所 

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、物部遺跡と八尾空港を 
巡ります。 

５/２１ 
（土） 

大聖勝軍寺正門前集合 

午前9時30分～午後3時 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 

午前10時～ ５/２６ 
（木） 

時間 

場所 

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。 
今回は大仙公園を散策します。 

５/２８ 
（土） 南海鉄道三国が丘駅 

改札口集合 

午前10時～午後3時 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 

午前9時30分～ ６/５ 
（日） 

時間 

場所 

５/１５ 
（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 

午前9時～ 

ニッポンバラタナゴ 
保護池の定期調査活動 

場所 

時間 

正午～、午後7時～、午後11時～ 時間 


