
八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン 

八尾の淡水魚 

ニッポン 

バラタナゴ 

No.141 

環境アニメ 

～ぼくらの未来地図～ 

「アースデイ」とは、地球のことを考え、 

行動する日。環境や体に優しい商品の 

お店が多数出展。  P.４ 

P.２ 

学校ビオトー
プ＆野外調理 

体験交流会 

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 

食品ロス 

ゼロ教室 

P.３ 

発行：環境アニメイティッドやお広報委員会 

発電機 

若ごぼう 

環境保全に 

取り組む 

企業⑥ 

P.５ 
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自然再生 

定期活動 

■ 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/                  

学校 

ビオトープ 

 八尾北高校ビオトープ研究会が、八尾北高校
南側の第二グランドで通算26回目の体験交流会
を実施します。 
 このイベントは、ビオトープ班と調理班に分
かれて、それぞれの体験活動を行い、その後、
みんなで一緒に食事をして、学校ビオトープと
いう自然のもとで ‘出会い’や‘つながり’
を楽しもうというものです。 
 
 今回は、花壇整備やトロッコすべり台づくり、
自然エネルギー体験、お餅つき、野菜のグル煮
などを体験していただく予定です。 
 詳細は‘環境アニメイティッドやお’のホー
ムページにアップいたしておりますので、それ
もご参考に、どうぞふるってご参加下さい。 
 右の写真は、昨年10月の交流会の様子とト
ロッコすべり台の概観です。 

（塚口 倫生さん） 

「学校ビオトープ＆ 

野外調理体験交流会」のお知らせ  

 2016年度の楽音寺森林整備定期活動は、2017
年2月20日現在で186名の参加です。 
 森林内に入り込んだタケを間伐し、ツルを除
き、メダケを刈り払っていきましたが、1955年
代初めから石炭・石油・プロパンガスなど化石
燃料が普及して以来放置されてきましたので、
作業は困難を極めています。 
 特にメダケはびっしり生え、鎌などで切ると
踏み抜く危険性があるため、剪定バサミで１本
ずつ切っていくという作業方法で作業がはかど
りません。そのうえ、現地が非常に滑りやすい
土壌のため、アイゼンをつけて作業をしている
ような地形なので、歩道を作りながら作業に行
くことをしています。 
  

 高安山自然再生定期活動は、2017年2月20日
現在166名の参加があり、10年にわたってヒノ
キの間伐を行ってきました。 
 ヒノキ林の場合は、間伐した後には適度に草
が生え、神宮寺に比べるとかなり楽ですが、傾
斜がきつい場所が残っています。 
 山作業は現地の実態に合わせて作業し、安全
を確保しないといけません。そのうえ何年も作
業しないと成果が見えにくいので、継続してい
くことが大切です。  
（森林インストラクター阪奈会 齊藤 侊三さん） 

 “継 続 は 力”  

３月25日(土) 10：00～13：00  於：八尾北高等学校 

お問い合わせ 
八尾北高校ビオトープ研究会 
（担当：塚口 ０７０－５５０９－３４７１） 

お申し込み 
FAX：０７２－９９８－６３４５（八尾北高校）まで 

北尾根のメダケの刈り払い（神宮寺作業地） 

トロッコすべり台 

昨年10月の交流会 
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食品ロスゼロ教室の紹介 

 ～「めぐる」工房教室にて～ 

学習プラザ 

「めぐる」 

 現在、下の表にあるように、大量の食品ロスが先進国のご家庭から発生しており、日
本でも多くのまだ食べられる野菜がご家庭の台所で廃棄されています。 
 学習プラザ「めぐる」では、この様な状況の改善を目指し、野菜のまるごと調理法や
切り落とし部分の利用法を学習する「食品ロスゼロ教室」を実施しています。 
 是非、ご参加ください。                  （小林 裕五さん） 

◆かぼちゃをまるごと使った、かぼちゃポタージュの紹介◆ 

 かぼちゃのポタージュ 
 
（材料）  2人分 
 
・かぼちゃ      200g 
 （種、わたを取って） 
・玉ねぎ       45g 
・米         大さじ1 
 
（調味料） 
・水         カップ1 
・固形スープの素   1ケ 
・バター（サラダ油） 大さじ1 
 
・牛乳        カップ1 
・塩・コショウ    少々 
 
かぼちゃの種と皮は干し、 
フライパンでいる。出来上がっ 
たら、塩を少々。 
香ばしくおいしい！ 

（作り方） 
 
①かぼちゃは、種とわたを取る。 
 皮はところどころ取って一口 
 大に切る。玉ねぎは薄切り、 
 米はさっと洗う。 
 
②鍋にバター（サラダ油）を入 
 れ、玉ねぎを炒める。しんな 
 りしたら、かぼちゃ・米と調 
 味料を加えて10～15分間煮る 
 
③米が柔らかくなったら、荒熱 
 を取って、ミキサーやブレン 
 ダーに移し、つぶす。 
 
④③を鍋に戻し、牛乳・塩・コ 
 ショウを加えて出来上がり。 

日にち：４月から毎月第４水曜日、 

    第４土曜日 

時 間：10:00～11:45 

申込み：４月１日(土) 午前９時～ 

    電話・窓口にて 

申込先：リサイクルセンター 

      学習プラザ「めぐる」 

電 話：072-994-0564 

場 所：八尾市曙町2-11 

☆食品ロスゼロ教室★ 
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4 ■ 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/                                                

八尾バル 

ハッピー 

アースデイ
大阪 

「河内の風」４月号から、 

新たに２つのシリーズが 

始まります！ 

① 環境アニメイティッドやお活動のこぼれ話 
 
 環境アニメイティッドやおの初代事務局のメン
バーで、現在はNPO法人八尾市民活動ネットワークで
活躍されている新福泰雅さんによる、環境アニメイ
ティッドやお活動のこぼれ話を新シリーズで掲載し
ます。 
 今まであまり語られてこなかったアニメイティッ
ドやおの秘密や、過去のあれやこれについて語って
いただきます。 
 みなさんの知らなかった環境アニメイティッドや
おが垣間見えるかもしれません。 
 お楽しみに♪ 
 

② 学生団体はちのじの活動情報 
       ～若い世代からのメッセージ～ 
 
  学生団体はちのじは、八尾市のイベントで
企画・参加・発信をしながら、 人と人との
つながりを生み出していくことを目的に活動
しています。 
 具体的には、環境アニメイティッドやおの
活動に参加したり、いきいき八尾環境フェス
ティバルの企画運営を担ったり、八尾を中心
にフィールドワークなどをしています。 
 はちのじメンバーの八尾とその環境などに
対する思いを、河内の風に乗せて発信してい
きます。乞うご期待ください。 

（事務局） 

はちのじミーティング風景 

今回で、11回目！ 

テーマは、「ぼくらの未来地図」 

■みんなで未来地図を作ろう！！ 
 あなたの夢はなんですか？みんなの夢を書い
たタグを毛糸に結んで、未来の輪をつくろう！ 
  
■ぼくと、わたしの未来について考える 
 これからの未来をつくる学生団体で活躍する
若者と、現在社会で活躍している社会人の方に
よるこれからの社会を考えるディスカッショ
ン！ 
  
■学生の主張 
 学生団体の活動内容や思い描く未来を展示形
式でご紹介！若者が感じている今の社会って、
どんな姿なのか？ぜひ確かめてください！ 
  

日本初の【学生主体】ならではのアースデイを、もっと感じて 
いただけるような内容になっております。 
 

 ほかにもたくさんの企画があります。その数
なんと…約50！！ 
 また、出店では昨年度より審査基準を上げ、
その結果76の店舗さんに出店いただきます！ 
たくさんの方の想いやこだわりが盛りだくさん
のアースデイ。3月25日と26日はぜひ久宝寺緑
地にお越しください～◎ 
  
■マイ食器をお持ちください！ 
 会場内では飲食販売に使い捨て食器を使用し
ておりません。ご自宅にあるマイ食器か、会場
内でレンタルしているリユース食器をお借りく
ださい。 

  （ハッピーアースデイ大阪実行委員会  
              小副川 楓さん） 

新シリーズ 

ご案内 
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希望をのせて・・・ 

 ～今年は、実るかな？～   

 娘の小学校で、エコクラブ活動に参加させて
もらっています。学校の一画の小さな畑に先日
みんなで秋ナスの苗を植えました。木の立て札
には子どもたちが思い思いに絵を描き、すてき
な畑になりました。 
 実は去年、我が家でも秋ナスに挑戦しました
が、土を替えたからか、残念ながら一つも実り
ませんでした。 

 今回は子どもたちがお世話をしてくれている
ので私は見守るのみですが、「もしかしたらリ
ベンジできるかも・・！！」と、子どもたち以
上に熱い視線を送る今日この頃です。 
 

（ 出向井 彩 さん ） 

イーコラム 

カネエム工業株式会社 

住所：八尾市泉町1-93 

ＨＰ：http://www.kanem.com 

 

  JR久宝寺駅から南へ歩いて15分。業務
用、家庭用カーテンレール等の製造・販売
などを行っている企業です。 

  家庭でもこのように使われています。 
冬場のベランダでの洗濯干しは寒くて辛くない
ですか？さらに洗濯物が全く乾かない、半乾き
の洗濯物を取り込んで乾燥機にかけるというパ
ターン、私も経験あります。 
 でもベランダにビニールカーテンを設置する
と、そんな二度手間も省けます。冬場、室内の
熱の約50％は窓から放出されると言われてい
るので、室内も暖かさが保てますね。 
  
 使用例のお話を聞きながら、 
企業では 省エネ効果を考えて設置したら、 
 結果、快適な空間になる 
家庭では 快適な空間を考えて設置したら、 
 結果、省エネ効果もある 
 
 それぞれ優先順位は違えど、結果、省エネと
快適性の両面を兼ね備えている点がすごいと思
いました。 
『意識しないと気付かないぐらいライフスタイ
ルに溶け込んでいる＝意識しなくても日常的に
省エネの取り組みをしている』 
 そんなサイクルがもっと進んでいけば良いと
思いました。岡田装飾さんの製品、これからも、
いつもどこかでお世話になります！ 

（枡谷 郷史さん） 

～環境保全に取り組む企業 ～ Vol .6 

 岡田装飾金物株式会社 
岡田装飾金物株式会社 

住所：八尾市南亀井町1-1-40 

ＨＰ：http:// os-rail.co.jp/ 

 

 家庭用のカーテンレールって聞くと想像で
きますけど、業務用ってどのようなもの？ 
実は、街中の色んな所で目にしています。 
 例えば、下の写真。よく見ますよね、テラ
ス席のビニールカーテン。冷暖房の効率が上
がり、省エネにつながります。 



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 

３/２７ 
（月） 

「情報プラザやお」放送 

地域密着型ラジオ番組 

４月に開催される、合同新入生 
歓迎会について、あれこれ語り 
合います。 

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。 
今回は久宝寺緑地を散策します。 

３/２５  

（土） 近鉄久宝寺口駅改札口集合・
久宝寺緑地周辺解散 

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～ 
４/２ 

（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  

３/１９ 

（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 

３月のオススメ 

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～ 
３/２３ 

（木） 
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、環境自治都市として 
栄えた平野のまちを巡ります。 

３/１８ 

（土） JR平野駅改札口 
集合・解散 

9：30～15：00 時間 

場所 

３/25(土) 

 26(日) 

ハッピーアースデイ大阪 

久宝寺緑地 修景広場周辺 他 

25日 11：00～17：00   26日 10：00～16：00 

地球環境のことを考え、日々の暮らしの中で幸せを感じること、
行動することをテーマとした環境イベント 


