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アニメイティッドやお 

 
検索 

2015 年 10月号 

№１２4 
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。 
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八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン 

環境 
イベント 

  

２部 
11/8 

環境 
イベント 

  

      ェスティバル第２部は、11月８日（日）に 
   大阪経済法科大学花岡キャンパスで開催し
ます。第２部では、大学の「ふれあい池」で恒例
の“ドビ流し”が実施され、絶滅危惧種である
ニッポンバラタナゴの繁殖状況を調査します。ま
た、今年の目玉企画として『里山資本主義』の著
者である藻谷浩介氏をお招きして、講演会を行い
ます。詳細は下記をご覧ください。皆さまのご来
場をお待ちしています。 
 
場 所：大阪経済法科大学花岡キャンパス 
日 時：平成27年11月８日（日）  
    10時～15時（一部17時まで）  
 
■ドビ流し（ふれあい池） 
ニッポンバラタナゴの生態を保全するために、伝
統的なため池洗浄法である「ドビ流し」を実施し
ます。地引き網は11時と13時の２回実施します。  
■八尾の食文化（クロノス１階） 
八尾で採れる食材を使った料理を販売します。 
■綿繰り体験（クロノス１階） 
河内木綿について一人でも多くの方に知っていた
だくために、綿繰り体験を実施します。 
 

■藻谷浩介氏 講演会（Ａ号館101講義室） 
16時から17時まで（受付は15時から） 
定員250人（当日先着順） 
『里山資本主義と高安地域』というテーマで藻
谷氏に講演会をしていただきます。里山資本主
義という観点から、高安地域の生物多様性や美
しい自然、歴史遺産を守っていくためにどのよ
うなことができるか、考えてみませんか？  
■歴史ウォーク 
集合場所：近鉄服部川駅前 
集合時間：10時30分 
高安地域の史跡を、案内人のお話を聞きながら、
会場の大阪経済法科大学まで巡ります。 
 ■ネイチャークラフト（経法大花岡の森） 
集合場所：ふれあい池 
集合時間：11時00分 
経法大花岡の森で里山保全活動とネイチャーク
ラフトをします。お昼ご飯を持参してください。 
※ネイチャークラフトは雨天中止です。  
他にも様々な企画を用意していますので、ふ
るってご参加ください。 

（事務局） 

フ 

いきいき八尾環境フェスティバル2015 
第２部のご案内 

学生企画もパワーアップ！ 

いきいき八尾環境フェスティバル開催！ 

   年のいきいき八尾環境フェスティバルでは、 

   主に３つの学生企画を用意しております。学
生ならではのアイデアが詰まったブースにぜひお越
しください！日時・場所等は、本紙の表紙をご覧く
ださい。 

①作ろう！エコキャンドル 

家庭で出る廃油を利用して世界にひとつだけのオリ
ジナルキャンドルを作ろう！廃油をただ捨てるので
はなくて、きれいにしてもう一度使ったり、キャン
ドルにして再利用することを体験できます。 

②でっかく描こう！ぬりかべぬりえ 

普段お家では描けないような大きな紙に、八尾に関
連するぬりえやお絵かきをしていただけます。みん
なでひとつの「塗り壁」を完成させよう！ 

③ラリーでウォッチ！この街のようかいたち 

会場に隠れている八尾のようかいたちを見つけて環
境クイズに答えるとスタンプがもらえます！全部の
スタンプを集めると素敵なプレゼントも。 

今 

 今年は、事務局メンバーの人数や、地域の団
体さんとのコラボ企画も増え、さらにパワー
アップ！屋上の飲食ブースの数も大幅に増で、
地域のお店がフェス当日のみの地産地消オリジ
ナルメニューを提供してくださいます！ 
たくさんのご来場をお待ちしております！ 
 
（いきいき八尾環境フェスティバル2015学生事務局 森 彩香） 
 



   瀬川の八尾木上樋から取水した 

   水路は、住宅地の中を通ってい

るため、かなりの部分が暗渠(あん

きょ)になっています。水路の方向が変

わる所では足元から水音が聞こえるの

で、道の下に水が流れていることが実

感できます。 

 北向きに流れるこの水路の終点は道

路の下にもぐり、その先は楠根川の始

点になっています。 

 地図で見ると、なぜここから突然に

楠根川が始まっているのかと不思議に

思えます。いくつかの小さな水路を

辿っていくと、道路に潜ったその先に

楠根川があるので、水が流れこんでい

るのが分かります。 
 
（アクアフレンズ 美濃原 弥恵さん） 
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八尾の 
水路 

シリーズ  第６回 

 水路は八尾の宝物～八尾木上樋～  

長 

『八尾を流れる河川及び長瀬川、玉串川から取水して流れる 
小水路の水の流れの方向図』  

八尾木上樋 

《水の流れについて》 
 
・長瀬川からの西向き 
 の水路   
Ａ ：平野川へ 
Ｂ ：久宝寺緑地から 
   神武川へ 
 
・長瀬川から北向きの 
 水路     
・玉串川から西向きの 
 水路 
Ｃ ：楠根川へ 
 
・玉串川から東向きの 
 水路      
Ｄ ：恩智川へ 
Ｅ ：楠根川から取水、 
  ポンプで圧送され 
  農業用水として使 
  用されている地域 
Ｆ ：生駒山地からの小 
  河川は恩智川へ 
 

●八尾木上樋 
 （長瀬川） 

●水路の終点 ●楠根川の始点 
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歴史 
楽校 

市民 
環境講座 

     気もよく、59名(一般51、世話人８)の参加。 

   初めて案内人を務めるので、どれだけ説明

できるか不安でした。４月９日に最初の下見をし

て以来８月までに私独自のやり方で計10回の下見

を重ねました。これでいいのかと悩み、緊張もし

ましたが、自分なりにやっていこうという気にな

りました。９月に入って当日資料の印刷をしまし

たが、資料不備もあり申し訳ありませんでした。 

当日は、近鉄安堂駅から大和川右岸を下りました。 

 

大和川治水付替記念公園（６基の碑があり八尾

万願寺村の久保田傳二の碑もあります。）➡築留

２番樋➡近鉄柏原南口駅（ホームの支柱は大正期

のレールが使われています）➡３番樋➡青地樋➡

大和橋➡河内橋➡新大井橋➡大正橋、太田の千両

曲がり➡若林➡大正コミセンヘリポート発着地

（昼食）➡通称若林こんにゃく橋➡第一明治橋➡

川辺八幡神社➡高野大橋 

ここで大和川堤防から離れ、西・東瓜破天神社を

訪ね、地下鉄谷町線喜連瓜破駅で解散しました。 

天 

9月19日(土)「大和川を歩く、川下へ」 

知ってまっか？ 
下水のあんなとこ、こんなとこ 

     人向けの市民環境講座のご案内です。 
   来たる11月18日（水）にＪＲ久宝寺駅のす
ぐ隣にある「竜華水みらいセンター」にて下水の
水処理過程を見学します。 
 講座名は『知ってまっか？下水のあんなとこ、
こんなとこ』です。 
 読者のみなさんが使った後の水の行く先につい
てはご存じでしょうか？ 
 
 今回の講座では、下水処理施設の見学を通して、
蛇口から出された水が排水溝に流れ落ちた後、そ
の先一体どうなっていくのか、またどのようにそ
の水が生まれ変わるのかなどを知り、大阪の下水
処理の仕組みや水の循環について知見を広げてい
ただきます。 
 普段何気なく使っている水について、楽しく見
学をしながら考えてみませんか。講座のお問い合
わせやお申込みにつきましては、右記をご覧くだ
さい。皆さまのご参加をお待ちしております。 

大 

■開催日時 
 2015年11月18日（水）午前10時～正午ごろ 
■集合場所・時間 
 JR久宝寺駅改札口 午前10時 
■お申込み 
 11月2日(月)～11月13日(金) 先着30名  
 環境アニメイティッドやお事務局 
 （八尾市経済環境部環境保全課） 
 TEL 072-924-9359 FAX 072-924-0182 

※大和川付け替えの是非は、過日の鬼怒川

堤防決壊もあり、皆さんの関心事になって

いるようでした。 

 次に案内人を務めるときには、今回の反

省を踏まえ頑張りたいと思います。 

  （歴史楽校案内人 横井 孝臣さん） 

ご案内 

▲近鉄安堂駅から大和川の堤防沿いに高野大橋（写真） 
 まで歩く 
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「ちょうどいい」を知ること 

  毎日どんなものを食べていますか？ 
  「You are what you eat (今のあなたは、何
を食べてきたかで決まる)」という英語のことわ
ざがあるように、毎日食べるものはあなたの身
体だけでなく、心にも影響します。 
 美味しいものを食べたときは自然と笑みが溢
れますよね。このように、「食」は誰もが持つ
基本的な欲求でありながら、世界では１日に４
～５万人が飢餓で亡くなり、そのほとんどが子
どもたちです。 
  ですが、食糧が足りないわけではありません。 
日本は年間約1,800万トンの食糧を廃棄しており、 

この数字は約3,000万人分の食糧に匹敵するそ
うです。この無駄を少しでもなくすにはどうす
ればいいでしょうか？ 
  それは、自分にとっての「ちょうどいい」を
見極め調整していくことだと思っています。  
 必要な量だけ、本当に食べたいものだけ買う。
ただ何となく選ぶのではなく身体の声に耳を傾
け選んでいくことは、自分を大切にするという
ことです。自分を大切に、毎日の暮らしを丁寧
にしていくことが、周りの人にそして食べ物に、
心から感謝することに繋がっていくのではない
でしょうか。  

神立里山保全 
プロジェクト 

「神立（こうだち）ってどこ？」 
  
 神立は八尾の東北に位置し、高安山の山麓に
繋がり‟水呑地蔵尊”への道は、沢山の人々が身
近なハイキングを楽しんでいます。ウラナミ
ジャノメやゴイシシジミが飛び交い、蛍が舞い、
稀少種の花も咲くところです。 
 私たち30名ほどの仲間は20年前から、ここで
月一回、里山保全活動をボランティアで行って
います。仲間と一緒に自然に触れることを楽し
みながら、林床整備・間伐・下草刈りなど、里
山の景観を美しく保って地元の方々を始め市民
の皆様に喜んでいただきたいと活動しています。 
 昨年、一昨年はみどり課との連携で、山林の
地主さんと現地の作業を通して山林の整備につ
いて一緒に考えました。 
 ３年前に再開した広報紙「神立里山ニュー
ス」も40号を数えます。メンバー以外の方にも
目にして頂けるように計画しています。 
 また、昨年からは四季の生物調査を行い、沢
山の生物と稀少種の生息も確認できました。ま
すます自然が豊かなところだと再確認し、保護
と保全への思いを新たにしました。  

（私市 紀代子さん） 

「稲冨貴（いなふき）」 

・店  名：御菓子司 稲冨貴（いなふき） 
・住  所：八尾市北本町2-11-13  
・営業時間：7:30～18:30 
・定 休 日：火曜日 
・電  話：072-923-0343 
・Facebook：「御菓子司 稲冨貴」で検索 
 
「昔ながらのまちの和菓子屋さん」 
 
 近鉄八尾駅西口より北へ徒歩5分。北本町
中央通商店街の中にある和菓子屋さんです。 
 お店の前を通りかかるとショーウィンド
ウに掲げられた御菓子の名前がたくさん。  
 それに引き寄せられて店内に入ると、定
番から季節の御菓子まで、色とりどりに出
迎えてくれます。どれにしようか迷うぐら
いで、ついつい買いすぎてしまうほど。 
 素材の味がしっかりと感じられる優しい
御菓子。一度味わうと、また食べたくなり
ますよ。八尾に来たとき、八尾から出かけ
るときの手土産にいかがですか。 

（枡谷 郷史さん） 

（ハッピーアースデイ大阪実行委員会 大内 明子さん） 

ウラナミジャノメ 



活動情報 
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。 

「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・Potager・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 
 

 
 

 

  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 
 ■ 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） 

 TEL 072－924－9359 FAX 072－924－0182 
  HP   http://www.eco-ani-yao.org/ 
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「情報プラザやお」出演 

10／26（月） 

正午～、午後7時～、
午後11時～ 

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。 

10／24（土） 

午前10時～ 

高安の森 
自然楽校 

森林ボランティアを養成
する講座。 
今回は大阪市立大学の植
物園で植物を観察します。 

京阪私市駅 
集合 

ニッポンバラタナゴ 
保護池の 
定期調査活動 

近鉄服部川駅 
改札口集合 

10／18（日） 

午前9時～ 

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。 

年に1回の環境イベント。 
市民がそれぞれの立場で、
環境について考える1日に
しましょう。 
 

いきいき八尾環境フェス
ティバル2015第１部 

午前10時30分～ 
西武八尾店 
アリオ八尾 

10／25（日） 

いきいき八尾環境フェス
ティバル2015 第２部 

午前10時～ 

１１／8（日） 

「里山資本主義と高安地
域」をテーマの講演やド
ビ流しなどをします。 
詳細は２ページです。 

大阪経済法科大学 
花岡キャンパス 

エコツアー 

 「わがまちの元気印企業と 
    リサイクルセンター見学」 
 日時：平成27年10月17日（土）13：00～17：00 
【コース】 
 13:00 近鉄八尾駅出発➡13:15 JR志紀駅出発➡ 
 13:50 藤原電子工業（株）工場見学➡バス移動 
 15:15 リサイクルセンター見学➡バス乗車➡ 
 16:35 JR志紀駅到着➡17:00 近鉄八尾駅到着 

募集人員：15名（申し込み順） 
参 加 費：500円 
お問い合わせ期間：9月14日～10月14日 
申込み方法・期間：10月1日～14日 
NPO法人八尾市活き活き会議まで ℡072-934-2080 

雨天決行 

八尾ふるさと 
歴史楽校 

午前9時30分～ 

10／17（土） 

名所・旧跡にふれ八尾の歴
史に親しんでいきます。今
回は、郡川・服部川・大窪 
山畑地域の古墳巡りです。 

近鉄信貴山口駅 
集合 


