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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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環境 
イベント 

 去年は19000人の来場者で賑わったいきいき
八尾環境フェスティバルを今年も開催します！
今年はアリオ八尾と大阪経済法科大学花岡キャ
ンパスの２会場で開催です。学生や社会人で構
成されている実行委員が楽しみながら準備を進
めています。今回は各エリアの見どころを紹介
します。 

いきいき八尾環境フェスティバル2017 
まもなく開催！ 

◆アリオ八尾会場 
【サンシャインコート：自然コーナー】 
 八尾には自然がたくさんあるということを
知ってもらいたいので八尾のオリジナルマップ
を作りたいと思います！みなさんが実際に見た
生き物や植物の場所を出し合ってマップを完成
させましょう！他にも様々な展示があります。 

【レッドコート：３Rコーナー】 
 リユース・リデュース・リサイクルをテーマ
に企画を実施します！八尾の企業の廃材を用い
たワークショップやステージでは地球戦士ゼロ
スショーなど実施します。また、服の交換会も
実施するので、譲りたい服を持ってご参加くだ
さい！ 

【オレンジコート：食と健康コーナー】 

 身近な環境や食、健康をテーマに５つの企画
を用意しています。八尾の野菜や農業をパネル
で展示し、その野菜を使ったレシピも紹介する
企画や、体にやさしい自然食品の販売もありま
す。また、子供向けのワークショップとして、
体に良く、栄養バランスの良い食べ物を一緒に
考える企画も、現在、試行錯誤中です！ 
【 ３階ブルーコート：歴史コーナー】 
 八尾の歴史や文化に関する企画を制作中で
す！ワクワク間違いなしの古墳や遺跡の発掘体

験や、今と昔の八尾を比べたクイズ、ステージ
部門では滅多に見れない能や講念仏踊りなど他
にも盛り沢山。多くの人に楽しんでもらえるよ
うな企画ばかりなのでぜひ当日を楽しみに！ 
【 １階ブルーコート：エネルギーコーナー】 
 燃料電池自動車トヨタの「MIRAI」の展示や天
然ガスに関するパネルクイズ、自転車をこいで
発電する自転車発電体験、疑似的に自動車を運
転しながら学べるエコドライブ体験など、見た
り、体を動かして体験できる企画がたくさんあ
ります。 

◆大阪経済法科大学花岡キャンパス会場 

 花岡会場では、毎年恒例の「ドビ流し」のほ

か、高安の史跡を巡る「歴史ウォーク」や、伝

統的な地場産業であった「河内木綿」を体験す

るブースなど、八尾の自然と文化に結び付いた

企画が盛りだくさん！また、昨年大好評だった

「貝掘り大会」も開催決定！環境ポスターやタ

ナゴ水槽の展示も行います！みなさんも、八尾

の自然と文化を体験してみませんか？ 

◎花岡キャンパスとアリオ八尾を結ぶ無料バスあり。 

（はちのじ 川俣 航さん） 
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環境 
アニメ活動 
こぼれ話 

⑦ 

はちのじの 
活動情報 

⑦ 

※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。 

 前回に引き続き、2008年に採択した「生物多
様性保全推進支援事業」（以下、「交付金事
業」）のお話です。 
 関係者から「今の実施体制では、応募は危険
行為です！大丈夫ですか！」の電話や事務局内
部では「これは無理や、やめよう」と応募が難
しい風潮でした。 
 私の未調整で応募締切10日前から携わった
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会（以下、
「高安研究会」）には大変な迷惑をかけました。  
 応募前に４者（当協議会代表、会員の高安研
究会代表理事、八尾市経済環境部長、当協議会
事務局）で話し合った結果、事務局主体の実施
ではなく、会員主体で交付金事業を実施するこ
とで合意・応募しました。 
 この日を境に行政の携わりは減り、事務局を
担う八尾市役所非常勤嘱託職員である私は、板
挟みの中で苦悩を味わいました。 

 同年６月、当協議会と表裏一体の実践主体
「特定非営利活動法人グラウンドワーク八尾」
のNPO法人格の認証と交付金事業の採択が共に
決まり、どのように両組織を運営すれば良いか、
ノイローゼになるほど、困り果てました。 

 ちなみに、広報紙「い～わ 河内の風」が、当
協議会の活動実績の記録・証拠になり採択に貢
献したと聞いています。 
 採択後、交付金事業にのっとった規約変更、
10月は交付金事業として「いきいき八尾環境
フェスティバル」をプリズムホール大ホールと
大阪経済法科大学（楽音寺）で開催。その間も
規約にのっとった運営は追いつかず、翌年３月、
皆さんのお力を借りて何とか報告書を提出。 
 私の自業自得ですが、悔しくて泣きながら家
に帰って行ったのを覚えています。 
 

（市民会員 新福 泰雅さん） 

環境省から受けた交付金事業で味わった 
板ばさみの苦悩！そして泣く！ 

久宝寺寺内町燈路まつりに 
参加して 

 「はちのじ」として初めて久宝寺寺内町燈路
まつりに参加させていただきました。 
 まつり当日まで、地域の方にきれいだと思っ
ていただけるような燈路は何か、学生一人一人
限られた時間の中で考えてきました。当日の来
客者の中には、一つ一つ写真に収めてくださる
方がいました。その他にも、賞賛していただく
と同時に、もっとこうすればいいのにといった
アドバイスをくださる方もいて、地域の方との
良縁にも恵まれました。 
 空いた時間に、寺内町内を回ってみると、小
学生のかわいい作品が道沿いに並べられていた
り、精巧な技術で作られたステンドグラスの作
品が見学できる素敵な見学スポットなど夜の雰
囲気にぴったりな光の祭典でした。 
 まちづくりを学ぶ学生として、歴史的建造物
が今もなお建ち並ぶ寺内町は、古き良き日本人
の心である素晴らしい象徴だと気づきました。 

 私たち「はちのじ」は、主に八尾市内の活動
に関わっていますが、この燈路まつりのような
多くの人が集う場で、地元の方と様々な観点か
らコミュニケーションを取ることができ、さら
に新しいご縁やつながりができて大変嬉しく
思っています。来年も出させていただくチャン
スがあれば、今年以上のものを作ってよりよい
ものにしたいと思いました。 
 最後に、今回ご協力いただいたまちなみセン
ター館長の近藤さん、実行委員長の冨山さんを
はじめ、燈路まつりの安全に尽力してくださっ
た消防署の方、温かい目で見守ってくださった
地域の方々、本当にありがとうございました。 
 

  （はちのじ 上山 華凛さん） 
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チャレンジ 
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～100名の子どもたちが体験～ 
竹の水鉄砲作り in  河内音頭まつり 

 チャレンジ80スタンプラリー企画では、９月
９日、10日に開催された河内音頭まつりで「竹
の水鉄砲作り」のワークショップを実施しまし
た。 
 材料の竹は、市内の大畑山の間伐材を利用。
水鉄砲作りとともに、アクトランドYAO様協力
のもと開催しました。晴天ということもあり
ブースは朝から大賑わい。２日間合計で約100
名の子どもたちに体験してもらいました。 
 
 チャレンジ80のワークショップということで、
もちろん環境についても学んでもらいました。
材料で使用した竹、単純に考えると、こんなに
大量に使ってもったいない？でも違うんです。
竹の生命力がすごいのは知っていますよね？ 
竹林は定期的に伐採して太陽の光がきとんと届
くようにしないと、周囲の他の草木を枯らして
しまうことも。 

 こんな勉強もしてもらいながら、早速、でき
あがった竹の水鉄砲で的をねらったり、楽しく
遊ぶ子どもたちの姿が印象的でした。 
 このように、チャレンジ80スタンプラリー
企画では、環境について学びながら楽しい体験
ができるイベントがたくさん！さらにスタンプ
を集めることで素敵なエコグッズもプレゼント。  
【今後のイベントの予定】 
・10月22日（日）いきいき八尾環境フェス 
         ティバル in アリオ八尾 
・12月10日（日）地球温暖化防止月間  
         特別講演会 in かがやき など  

（枡谷 郷史さん） 

市民 
環境講座 

 皆さまお待たせしました！平成29年度の市民
環境講座のご案内です。 
 今回は、アクトランドYAOで自然の中で過ご
し、自然と触れ合いながら、普段できない体験、
環境について楽しく学べる子ども向けの講座を
企画しました。 
 その名も「自然で奏でるエコライフinアクト
ランドYAO」です♪この講座では、日帰り・宿
泊コースの２styleを用意しています。 
【体験内容・両コースとも】 
・廃材を使って楽器作り＆演奏 （低学年） 

・竹林に入ってアクティブに間伐体験（高学年） 

【宿泊コースのみ】 
 焼きイモやポトフなど野外でご飯を作ってみ
んなで食べたりや、解説を聞きながら望遠鏡や
双眼鏡で秋の星空の観察など。 
【申込】 10/2～    

自然で奏でるエコライフ in  
         アクトランドYAO 
日帰りコースも宿泊コースも魅力満載の講座です☆ぜひご参加ください！ 

日帰りコース（11/3） 
 
参  加 費：500円（当日お支払い） 
定    員：小学３年生以下 先着５名（エコ楽器作り） 
       小学４～６年生 先着10名（間伐体験） 
持  ち 物：牛乳パック はさみ（エコ楽器作り参加者） 

集合解散：集合 11/３ 13：00～（受付12：30～） 
      解散  11/３ 15：00 

宿泊コース（11/3→11/4） 
 
参  加 費：5000円（事前お支払い） 
定    員：小学３年生以下 先着10名（エコ楽器作り） 
       小学４～６年生 先着10名（間伐体験） 
持  ち 物：お弁当（1日目の昼食）着替え、タオル 
     歯ブラシ、防寒着、水着、軍手 
集合解散：集合 11/３ 10：00～（受付９：30～） 
      解散  11/４ 12：00 

申込・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 Mail：hozen@city.yao.osaka.jp 

ホームページ フェイスブック 

チャレンジ80のHPや 
facobookをチェック 
してください！ 
「チャレンジ80」で検索 

詳しくは環境アニ
メイティッドやお
HPをご覧ください。 
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紅葉ではないよ、ナラ枯れだよ！  
 
 今年の夏、高安山が赤くなっており「夏の紅

葉か」、「何で？」と問い合わせがきています。 

 これは「ナラ枯れ」で、ドングリのなる木に

カシノナガキクイムシ（以下、カシナガ）とい

う虫が枯らしているのです。枯死するのはナラ

類やシイ・カシ類などブナ科樹種だけです。 

 樹木が枯死する時期は、葉の緑が濃い７月上

旬～９月下旬で、真夏に紅葉したかのように見

えます(写真１)。 

カエンタケに気をつけよう！ 
 
 今後注意しなければならないのは、３～４年
すると枯れた木の枝が突然頭上から落ちてくる
ことがあることです。 
 また、カエンタケ(写真３)が発生してきま
す。カエンタケは、毒性が強く、触っただけで
も皮膚炎を起こし、食べて亡くなった方もいる
ほどの猛毒です。下痢、嘔吐、腹痛、高熱、毛
髪が抜ける、脳の委縮、運動機能障害、言語障
害、白血球の減少、呼吸困難などが挙げられて
います。赤いキノコを見たら近づかないこと。 
 2014年に奈良県の生駒山麓で見つかってい
るので高安山にも生えてくるかもせれません。
要注意です。 
  
（森林インストラクター阪奈会 齊藤 侊三さん） 

ナラ 
枯れ 

高安山の紅葉？ 

写真１ 高安山の紅葉？恩智駅から 

原因は樹木の高齢化と枯死した木の放置 ！ 
 
 カシナガが木に空けた多数の孔からフラスと
いう虫糞と木屑の混合物が出て根元に堆積して
います(写真２)。病原菌をカシナガが枯死した
樹木から健康な樹木に運んでいます。 
 八尾市では３年くらい前から被害が目立ち始
めており、今年の夏に根元にフラスが溜まって
いる木でも青々と茂っています。来年はこれら
の木が紅葉？すると思われ、被害はまだ止まな
いようです。 
 被害木は爪楊枝の太さの穴が多数見られま
す。かっての薪炭林は20年前後の若い林なの
で、カシナガの繁殖はほとんど見られなかった
ですが、昭和30年代にプロパンや都市ガスに
切り替わってタキギ取りを止めたために、樹木
が高齢化したことと、枯死した木を放置したの
が被害拡大の原因です。 

今月は「イーコラム」はお休みします。 

写真２ フラスのでたコナラの木 

写真３ カエンタケ 京都東山にて 
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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 

10/23 
（月） 

「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

10月7日（土）に開催される「学校ビオ
トープ＆野外調理体験交流会」の様子
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。 
今回はけいはんな記念公園を散策 
します。 

10/28  
（土） 近鉄新祝園（しんほうその） 

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～ 
11/5 
（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  

10/15 
（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 

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～ 
10/19 
（木） 

時間 

場所 

11/3.4 
申込10/2～ 

市民環境講座 
自然で奏でるエコライフ 

【宿泊】11/3(金）10：00～11/4(土）12：00 
【日帰り】11/3(金）13：00～15：00 

大畑山青少年野外活動センター 

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、生國魂神社から四天王
寺内・物部守屋の祠まで歩きま
す。 

10/21 
（土） 近鉄上本町駅改札口地上 

集合・解散 

9：30～15：00 時間 

場所 

竹や廃材で楽器を作り、 
みんなでセッションします。 
アクトランドYAOでキャンプ
もします。 
（詳しくは4ページに） 


